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P1～P3 Web開催された都道府県医学検査学会をご紹介［第20回愛知県医学検査学会］ 

P4 PCR検査拡充に向けた各地での取組［千葉県］ 
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Web開催された都道府県医学検査学会をご紹介  
 都道府県技師会ではコロナ禍においても様々な工夫の下、Webを活用して学会が開催されています。これからの

学会・研修会の参考としていただけるよう事例をご紹介いたします。今回は第20回愛知県医学検査学会です。ま

た、これをきっかけとして会員の皆様が、ご自身の所属される都道府県技師会、さらに近隣・遠方問わず技師会

の活動に興味を持っていただけますと幸いです。 

学会長 中井 美千代  

【開催の経緯】 

 本学会は、2020年７月５日、名古屋駅近接のミッド

ランドホールにおいて開催予定でした。愛知県臨床検

査技師会（以下：愛臨技）尾張南地区の担当で開催１

年前より準備を進めてきました。開催概要も決まり、

シンポジウムや公開講演の講師へも依頼を済ませ、一

般演題の登録も終了した2020年１月の段階で、この度

の新型コロナウイルスによる感染症が日本でも発生し

ました。その時点では、季節性の感染症で夏には収ま

るであろうと予測していましたが、その後４月に「緊

急事態宣言」が発出され、事態は急変しました。内閣

府から出された「イベント等における感染拡大防止ガ

イドライン」を遵守して当初予定していた会場および

開催方法では開催が困難と判断し、学会参加者の安全

と安心を最優先に考え、企画は変更せず１年延期する

こととしました。 

 その後、夏季にもかかわらず８月をピークとする感

染拡大の第２波が押し寄せ、次年度の会場開催も、感

染状況の収束が見通せないことから、開催方法を見直

し、会場での開催は行わず、一部の企画を中止または

縮小し、抄録集での誌上開催およびWeb学会として今

年度中に開催することとしました。 

 日臨技においては、第69回日本医学検査学会の会期

を延期し、年内に会場とWebでの併用開催とされまし

たが、国内においても多くの学会や研修会が延期もし

くは中止となり、今後も従来の形式で開催することが

不確実な状況となりました。一方、種々のWeb会議シ

ステムが用いられ始め、その有用性も認識されつつ

あった中で、事態の収束を祈りながら待つより、今後

定着するであろうWeb学会を愛臨技として取り組むこ

ととなりました。しかし、予約をしていた会場のキャ

ンセル料が35万円ほどかかったことと、Web開催とし

た際の参加費収入が予定通り見込めないことから、

Web開催の運営を外部に委託することが予算上困難と

なりました。そのため、Web形式とする経費を最小限

に抑えるため愛臨技のHP上に県学会サイトを開設し、

その中で公開を限定したYouTubeを介してのWeb学会と

しました。 
 

【YouTubeの利用と県学会HPについて】 

 YouTubeへ動画を公開する方法は、YouTube Studio

にアカウントを作成し、ログインします。以後、動画

の管理はこのYouTube Studioで行います。動画を公開

する前に、動画の「プライバシー設定」を 「限定公

開」：動画のURL（リンク）を知っている人のみ動画

愛臨技HPトップページ 県学会バナー（赤枠内） 



を視聴できるように設定しました。YouTubeへの動画

の投稿は、容量が128GB以内、12時間以内という制限

があります。また、著作権・肖像権の問題をクリアし

ているかどうかのチェックが必要となります。他者が

作った音楽や画像を無断で利用すると権利の侵害にな

りますので、YouTube内の「著作権と著作権管理」を

事前に確認しておくことが必要です。また、YouTube

の利用規約には、動画の有料配信が禁止されています

ので参加費の徴収ができません。 

 愛臨技HP内に県学会HPのページを作成し、YouTube 

Studio内の動画をリンクします。参加者へは開催前日

に一斉メールで、県学会HPへアクセスし、ログインす

るためのIDとパスワードをお知らせしました。 

 愛臨技会長と学会長の開催挨拶は、各自Zoomで録画

し、常時県学会HP上に公開しました。 
 

【参加者数】 

 695名（内実行委員 15名）と例年の参加者より若干

減少はしましたが、愛知県の会員以外にも、富山、広

島、福岡、滋賀、埼玉、東京、長崎、岐阜、千葉、大

阪、新潟、三重、山口県など愛知県外からも20名の日

臨技会員の方から参加していただきました。興味を

持った研修会や学会に遠方からでも参加できるのは

Web開催の特色であると感じました。参加していただ

きました皆様には学会長はじめ実行委員一同、心より

感謝申し上げます。 
 

【学会テーマ】 

 本学会は、2000年（平成12年）に愛臨技担当で開催

されて以来、各地区の輪番で開催され、今年度で20回

目となります。また当会は、1950年（昭和25年）に

「名古屋医学実験技術会」として発足以来、2020年で

創立70周年を迎えます。その節目の学会にあたり、先

人の功績や目指してきた未来への想いを受け継ぎ、そ

れらを次世代へ繋げていく学会となるよう、メイン

テーマを「未来へ繋ぐLEGACY」とし、向かうべき未来

に 必 要 と な る 要 素 を、社 会 人 基 礎 力（Social 

skill）、学 術 研 究（Scientific  study）、協 働

（Teamwork）、国際化 Globalization）、経営管理

（Management）と五つに分け各々ご提案しました。 
 

【一般演題】 

 一般演題は発表方法を口演からWebに変更したにも

かかわらず、当初の演題登録から取り下げは１題もな

く、51演題の発表となりました。PowerPointに音声を

付ける新たな取り組みに挑戦していただき、日頃の研

究成果を発表する場となり、参加者と知見を共有し見

聞を広めることができました。スマホやPC画面が今

は、ほとんどワイドサイズとなりますのでPowerPoint

スライド作成の際は、余白のできない「16:9」のワイ

ド画面がお薦めです。また、サウンドマーク(スピー

カーマーク)は、ファイルをエクスポートする際に

PowerPointの設定で簡単に消すことができます。音声

入力用のマイクは、ノイズキャンセリング機能があ

り、指向性のものがよいのですが、PC内臓のマイクで

も十分なクオリティーで録音ができていました。提出
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されたファイルは実行委員会で動画形式(.mp4、フル

HD)へ変換しYouTubeへアップロードしました。 

 従来は抄録の査読のみ実行委員会で行い、当日のス

ライドの内容までは確認していませんでしたが、今

回、Webにより一定期間公開するにあたり、実行委員

会内で事前にスライドを確認したところ、患者情報が

含まれる部分を発見し、発表者へ修正を依頼しまし

た。今後、Web学会の場合、どこまで実行委員会内で

チェックをするかを検討する必要があると思われま

す。 

 会場開催の場合は、プログラムによっては聴講でき

ない演題もありますが、Webの場合は全演題を何度で

も視聴していただくことができ、巻き戻しや早送りが

可能なので自分のペースで視聴できるといういい点も

あります。会場での質疑応答の代わりに、Google

フォームを利用しWebから質問ができるように工夫

し、10件の質問や感想を受付け、演者に回答を求め、

閉会後にその質疑応答を愛臨技HPに公開しました。 
 

【学会長講演】 

 愛臨技創立70周年という節目の年に開催する学会と

して、学会長講演では、愛臨技の創立から現在までを

年表を辿りながら愛臨技と臨床検査技師の歴史と先人

の功績を紹介し、向かうべき未来を学会テーマに沿っ

た内容で提案しました。決して、最新の話題ではあり

ませんが、自身が所属する技師会や臨床検査技師のこ

れまでの歩みを知り、正しく理解することは、これか

らの歩みの礎になることを願っています。 
 

【担当地区企画（尾張南企画）】 

 学会開催担当地区企画として、３名のパネリスト

が、総合内科医と対峙し、再現VTRを見ながら病態を

探っていく「ドクターU」を作成しました。患者の言

動や症状と臨床検査値からパネリストが診断を予想し

た後に、医師の目線から詳細な解説を加えました。新

型コロナウイルス感染症の感染が拡大する１年以上前

に撮影した動画には実行委員が演者として登場してい

ます。視聴後のアンケートでは「とても面白く勉強で

きた」「是非シリーズ化をして欲しい」「このような

企画なら学会に参加したいと思う」などの意見も多

く、好評をいただきました。 
 

【協賛企業】 

 広告協賛は、抄録集の広告に34社の協賛をいただ

き、展示協賛は９社の協賛企業のHPやバーチャルブー

スを閲覧できるようにしました。会場での機器展示は

できませんが、普段はあまりアクセスしない関連企業

のHPで最新情報を得ていただきました。今後はこのよ

うな学会が増えることが予想されることから、協賛い

ただく企業においても様々な工夫を凝らし、リアルな

展示にも劣らぬ最新機器や情報の提供がなされること

と思います。 
 

【メリットとデメリット】 

 前述した中にもWeb学会のメリットとデメリットを

いくつかご紹介させていただきましたが、再度まとめ

てみたいと思います。 

 参加者にとっては現地への移動が不要になり、小さ

なお子さんがみえる場合も預けるお願いをしなくても

都合の良い時間にインターネット環境があれば視聴で

き、複数の企画や一般演題をいつでも繰り返し気軽に

視聴できるなど、Web化のメリットは大きいと思われ

ます。 

 動画の撮影や画像の編集に必要なソフトは特別なも

のは使用しておらず、最近のスマホはカメラが高機能

で画質も高いので、カメラはiPhoneで、編集もiPhone

に入っているiMovie（PC版）やPerfect Videoなど無

料アプリを利用し個人のPCで編集をしました。 

 また、集合開催の場合、当日の会場での実務委員が

必要となりますが、その点も不要となりましたので、

人員の確保の手間と経費の削減ができました。 

 コロナ禍において、実行委員が所属する各医療機関

の感染対策に従わなければならず、外部の会議に参加

できず実行委員会の開催が困難であった時期が長く続

きました。しかし、それもZoomによるWeb会議に移行

することにより解決しました。 

 このコロナ禍においては、感染の機会が減り安心安

全であることが、参加者と開催者にとっては一番のメ

リットであったと思います。セミナーや講演会はすで

にオンラインが一般的になりつつありますし、現地開

催が解禁になっても、オンラインとの併用は、withコ

ロナの新しい生活様式がもたらした学会のスタンダー

ドになるかもしれません。もちろん議論や交流の場が

ないことはデメリットです。今後は、愛臨技としては

人が集うことの価値や意義も追及しつつ開かれた有意

義な学会の開催を目指していきます。 
 

【最後に】 

 このコロナ禍収束後の社会の変容の中で臨床検査技

師が活躍していくためには、単なる知識や技能の習得

だけでなく、多様なチームの中での人間関係形成能力

や、他職種から求められるタスクシフト・タスクシェ

アに自律的に行動する能力が求められます。困難な時

こそ、新しい発想や取り組みが求められます。 

 今回のWeb学会も愛臨技として初めての試みです

が、代行運営を依頼せず実行委員会内で準備を進めて

まいりましたので、行き届かぬところが多々ありまし

たが、一歩前へ踏み出せたのではないかと思います。 

 最後に、本学会をご後援いただきました、愛知県、

名古屋市、愛知県医師会、愛知県病院協会をはじめ、

協賛をいただきました賛助会員の皆様、一般演題をご

発表いただいた会員の皆様に、そして全国からご参加

いただきました日臨技会員の皆様に心から感謝申し上

げます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大が続いている中、

日夜最前線で検査業務に従事し尽力されている方々に

心から感謝し、敬意を表します。 



～千葉県「COVID-19に関する検体採取 

実地研修会」 開催報告～ 

千葉県臨床検査技師会 副会長 栗原 惣一                  

 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。都道府県技師会での好事例を紹介しています。 

Vol.27No.5                会報JAMT ホームページ掲載                  令和3年3月1日号 

（編集後記）COVID-19感染の世界的な流行が始まり、人々の生活が大きく変化している。言うまでもなく当

会の学会、研修会もweb開催など、在り方が問われている。web開催は場所を選ばず多くの会員が参加できる

面、希薄な面もある。人間関係の構築は対面交流が必要と考えるのは私だけだろうか！また、今まで保健所

等や大学病院で実施されていたPCR検査が突然、一般病院のルーチン業務で行われるようになった。タス

ク・シフティングを含めて臨床検査技師の新たな道が開かれたのは事実である。        （佐藤） 

写真左： 

綿引会長による 

研修趣旨説明  

【研修概要】 

新型コロナウイルス感染症の検査に関する検体採取

講習会を開催しましたのでご報告します。本研修会は

千葉県からの委託を受け、日臨技によるWeb基礎研修

を終了した13名を受講対象者として開催しました。講

師は長生健康福祉センターの大野由記子先生にご協力

いただき、PPE着脱と検体採取について説明と実習を

行いました。 

当日は受付時に検温と手指消毒を行っていただき、

新型コロナウイルス感染症防止対策を十分に行ったう

えで開催しました。席は長テーブル１台に１名とし、

検体採取の実習はシミュレーターを使用して行いまし

た。 

「正しいPPE(Personal Protective Equipment)の着

用について」は、講師より個人防護具（PPE、キャッ

プ、マスク、手袋等）着用の説明がなされ、その後、

受講者には着用の順序に従い、注意点を確認しながら

１つずつ着用していただきました。 

「鼻咽頭からの検体採取の方法」では、個人防護具着

用後、講師より鼻咽頭からの検体採取の方法と採取

時の注意点について、シミュレーターを用いて説明

がありました。実技研修については、実際の検体採

取と同様に個人防護具を着用したまま実技指導を受け

ていただきました。講師の先生からは、患者さんに対

しての立ち位置や採取時のコツなど、実践に即したア

ドバイスをいただきました。 
受講者からは、鼻腔に挿入しづらいときの対応や、

いかに無理なく挿入できるか、また検体採取がうまく

できないときの原因などについて積極的に質問がなさ

れていました。 

 「正しいPPE(Personal Protective Equipment)の脱

ぎ方について」は、実技指導終了後にPPEの脱ぎ方に

ついて説明があり、脱ぐ際には不潔な所をいかに触れ

ずに脱ぐか、こまめな手指消毒が重要であることな

ど、個人防護具は自身の感染を防ぐ意味でも着脱の順

序がいかに重要であるか改めて確認できました。 

 

新型コロナウイルス感染症が県内でも拡大を示す

中、シミュレーターでの実技ではあるが、実際にPPE

を付け実践に近い形で行えたことは、これから自ら

が検体採取に携わって行くという意識を高める有

意義な研修会でした。 

【開催日時】2020年11月29日(日)10：00～12：30  

【開催場所】千葉県庁本庁舎５階大会議室 

【参加者数】臨床検査技師：13名   

【実務委員】千葉県臨床検査技師会：５名 

      千葉県県庁：４名 

【研修内容（プログラム）】 

１．開会の挨拶・研修趣旨説明 

千葉県臨床検査技師会 綿引 一成 会長 

２. 「正しいPPE着脱について」 

講師：長生健康福祉センター  

大野 由記子 センター長  

３. 「鼻咽頭からの検体採取の方法」 

講師：長生健康福祉センター  

大野 由記子 センター長  

４．質疑応答  

５．閉会  

写真右： 

大野先生による 

検体採取の基礎知識

説明   


