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P1～P5 【在宅医療特集（2）】11月23日は「在宅医療の日」 

P6～P8 第59回大韓臨床病理士協会総合学術大会参加報告 
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在宅医療 特集（2） 

訪問診療の同行を受け入れてくださった 

医療法人社団鴻鵠会 睦町クリニックについて 
訪問診療同行見学 学生の視点 

   松尾 優歩（帝京大学 医療技術学部） 

 可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続け

ることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括

ケアシステム）の構築が推進されています。在宅医療を受ける人が必要と

する支援は一人ひとり異なります。在宅医療に携わる人びとには、それぞ

れの専門性を発揮しながら連携して在宅医療を受ける人を支援することが

求められます。（第３回日本在宅医療連合学会大会ホームページより） 

 地域のかかりつけ医と

して外来診療を行い。合

わせて、地域包括ケアの

実践として訪問診療を

行っている。訪問診療で

は、在宅での輸血と人工

透析以外は基本的に行っ

ており、がんの末期の方

への在宅緩和ケアやハ

イテク在宅と呼ばれて

いる在宅中心静脈栄養

法、在宅経管栄養法（胃瘻・腸瘻）、人工呼吸器、在

宅酸素療法などを患者・家族の希望に合わせて行なっ

ている。 

 横浜市医師会や横浜市立大学医学部の在宅医療に関

わる教育協力医療機関であり、在宅医療に興味のある

医師や学生の事業の一環として、診療同行にての見学

睦町クリニック 訪問診療のスタイル 

左から医師・看護師・診療アシスタント 

 2021年７月20日、睦町クリニックの訪問診療に同行

させていただきました。今回の見学で私の印象に残っ

ていることは大きく分けて２つあります。 

 １つ目は実際に患者さんが痛みを訴えている様子や

症状を目にしたことです。パーキンソン病の患者さん

を訪問した際には、実際に患者さんの腕を動かし、関

節の動きを確認させていただきました。腕を曲げる際

にカクカクと抵抗を感じ、これはパーキンソン病の特

徴である固縮によるものだと医師に説明していただき

ました。また、末期がんの患者さんは下肢の浮腫がひ

どく、同じ姿勢を保持しているために皮膚がめくれて

いました。看護師が処置をしている際にそれまであま

り反応がなく静かだった患者さんが、声をあげて痛み

を訴えている姿が印象に残っています。 

 前号に引き続き在宅医療特集をお

届けいたします。 

 今号では実際の訪問診療の現場に

同行した体験談。そして、臨床検査技師の未来に

目を向け、在宅医療に関する臨床検査技師の学生

教育について紹介します。 

等を随時行っている。 

 定期訪問診療には、医師・診療アシスタント・ドラ

イバーの３名体制（医療処置がある場合等は看護師も

同行）で、現在は、１日に最大４チームが訪問診療を

実施している。 

 スタッフ配置は、常勤医師：２名、非常勤医師：５

名、看護師：３名、臨床検査技師：１名、医療事務：

３名、診療アシスタント：６名、運転手：５名で、居

宅の患者を中心に350名の在宅患者の診療を行ってい

る。 
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 疾患の特徴は大学で学びますが、実際に症状をみる

のは初めてでした。病院実習でも患者さんと接する機

会は少なく、今回は大変貴重な経験となりました。患

者さんと接することで検体を採取する背景を知ること

ができるので、検体を扱う際の責任もより強く感じる

と思いました。加えて、訪問診療では病院よりも他職

種との関わりが深いため、チームの一員として医療に

携わっているという実感があるのではないかと思いま

した。 

 ２つ目の印象に残っていることは、自由に生きてい

る患者さんの意思を尊重していたことです。タバコが

やめられない患者さんに対しては、いきなりやめるの

ではなく徐々に本数を減らしていきましょうと小さな

目標から始めていました。また、甘い飲み物が好きな

患者さんには飲むことを完全に否定するのではなく、

やめなくてもいいから半分ずつにしてみようと患者さ

んの思いを汲み取って無理のないように提案していま

した。患者さんの自由を奪うことなく体に負担をかけ

ないように減らしていくというのは患者さんに寄り添

い、意思を尊重していると感じました。 

今回の同行では検査をしている様子は見学できませ

んでしたが、狭い部屋で準備をして検査や採血を行う

のは容易ではないと思いました。病院とは異なり行く

先々で異なる環境において、様々な患者さんに速やか

に検査を行うには多くの経験を積まなければならない

と痛感しました。また現場では検査の技術だけでな

く、柔軟な考え方や対応力も重要だと感じました。 

 スタッフの方々の患者さんに対する接し方をみて、

訪問診療には高いコミュニケーション能力が求められ

ると改めて感じました。患者さんそれぞれの性格を理

解し接することも必要で、それに加え多職種間で上手

く連携するためにもコミュニケーション能力が必要だ

と思いました。大学でコミュニケーションに関する授

業はあるものの、患者さんに対してというよりもチー

ム医療の一員として活躍できるようにということに重

きを置いている気がします。訪問診療では病院以上に

患者さんに寄り添う姿勢が大切だと感じたので、臨床

検査技師が訪問診療に関わる際には患者さんに対する

適切なコミュニケーションの取り方も身につけるとよ

り活躍の幅が広がるのではないかと思いました。 

 私は在宅診療というと看取りのイメージが強かった

ので、今回の見学では私の在宅診療に対するイメージ

が覆りました。見学によりこれからの時代に求められ

る地域医療、在宅医療の現状について知るよいきっか

けとなりました。様々な事情で病院に行けない患者さ

んがおり、病院だけが医療を提供する場ではないと実

感しました。そしてそのような患者さんにも寄り添っ

て最善の医療を提供し、多くの患者さんに貢献できる

臨床検査技師になりたいと強く思いました。 

訪問診療同行見学 教員の視点  

   増山 里枝子(帝京大学 医療技術学部 准教授） 

 2021年７月20日晴れた暑い日、この日の新型コロナ

ウイルス感染症国内新規感染者3,758人、なかなか感

染が収まらない中でしたが日本臨床衛生検査技師会の

在宅業務ワーキンググループ委員長宮下勉様のお取り

計らいで、横浜市の南部にある睦町クリニックの訪問

診療に同行見学をさせていただきました。 

 事前に、患家によってはあまり清潔でないお宅もあ

るので替えの靴下や簡単な着替えがあったほうがよい

とのアドバイスがあり、訪問診療の厳しさを覚悟しな

がら当日に臨みました。 

 朝のカンファレンスは前日の報告から始まり、当日

の訪問する患者さんの情報共有が行われました。私は

朝比奈院長に同行させていただくことになり、専属の

運転手、看護師、診療アシスタントの方々に同乗させ

ていただきました。 

 訪問お一人目の方は70代独居男性、ベッド上にT

シャツと紙おむつで横たわっていました。背が高く

がっしりとした骨格で、聞けば元大工とのことでし

た。生活保護、身寄りはいない、末期の肺がん、糖尿

病、インスリン使用、がん性疼痛のためPCA（*注）ポ

ンプを使用。腹部の皮下に針が刺さっていて、本人が

痛いときに手元のボタンを押すと痛み止めが注入さ

れ、ある程度自分で痛みをコントロールできるように

なっていました。医師と患者の会話内容を診療アシス

タントがパソコンに記録。看護師と医師がPCAポンプ

の使用量を確認し、持参した薬剤をセットします。診

療記録や鎮痛剤の使用量の計算などは臨床検査技師が

行っても良いのではと思いました。訪問する前には、

これから行くお家はマスクの中に臭いがこもるほど臭

うお部屋とのことでしたが、ヘルパーの方が定期的に

来ていてきれいにした後だったため、不快な臭いはな

く靴下も替えなくても大丈夫でした。後から聞いた話

では、初めは誰にも心を許していない患者さんでした

が、ヘルパーさんなどの介護福祉の方、訪問診療の医

療スタッフとのやり取りの中で徐々に態度がほぐれて

「ありがとう」という言葉を口にするようになったそ

うです。身寄りのない独居の患者宅でしたが、信頼で

きる医療、介護者が患者さんを囲む空間には親戚のお

家を訪問したような温かさがありました。 

 ２軒目に訪問したのは70代女性、独居、末期の胃が

んとのことでした。アパートの１階に住んでいて家の

中は散らかっているので、いつも窓の近くに腰掛けて

過ごしている患者さんを縁側診療。認知症のため一時

期、通りがかりの人に罵声を浴びせるようなことも

あったが今は比較的落ち着いているとのこと。朝カン

ファでは前回採血の結果、Kが６、HbA1cが10以上、Fe

もかなり低値であったので、少し心配という話が出て

いました。しかし本人の様子に変わりなし。病院内で

あれば、検査値に従って標準的な対処をするが、がん

の末期の患者に厳密な検査値のコントロールはしない

*注）PCA（ Patient Controlled Analgesia自己調節鎮痛法） 
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訪問診療同行見学を終えて  

左から宮下・松尾・増山 

とのこと、それは、本人が元気で必要としていないか

ら。積極的な治療をしないという希望で在宅医療を受

けています。それならなぜ検査をするかというと、い

よいよ大変なときには、本人や家族の気が変わること

もある。そうなる前に、ここまで悪くなっているが本

当に積極的な治療がいらないか、あとで後悔のないよ

う話し合いや選択の余地を残しているとのことでし

た。患者さんにとっての丁寧な診療には、末期であっ

ても経過観察のための検査が必要ということを納得し

ました。後日うかがったことですが、訪問数日後にお

亡くなりになったとのことでした。訪問時は病人らし

く布団に寝ているわけでもなく、 痛くも辛くもなさ

そうだったので大変驚きました。検査値に異常が出て

いたので、病院にいたとすれば点滴やモニターやいろ

いろなものに繋がれて辛い最期になってしまったかも

しれません。医師から話しかけられてひょうひょうと

したお顔でうなずいていた、とてもかわいらしい表情

が忘れられません。 

 日本では1976年までの死に場所は家の方が多かった

のに今では８割が病院死です。この方のように、病気

であっても人としての最期の大事な時間を自分の過ご

したい場所で人間らしく過ごすためには在宅医療の推

進が必要です。 

 次にお伺いしたのは70代男性、肺がんから脳に転移

（前頭葉）、怒りっぽくなっているが元気、がん性疼

痛もない、呼吸苦もない患者さんでした。しかし夫婦

仲が非常に悪く、奥さんがサービス付き高齢者住宅に

患者を入れて、一緒に住んでいた家を売ってしまい患

者の帰るところはないとのことでした。今回はその高

齢者住宅への訪問で、ここは医師は常駐していません

が医療スタッフが多くいて普通の病院の病棟のような

雰囲気でした。在駐する看護師から処方薬の相談確認

を受け、その後、医師の診察。右の腹部の触診時に痛

みを訴えたため、ポータブルエコーで観察。消化器に

は異常を認めず（その他所見：心嚢液貯留）。触診と

痛みの訴えから右の２本の肋骨が疑わしい。コンベッ

クスプローブであったが、エコー上、肋骨の表面に連

続性が途絶えているところは認められなかった。看護

師によると患者が暴れた際に後ろからホールドして、

それでも暴れている時があった、その際に痛めた可能

性があるとのことでした。朝比奈先生はエコーのでき

る先生ですが、エコーに慣れていない医師には超音波

検査のできる技師が同行することで役立ちます。病院

でのルーチン検査以外にも骨折など訪問診療に必要な

エコーについて整理して学べる体制が必要と思われま

した。Point of care 超音波（チョイあてエコー）は

医師のための検査と思っていましたが、これからの臨

床検査技師は積極的に学ぶべきかもしれません。 

 最後にお伺いしたのは70代女性、認知症、糖尿病性

網膜症による全盲の方でした。施設に入っていたが、

コロナに感染、回復したがそれを機に自宅療養に切り

替え、ご主人が介護、裕福そうなご家庭でした。前の

方とは対照的で、ご主人が甲斐甲斐しく奥さんを看て

いました。全盲なのですが夜に両目が痛むとお電話が

あったため訪問、軽めの目薬を出し、ひどく痛むよう

であれば連休前に眼科の受診を勧めていました。痛み

の強い眼科疾患としてぶどう膜炎や緑内障などが考え

られるとのこと。往診と入れ替わりで訪問リハビリの

方が来ていました。 

 今回見させていただいた訪問診療は、医療の専門家

たちが、病気と付き合って生きている患者に優しく寄

り添い、その人らしい生活をそっと支えるものでし

た。それに対して病院の中は、患者“様”とは付けま

すが、専門知識のある人たちが上から施してやってい

るというような思い上がった感覚がないか、反省した

くなりました。臨床検査技師の仕事自体は、件数をこ

なすことに追われてしまい、生理検査であっても目の

前の患者の人生経験や背景は見えていません。臨床検

査技師は診療報酬点数がついていないことはできない

と言って、院内や他職種からの求めをつっぱねてしま

うことがありますが、もっと患者や他職種と交流をす

ることで、ひとつひとつの検査がもっと意味のあるも

のになると思います。診療報酬点数を稼いで病院に認

めてもらう以外にも“臨床検査技師がいて良かった”

という状況を積極的に作っていく必要があります。 

地域では管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、理学療法

士、言語聴覚士、社会福祉士…様々な職種が積極的に

専門性を発揮し、着実に地域での居場所を確保してい

ます。一方、臨床検査技師は50代以上は今のまま検査

室の中だけで検査をこなしていれば逃げ切れるかもし

れませんが、超高齢化社会を迎え、医療費が削減さ

れ、病院規模が縮小し、医療が地域へ移行する中、路

頭に迷う臨床検査技師の姿が目に浮かびます。 

 ウィズコロナ生活の中で、すし詰めの満員電車の異

常さに改めて気付かされたように、病院の中で当たり

前と考えて行っていること〜日本人の８割が病院で点

滴やドレーンやモニターで繋がれて“患者として”人

生の最期を迎えること、対人で行う生理検査であって

もほとんど会話もできず右から左へ流れていく検査体

制、・・・これらも見直すときではないでしょうか。 

今、人間らしい新たな臨床検査技師像を造り上げてい

く時だと考えます。 
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在宅医療における未来 

井越 尚子 （女子栄養大学） 

学生の目指す臨床検査技師の在り方と今後の学生教育 

 臨床検査技師教育において実践の場を学ぶ臨地実習

は学生たちの将来の選択に影響を及ぼす。先輩の働く

姿勢、プライドある責務や弛まぬ向上心などを目の当

たりにすることで、学生のやる気スイッチがオンにな

り目標に向かう源となる。しかし自分には相応しくな

いと悩むケースもゼロではない。その理由や状況は

様々で一概には言えないが、自分の目を通し、肌で感

じ取り、そして考える貴重な機会である。この度の数

十年ぶりに見直しされたカリキュラム改正を機に、次

世代の臨床検査技師の育成が医療現場と向き合って臨

床参加型で組み立てられ、より充実化が図られる。そ

して、在宅医療や認知症についても取り入れることに

なり、各関係者たちの期待は大きい。 

 私は、本校の特徴である栄養士資格をもった臨床検

査技師が在宅医療の場で力量を発揮できないかという

思いで、2015年より卒業研究「チーム医療を考える」

として希望者を対象に、諸医療機関のご協力を得て、

在宅医療に関しての研修を実施している。実地研修は

居宅や施設などの巡回ルートが半日や一日で組まれ、

医師と臨床検査技師や他スタッフに付く。協力医療機

関は臨床検査技師が雇用されている都内近郊の数少な

い貴重な施設である。自らも数たび、巡回に同行させ

ていただいたが、訪問先での身の置き場に初めは戸惑

うものの、その空気感は病院では味わえない貴重な時

間であった。これまでの学生たちの感想を纏めると、

患者と家族に寄り添うコミュニケーションと速やかに

施される医療行為に圧倒され、在宅医療の必要性と臨

床検査技師の柔軟な活動力について考えさせられてい

る。また、普段の食生活や栄養に関して問いかけや話

題に触れた時、自分たちの学びが役に立つと感じたこ

とも体験から得ている。 

 さて、今後の教育にあたって、在宅医療含む臨地実

習のプランニングには、地方と都会、また組織形態や

規模などにより差異があることが十分に予想される。

現在の在宅医療の場は臨床検査技師の需要と供給バラ

ンスがまだ釣り合っていないので、臨床検査技師の居

ない他職種で構成される在宅医療機関やチームにもご

協力いただくことにもなろう。この場合、他職種との

意思疎通を図ることが必須であり、できれば現場の研

修が望まれるが、それぞれの課題があり、検討の余地

があろう。 

 これまで行ったアンケート調査の一部をご紹介する

ので、参考にしていただきたい。 
 

学生の意識調査 

 2018年、本校の臨床検査学コース３年進級の学生45

名にチーム医療に関わりについて聞いた。入学時点で

は「NSTに関わりたい」と多くが希望していたが、

「仕方ない」「嫌」含めた

２割近くの理由は、人との

関わりが面倒、不安や自信

がない、イメージが掴めな

いなどであった。この後、

４年次の臨地実習後には

チーム医療に関ることを拒

否する学生はいなかった。 

 また、在宅医療について

は、身内に医療関係者や在

宅医療の受診者がいる人は

２ 名 と 少 な かっ た が、

「知っている」との回答は

54%であった。知っている

程度は確認していないが、

「聞いたことはあるがよく

知らない」44％とあまり差

はないと思われる。 

 在宅医療への参画に関しては「希望する」「しな

い」「わからない」とそれぞれ約1/3に分かれ、理由

は病院勤務の希望他、コミュニケーションの煩わし

さ、そして業務範囲が不明瞭とあった。 

 しかし、2021年は新型コロナ感染拡大で良くも悪く

も、PCR検査数や検査の担い手不足が話題で、臨床検

査技師の職名がマスメディアに取り上げられ、在宅訪

問の様子も放映されたことで、この数字は変化するか

もしれないと考える。 
 

在宅医療における臨床検査技師の認知度調査 

 2019年、在宅医７名に聞いた結果、臨床検査技師の

認知度が高いとは言い切れなかった。「よく知ってい

る」「少し知っている」医師でも、臨床検査技師の可

能な業務には注射や点滴、Ｘ線、経食道エコーが含ま

れていた。また、在宅医療における臨床検査は必要と

の回答は多かったが、POCTと言う名称は浸透していな

いこともわかった。使用に困っている検査はポータブ

ルのレントゲン機器操作であり、他のできない検査は

連携病院に送るなどで対処されていると言うことで

あった。 

 さらに、他の医療職種、看護師、薬剤師、理学療養

士やヘルパーなど介護職含む50名に、在宅医療に臨床
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検査技師の参入を聞くと６割近くは否定的だった。そ

の理由は機器操作やデータ管理業務が専門でイメージ

が描けないとのことであった。可能な業務の理解も上

記の医師とほぼ同様であり、職域を説明すると全員が

受入れの可能性を認めた。このように多職種間の相互

理解は不足しており、この点が一つの壁になっている

ことも否定できない。 

臨床検査技師の転換期到来 

 臨床検査技師に求められる使命と責務は、医師の働

き方改革のための業務拡大も含め、ますます高度化か

つ複雑化している。ICT技術やAI機器と共存し、仕事

を効率化し、データ管理や更なる有効利用もでき、コ

ロナ感染拡大で増えたオンライン診療に欠かせないも

のとなった。共同研究者の宮下氏＊は20年以上前から

離島・僻地医療にも関わってきた今、情報通信機器を

活用した健康増進、医療に関する行為と定義される

「遠隔医療」は、医師と医師や医師と患者間だけでな

く、これからはD to P with MT（Doctor to Patient 

with Medical Technologist）の時代であると強調し

ている。 

 一般病院ではなく、クリニックや診療所では、患者

を診るのに医師と看護師が居ればほとんど用が足り、

臨床検査技師は技術専門で融通が利かず扱いづらいと

質問4．
臨床検査技師の担当業務(選択肢から複数回答)

Ｘ線撮影 3 【よく知っている】２＋【あまり知らない】１
診療アシスタント 2 【よく知っている】１＋【あまり知らない】１

事務職 1 【少し知っている】１
質問５．
使用機器で困っているもの(記述)

【よく知っている】 1 ポータブルＸ線機器の使用方
質問６．
検査ができない場合(記述)
【少し知っている】 3 経過観察・連携病院に紹介・ｹｱﾏﾈに指示
【あまり知らない】 2 連携紹介

対象医師 人数 性 年齢 平均 在宅医療経験年数
7 男性 28～47 37 1～2年

質問１． 人数
臨床検査技師の認知度

【よく知っている】 2
【少し知っている】 3
【あまり知らない】 2
【全く知らない】 0

質問２．
可能な業務(選択肢から複数回答、正解以外)

【よく知っている】 1 注射 点滴 Ｘ線 経食道エコー
1 採血のみ

【少し知っている】 2 Ｘ線
【あまり知らない】 1 Ｘ線

1 接したことがないから知らない
質問３．
技師の印象

【よく知っている】 1 もっと前へ出たら良いのに目立たない
1 時間外に検査依頼をした時の受付態度が悪かった

も耳にする。恐らく、昔の印象が拭えない面と、より

正確に、より精密に、そしてより迅速に検査すること

がモットーな職務を熟そうとする性ゆえかもしれな

い。今これからは、在宅医療に関わる技師がもっと増

え、その実績を広く認めてもらうことである。近い将

来には、『在宅臨床検査技師』の認定制度も必要であ

ろう。 

 臨床検査技師は検査結果と疾病や病態を関連させる

ことは医師以外の他の医療従事者より優位な立場にい

る。ということは、臨床医学領域のみならず、予防医

学領域、つまり健康増進も含めた生活管理面にも関わ

れる。つまり、本校のダブルライセンスである、名付

けて〝臨床栄養検査技師〟たち、また栄養学を学んだ

臨床検査技師が大いに力を活かせるではないか。在宅

医療おける居宅での疾病管理は三次予防にあたり、そ

の前に一次、二次予防もできれば健康管理システムが

構築される。高齢期を迎えても健康かつ自立して生活

できれば、医療費削減にも寄与することになるのであ

る。 

 実際、病院から在宅までのバリアフリーな栄養管理

が求められ広がっているが、その診療報酬や運営体系

は悩ましいようである。在宅医療での多職種連携の本

質で求められる在宅NSTはNutrition ＆Nursing Spir-

itual care Teamであり、「食を通じて医と食とここ

ろを繋ぐ」活動を行なう。在宅医療に関わる各職種が

一体となり、命の質を患者さんと共に考え、「癒

す」・「支える」・「Death Education」 の担い手と

なる事ができれば、在宅NSTの構築は「最善」の医療

を目指すことができるとこの道26年の小野氏**は語

る。さらに、これはもう一つの最新医療であり、臨床

検査技師の職種が医学的知識に加えて栄養学的知識を

深めることにより、在宅NSTのコア職種になり得ると

ご自身の臨床検査技師としての視点からも述べられて

いる。 

 教育側では、学生の若芽を育て在宅医療に導くに、

臨床の場に求められる協同性や柔軟性を持ち合わせた

視野の広い人材育成を強化する。臨床検査技師一人一

人が未来を見据え、時勢に合わせ社会のニーズに柔軟

に対応し、新たな活路に向かって挑戦しようとする気

概と勇気をもつことを、自ら率先して次世代を導きた

い。 

*  宮下 勉   医療法人社団 鴻鵠会 事務局長  睦町クリニック 院長補佐 / 渉外部長 

** 小野 裕美  株式会社ドクターミール 代表取締役 

第４回日本在宅医療連合学会大会 
会 期：2022年7月23日（土）24日（日）  

U R L: site2.convention.co.jp/zaitakurengo2022/ 

在宅医療に興味を持たれた方は是非ご参加ください。 

第３回日本在宅医療連合学会大会 
会 期：2021年11月27日（土）28日（日） 

U R L: procomu.jp/zaitakurengo2021/ind ex.html  

https://procomu.jp/zaitakurengo2021/index.html


日韓代表者会議：日本側は日臨技会館からWebで参加 
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 第59回大韓臨床病理士総合学術大会及び国際カ

ンファランス（The 59th Congress of the Korea 

Association of Medical Technologists and In-

ternational Conference）が、令和３年10月16日

（土）・17日（日）を会期とし、韓国慶州ファ

ベックコンベンションセンターで開催されまし

た。「千年の古都から新しい変革の序幕を開く」

というテーマで、総参加者数は国内参加者6,991

名、外国参加者52名で、日本からはWebでの参加と

なり、国際シンポジウムに会員２名、学生フォー

ラムに学生２名が発表を行いました。 

 同学術大会は、リアルタイムのハイブリットで

開催され、日本からの発表者は、学生フォーラム

は16日（土）の午前に、国際シンポジウムは同日

の午後に発表を行いました。発表の方式は、事前

に提出した音声付パワーポイントが決められた時

間に流れた後、Webを利用したリアルタイムでの質

疑応答を行いました。また、同日の９時半からは

代表者会議が行われ、13時からの開会式では、宮

島会長の祝辞がビデオメッセージで流れました。 

韓国：張 仁鎬 （ｼﾞｬﾝ･ｲﾝﾎ） 

会長による挨拶 

当会：宮島会長からのビデオ

メッセージ 

現地 会場の様子 

 令和３年10月16日（土）にKAMT（大韓臨床病理士協

会）との韓日代表者会議が開催されました。新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、昨年から直接お互い

の学会に参加することができず、前回に引き続き、

Webでの会議となりました。当会からは、宮島喜文会

長、横地常広副会長、長沢光章副会長、丸田秀夫副会

長、滝野寿専務理事、深澤恵治専務理事、国際担当の

片山博徳理事が出席しました。KAMTからは、張 仁鎬

会長、金 相原副会長、金 大中副会長、金 建漢副会

長、金 炯洛副会長、劉 弼相副会長、宋 技先国際理

事、丁 海湧国際部長、辛 鍾沅国際部長が出席されま

した。 

 開会として、張 仁鎬会長のご挨拶に続き、宮島喜

文会長のご挨拶を終えて、出席者の各自の紹介があり

ました。KAMTでは本年３月が改選期（任期３年）で、

張 仁鎬会長は重任であるが、一部の副会長と国際理

事は新任のご挨拶となりました。 

 両会の報告では、KAMTの宋 技先国際理事よりCOVID

-19発生からのKAMT対応の状況、会員権益向上のため

の努力の報告、KAMTの広報活動、IFBLS2022の準備状

況の報告があり、当会からは、横地常広副会長より

COVID-19発生からのJAMT対応の状況説明、行政（政

府）とJAMTの協力状況報告、PCR検査能力の大幅に増

大、臨床検査技師によるワクチン接種についての報告

が、長沢光章副会長からはPCR検査の過程等をホーム

ページへの掲載、厚生労働省と国立感染症研究所のマ

韓日代表者会議 

ニュアル作成の参画の説明などの報告がありまし

た。 

 議題としては、KAMTよりIFBLS2022（韓国、水原）

に関する当会への協力要請と、交流功労賞の授賞に

ついて議論し、当会からは第71回日本医学検査学会

への招聘について議論を行いました。 

 最後に、閉会の結びとして、宮島喜文会長から

は、厳しい状況で本日の会議が開催されたことにつ

いて感謝を伝えるとともに、次の代表者会議では直

接お会いしたいことを伝え、張 仁鎬会長からは、両

国と両会の良い交流が持続できることを期待し、来

年の５月に開催される第71回日本医学検査学会（大

阪）の成功を祈り、来年には直接お会いできること

を期待したい旨のお言葉をいただきました。前回に

続くWebでの会議でしたが、全ての議事は無事に終了

しました。  
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 原 祐樹  
(日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院  臨床検査科 ) 

 今回、日本臨床衛生検査技師会(JAMT)の代表の1人

として第59回大韓病理士協会総合学術大会の国際シン

ポジウムで「The role of the clinical laboratory 

in the hospitalization process under COVID-19」

をテーマに発表する機会をいただきました。講演で

は、「病院への持ち込みをいかにして防ぐか」、「入

院患者におけるCOVID-1９をいかに早期発見する

か」、「院内感染をいかにして最小限にとどめるか」

の3つの役割について当院での運用などを交えながら

日本の現況を紹介させていただきました。大きな心配

の種だった質疑応答では、完璧とまでは言えませんが

座長の先生の質問にも答えることができました。た

だ、伝えたいことを上手く英語で伝えきれなかった部

分もあり、英語力のさらなるブラッシュアップが必要

だなと痛感しました。これまで国際学会でのポスター

発表の経験は何度かあったのですが、初めてのオーラ

ルプレゼンテーションがシンポジウム（30分口演）と

いうことで私自身にとって大きなチャレンジとなりま

した。今回のチャレンジを通じて、自分自身のコン

フォートゾーンを越えて１つ成長できたと実感してい

ます。このような機会を与えて下さったJAMTの関係者

のみなさまに深謝いたします。この記事が来年以降

チャレンジされる方の後押しになれば幸いです。 

大濵 侑季  

（東京大学医学部附属病院 感染制御部微生物検査室） 

 今回、国際シンポジウムという場で発表の機会を頂

き、大変感謝申し上げます。 

シンポジウムでは、「新型コロナウイルス感染症に関

和田 陽（神戸常盤大学保健科学部 医療検査学科） 

私は、ほかの参加者の方のプレゼンにとても感銘を

受けました。私も同じように堂々と自分が感じたこと

を発表し、英語で様々なことを話し合えるようになり

たいと強く思いました。海外の人と話すことで、自分

の価値観を広げることは楽しそうです。また、今回の

日韓学生フォーラムに参加したことで、私が今大学で

学んでいることを同じように学び、世の中に役立てよ

うとする人が世界中にいる、ということを肌で感じる

ことができました。当たり前のことですが、大学の中

だけではなかなか感じられないことだったと思いま

す。これまでよりも広い視野を持って物事を考える

きっかけになりました。そして、このことは自分自身

が成長する足掛かりになると確信しています。私はま

だ１回生なので、早い段階でこのような貴重な経験を

することができて本当に良かったです。卒業するまで

にまたこのような学会に参加するチャンスがあればぜ

ひ挑戦したいと思います。 

今回、貴重な発表の機会を与えてくださったKAMTお

よび関係者の方々、ならびにJAMTの方々に深く感謝申

し上げます。 

国際シンポジウム     する医療従事者の感染管理、検査室の役割」というこ

とをテーマにお話させて頂きました。テーマに沿っ

て、新設した発熱外来の経緯、当院の発熱患者来院時

の導線、濃厚接触者の定義、感染予防のためのPPE、

段階別の感染防止策の構築、抗原検査やPCR検査など

の使い分けや2020年4月以降の検査室のPCR検査運用方

法などを主にお話しさせて頂きました。 

この様な時期でしたが、学会はWeb開催とされたた

め、普段はなかなか国際学会に参加できない方も参加

することができ、より多くの国や人々が参加できる意

見交換の場として、とても貴重な経験であったと再認

識しています。今後も、各国の検査方法や感染管理に

目を向けて、日々向上できるよう様々な情報を取り入

れていける機会があればよいと感じております。 

学生フォーラム     



南 雄介（北海道大学 大学院保健科学院 ） 

今回、10月16日、17日に第59回大韓臨床病理士協会

総合学術大会の韓日学生フォーラムに参加させていた

だきました。海外の学会参加は初めてで、韓国の学生

の発表を聴くことができる期待感と自分自身の英語力
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（編集後記） 各地でタスク・シフト/シェアに関する指定講習会、臨地実習指導者講習会が開催され始めま

した。「それらに対応する余裕がない」などの声も聞かれます。今号の特集は「在宅医療」ですが、読むと

それ以外にも多くのことを考えさせられました。皆さんも是非ご一読ください。        (木村） 

が海外でも通用するのかという不安が入り乱れた心境

でした。学会当日は、他の参加学生の英語でのプレゼ

ンテーションやディスカッション能力の高さを知るこ

とができ、私自身さらに英語能力を向上させる必要が

あると感じました。私は、日本だけでなく海外でも活

躍できる人材になりたいと考えています。本学会は、

私の英語能力の向上および活動フィールドを広げる

きっかけになったと強く感じています。今後も、国際

的な活動に挑戦していくことで、自分自身の視野を広

げていきたいと考えています。韓日学生フォーラムの

参加にあたって、JAMTの方々には大変お世話になりま

した。このような貴重な機会を与えてくださったこと

に心より感謝申し上げます。 

第35回 IFBLS 世界大会（韓国）のお知らせ 

 第35回 IFBLS 世界大会が2022年10月５日（水）〜９日（日）まで韓国の水原（スウォン）で開催さ

れます。 

 今年は昨年より延期されていました第34回IFBLS 世界大会が８月24日から28日までコペンハーゲン

で現地開催され２年連続の開催となりますが、2016年の日本での開催から既７年ぶりのアジアでの開

催となります。 

 韓国の開催のつきましては理事会をはじめ多くのIFBLS加盟国が韓国開催を支持され決定に到ってい

ます。 

 さて、韓国・水原市はソウルの南に位置する京畿道（キョンギド）の道庁所在地で名所である「水

原華城」は、ユネスコ世界文化遺産にも登録されている貴重な歴史的建築物です。また今回は60th 

Conference of Korean Association of Medical Technologistsも同時開催され大きな学会となること

が予想されます。 

 皆様も学会HP(写真）よりプログラムの概要やこれから始まります学会登録、抄録登録などの最新情

報を是非、ご覧ください。 

学会HPはこちら → https://ifbls2022.org/ 


