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P1～P2 新役員としての抱負［執行理事］ 

P3～P4 PCR検査拡充に向けた各地での取組 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

専務理事 滝野 寿 

 引き続き執行理事として務めます。よ

ろしくお願いいたします。前期で積み残

した課題に取り組んでまいります。特に

懸案となっております「精度保証施設認

証制度」の改正を急ぎます。早ければ今

年度に更新または新規申請をされる施設

から開始できるよう作業を早めています。医療法改正

にのっとり、認証範囲を拡大するとともに、広く臨床

検査が国民にアピールされるよう充実を図りたいと考

えております。時代の求めに応えて新しい調査項目追

加の検討も進めます。そして、都道府県技師会と是

正・改善について情報共有・連携を益々深め、精度保

証をキーワードに組織力強化を図ってまいります。ど

うかご協力のほどよろしくお願いいたします。 

専務理事 深澤 恵治 

 日臨技理事としては今期で４期目とな
ります。また、常勤の専務理事という大
任を仰せつかり２期目となりますが、思
いも一新し、緊張感を持って会務に取り
組んでまいります。本年４月に厚生労働
省から「臨床検査技師養成所カリキュラ
ム等改善検討会報告書」が発出されまし

た。その中では臨地実習指導者講習会開催指針が盛り
込まれましたが、今期の私の課題は、その開催指針に
のっとり、臨地実習を行う病院・施設への指導体制確
保のための臨地実習指導者を配置するための講習会を
開催する予定です。そのほか、常勤の理事として、臨
床検査技師をめぐる様々な諸問題を迅速に対応し、国
民の利益になるような日臨技の組織作りを目指しま
す。「披荊斬棘」という言葉に例えられるように、臨
床検査技師の未来を拓く大きな課題を乗り越えて、活
躍の場をさらに前進させるためには、会員の皆様のご
協力無くしては結実することができません。ご指導ご
協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

常務理事 上原 昭浩 執行理事・北日本支部長 山寺 幸雄 

 日臨技理事として３期目となります。
今期から執行理事を拝命することになり
ましたが、大役を仰せつかり責任の重さ
を痛感しているところです。職務は政
策・法規関連の渉外並びに支部運営、教
育研修（タスクシフト）を担当いたしま
すが、なにぶん分からない内容が多いた

め勉強させていただきながら頑張っていく所存です。
また、今年は第69回日本医学検査学会の学会長も務め
させていただきます。現在のコロナ禍の中、９月５・
６日に千葉市の幕張メッセにて会場とWebによるハイ
ブリット開催を予定しています。感染拡大が収まらな
い中での開催となりますので、感染防止対策のガイド
ラインに沿って、注意を払いながら進めていくつもり
です。皆様からのご支援・ご協力をいだければ幸いで
す。  

現在の医療界は種々の問題を抱え、なかなか厳しい
環境下にありますが、執行理事として、日臨技の発展
のため、会員の皆様のため、延いては臨床検査界のた
めに精一杯取り組んでまいりますので、どうぞよろし
くお願いいたします。 

 今年度から新たに常務理事という大役

を拝命いたしました、長野県の上原昭浩

です。平成24年度から平成27年度に執行

理事を努めた後、4年間のブランクを経

て、再び会務に携わることになりまし

た。今回は、組織基盤の強化と財務、都

道府県技師会との連携強化などを担当させていただき

ます。 

近年、臨床検査技師を取り巻く医療情勢は大きく

変化し続けています。法改正をはじめとして当会もま

た宮島会長の下、変化に対応し続けていますが、臨床

検査技師の未来像を模索する中で、まだまだ多くの課

題が残されています。さらにコロナ禍に対処するた

め、新しい生活様式を遵守した学術活動や研修会活動

を模索しながら私たちの専門性をさらに高め、一丸と

なって国民の健康を守るためにはより強固な組織にし

ていく必要があります。会員の皆様にもいろいろとご

理解とご協力をいただくことがあるかと思いますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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執行理事・近畿支部長 竹浦 久司 

 令和２・３年度の執行理事をさせてい

ただきます竹浦と申します。日臨技では

今まで理事１期、執行理事１期４年間活

動し、定款・諸規程の改定や渉外・組織

強化事業の組織対策では、会員への広報

を徹底するツールの制作や組織運営で情

報発信システムの運用、Web会議システムを中心に

行ってまいりました。 

 今期、私は教育研修（臨地実習指導者研修会/臨地

実習技術教本/臨床実習ガイドライン）や広報委員

会、システム委員会、医療安全管理委員会を主に担当

します。また、近畿支部支部長も引き続き拝命し、日

臨技支部と都道府県技師会との連携を密に行い双方が

活動しやすい方法に微力ではありますが進めてまいり

ます。会員皆様が未来を視野に入れた新たな業務が求

められていることを認識していただき、臨床検査が大

きく飛躍できるように日臨技の活動にご理解いただ

き、日臨技に対する活発なご意見をよろしくお願いい

たします。 

執行理事 白波瀬 浩幸 

執行理事 益田 泰蔵 

 今期より執行理事を拝命しました益田

泰蔵と申します。理事としても１年目と

なり、このような大役を仰せつかり身が

引き締まる思いです。 

 渉外活動の医療政策・診療報酬と公益

目的実施事業の精度保証・施設認証を担

当させていただきます。 

変わりゆく医療情勢や医療提供体制の中で臨床検査

技師としてどのようにあるべきかを検討するととも

に、医師の働き方改革を進めるためのタスクシフト・

シェアに伴う法令の改正等ついても必要に応じ取り組

んでまいります。それが将来の臨床検査技師の業務拡

大につながるものと考えています。 

精度保証・施設認証についても、既存のシステムを

継承するだけではなく、検証や見直しをすることによ

り会員のみならず国民が求める検査の品質・精度にな

るよう検討していきます。 

会員一人一人そして未来の臨床検査・臨床検査技師

のために微力ではありますが、努力していく所存で

す。今後ともご指導ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

 ２期目の執行理事を拝命した白波瀬

浩幸（しらはせひろゆき）です。主に

学術を担当させていただきます。学会

のあり方や学術活動のあり方を引き続

き検討していくとともに、今期は特に

ウィズ・コロナ社会におけるデジタル

活用した生涯学習制度を考えていく必要性を強く感じ

ています。学会や研修会にWeb活用が積極的に進めら

れつつありますが、既定の制度もそれに適応するかた

ちに変えていき、ポスト・コロナ社会においても地域

性配慮のためのWeb併用の研修会開催等も見据えて、

将来に活かせる制度の構築を検討してまいる所存で

す。そして何よりも若い会員の皆様も積極的に学術活

動を推進してくださるような環境づくりも重要課題と

して取り組みたいと考えています。「技師会活動を楽

しく」をモットーに、皆様とともに前進してまいりた

いと思います。ご支援ならびにご指導のほど、よろし

くお願い申し上げます。 

全国会員の皆様  

どうぞよろしくお願いいたします 

 
理事については次号でご紹介いたします。 

ダイヤモンド・プリンセス号への医療支援

活動に対し、加藤厚生労働大臣より感謝の

お言葉をいただきました 

ボランティア派遣等でご協力いただきました会員の皆様

に心より感謝申し上げます。 
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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりPCR検査等の検査体制の強化、拡充が求められています。そ

のような要請に応えるため、各都道府県技師会でも自治体・行政と連携して検査体制の強化、情報共有に

取り組んでいます。今回から２回にわたり、都道府県技師会での好事例を紹介いたします。 

秋田県臨床検査技師会 副会長/日臨技 理事 高橋 一彦 

～ PCR検査業務行政支援報告

（OB・OGの力を借りて） ～ 

７月28日現在、秋田県内ではPCR検査陽性患者18例

が報告されています。そのような状況下、秋田県医師

会（以下、県医師会）では、県内10ヶ所に地域仮設診

療所の設営を計画し、秋田県臨床検査技師会（以下、

秋臨技）が協力要請により支援する形で、参画するこ

ととなりました。なお、仮設診療所は既に一部稼働に

至っています。 

秋臨技は４月17日の初回会議から続く関連会議の招

聘を受け、６月に任期交代となった前会長の藤田秀文

氏と、新会長の鎌田雅人氏が参加してきました。協力

要請の内容は、主に仮設診療所及び軽症者宿泊施設運

営に関するものでしたが、その要請に応えるべく藤田

氏がリーダーとなり、まずは60歳～70歳までのOB・OG

へ仮設診療所従事の協力依頼書を郵送し、その結果15

名からの協力回答を得ることができました。また、現

役会員約600名にも協力依頼を行い、37名からの協力

意思を得ましたが、現役会員は所属施設長・病院長等

による許可の必要性や制約もあり、支援協力者として

は一時保留としました。 

 会議参加は行政主催も含め 11

回、OB・OGが参加したガウンテク

ニック等研修会は４回になります

が、当初本事業において「臨床検

査技師（会）」という職種（団

体）は、公的文書には記載されな

い状況でした。秋臨技は開催され

る各会議において常に協力の意思

表示を継続してきた経緯がありま

す。また、鼻腔検体採取１次容器

の欠品情報を県側に提供したこと

をきっかけに、県側より秋臨技へ

の物品仲介依頼がなされました。そのため、問屋等と

必要物品を明確にし、仮設診療所で容易に物品発注が

できる調整補助を行いました。その後、県側より臨床

検査技師を本事業に加え、職種として文書に掲載する

との回答も得ることができました。さらに５月中には

県側と県医師会による包括協定が結ばれ、臨床検査技

師を含む療養補償、休業補償、死亡保障案等が示され

ました。 

現在、秋臨技の具体的な参画としては、仮設診療所

に従事し、患者からの検体採取補助、唾液採取容器の

梱包や書類準備、及びPCR検査依頼先である民間検査

センターへの検査依頼までを担当しますが、各々地区

ガウンテクニック等 

研修会の様子 

～ 埼玉県臨床検査技師会の例 ～ 

埼玉県臨床検査技師会 会長/日臨技 理事 神山 清志   

 本報告は、埼玉県臨床検査技師会（埼臨技）として

の事業ではなく、筆者が嘱する浦和医師会が行う活動

についてです。 

 さいたま市は、旧浦和・大宮・与野・岩槻市で構成

される政令指定都市です。新型コロナウイルス感染症

蔓延の防止措置として、さいたま市は各医師会に対し

てPCR検査センターの設置を要望し、さいたま市医師

会を連絡協議会方式で構成している浦和・大宮・与

野・岩槻医師会が各々この事業を受託しています。 

 浦和医師会でも、診療所であるメディカルセンター

にPCR検査センターを５月18日から併設して検体採取

業務を開始し７月10日の時点で233名（内、陽性２

名）の検体採取を行いました。受診者は浦和医師会会

員医療機関を一次受診をした者で、医師がPCR検査の

必要を認めた患者を紹介（診療情報提供料の相互算

定）してきます。 

 浦和医師会の運営は、ドライブスルーとウォークス

ルーの混在型で、採取所は医師会館と行政庁舎の間に

ある４ｍ通路を用いて設置しています（図１、２）。

従事者は医師会会員施設から手上げいただいた医師１

名、浦和医師会メディカルセンターの臨床検査技師25

名と看護師３名の中から１日３名で輪番を組んでいま

す（家族構成等で免除者あり）。業務は月曜から金曜

の13:30～14:30で５～10名の患者をこなしています。

この中で臨床検査技師の役割は、患者の確認、誘導、

検査説明（プラカードを用いる）ですが、医師への業

務務説明（検体採取法を含む）、PPEの着脱補助も行

の具体的業務については現在検討中です。なお、現段

階ではOB・OGの力を借りて支援を行う形態ですが、今

後、現役勤務技師が本事業へ参画するためには、行政

側による所属施設長・病院長等への依頼文書が必要か

と思われます。 

秋臨技でも県及び県医師会との連携を可能な限り密

にし、今後の第２派、３波に備えた支援体制を継続検

討したいと考えています。 

図１：採取場所 図２：検体採取の様子 
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（編集後記）新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、毎日報道される感染者の数に驚きを隠せません。これが第２

波なのか第１波の継続なのかは、後日に専門家から判断が出されるところです。そのような中で各都道府県技師会にお

いてもPCR検査の拡充に向けて実際の新型コロナウイルスの検査とそのための検体採取の実地研修に尽力されています。

また、都道府県行政や都道府県医師会などとの連携に奔走されています。今回からの２回のシリーズとして都道府県技

師会の取り組みの好事例をご紹介いたします。ぜひご確認いただき一人でも多くの会員の皆様も、この活動へのご理解

とご協力をお願いいたします。                                   （深澤）   

～愛知県臨床検査技師会における

PCR検査体制の現状と課題～ 

愛知県における新型コロナウイルス感染者数は520

名を越え、一時期は特別警戒地域にも指定されていた

経緯もあり、今後発生が予測される、第２波・第３波

の到来に対応すべく、感染対策に努めてきました。今

回は愛知県臨床検査技師会（愛臨技）が取り組んでき

た新型コロナウイルス対応と課題について報告しま

す。 
 

１.岡崎医療センターでの検疫事業支援 

２月23日、ダイヤモンド・プリンセス号陽性患者に

対する検疫事業が始まりでした。我々は「検体採取の

実態調査」にて、実践している施設が県内２施設のみ

である衝撃的な事実に直面しました。検疫事業には豊

田厚生病院の協力を得て、技師２名が参画しました

が、厚生労働省より追加支援要請があり、２日間延長

することとなり。延べ４日間８名の技師（３施設）

で、132名の検疫を医師とともに実施しました。 

現場で支援にあたる医療関係者へ 

厚生労働大臣からのメッセージ 

愛知県臨床検査技師会 会長/日臨技 理事 中根 生弥 

います。また、医師からの要請があった場合は臨床検

査技師が最初の患者の採取を行いながら手順を説明す

る場合があります。 

 この事業の受託をさいたま市から打診された際、浦

和医師会長から職員一人も感染させるなとの厳命があ

りましたが、検体採取等に関する厚生労働省指定講習

会の受講（当施設の臨床検査技師は全員が受講済み）

並びに埼臨技としての開催担当、日臨技関甲信支部長

としての現場視察等を行っていたため、採取に関する

心配はありませんでした。また、感染対策に関する事

項もPPEの着脱や消毒方法等について日臨技のWebサイ

トを始め、都道府県単位で開催される研修会の情報を

入手できたため、こちらの心配もなく円滑に事業運営

ができています。しかし、SOPを作成しながら（問題

や解決事項の蓄積をしながら）の業務のため、とっさ

の判断を要する事項や、予測不能の事態に苦慮するこ

とはありますが、何とか事故もなくこなしています。 

 本事業は、単に検体を採取して委託するだけなので

すが、医師の手配からカルテ・レセプト作成、予約管

理、行政宛の日報、週報、月報作成、陽性者がいた場

合の措置、公費負担分の請求…正直、一件あたり素通

りとなる検査実施料を除いて8,000円余りの診療報酬

収入ではとてもPCR検査センターの運営には足りない

状況です。更に、業務中の一番忙しい時間帯にPCRセ

ンターを運営しているため、本来業務に支障が出ない

よう医療系職員と事務員が一丸となって業務に従事し

ております。 

２.愛知県医師会からの支援要請 -PCR検査所開設- 

４月20日愛知県医師会長より、PCR検査所設置にあ

たり、臨床検査技師の参画要請があり、「PCR検査所

の設置・運営に係る打合会」へ出席しました。愛臨技

として全面的に支援することと、会員の80％（2,700

名）が検体採取可能である旨を報告しました。PCR検

査所は、公設・公営で運営し、医師会は要員の確保及

び実務を担当することとなり、現在４か所で（開始・

準備）開設されています。 
 

３.愛知県（病院協会）からの支援要請 

 -PCR検査陽性軽症者保養施設- 

５月11日愛知県保健医療局より、軽症者保養施設へ

の検疫事業に臨床検査技師の参画要請がありました。

本事業は愛知県病院協会が愛知県より依頼を受けて活

動されており、検体採取を臨床検査技師に支援いただ

きたいとのことでした。病院協会理事施設の医師・看

護師・臨床検査技師でチームを作り、１週間単位で担

当する方式でしたが、５月下旬に保養施設は閉鎖され

たため、出動は限定的となりました。 
 

４.愛知県臨床検査技師会としての対応 -緊急課題- 

これまでの動向を勘案し、緊急

課題は「検体採取の実践」に尽き

ると感じます。そこで、愛知県臨

床検査技師長協議会に協力を仰

ぎ、各施設での「検体採取の実

践」を依頼しました。また、感染

症指定病院及び帰国者・接触者外

来開設施設・検査センターにおけ

るPCR検査能力及び市中病院におけ

るPCR検査拡大の課題調査について

並行して緊急調査を行いました。

さらに、６月10日に愛知県保健医

療局にコンタクトを行い、愛臨技として協力する体制

であることを伝えました。また、愛臨技ホームページ

にて、厚労省や日臨技からの「新型コロナウイルス情

報」や学術研究班が作成した「PCR検査情報」が検索

できるよう、専用バナーを配置し、迅速な情報共有に

取り組んでいます。 

愛臨技ホームページの

バナー  


