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P1 臨床検査技師による新型コロナウイルスワクチンの接種政府への要望書を提出 

P2～P5 令和３年度 日臨技学術奨励賞受賞コメント 
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大並びに感染者

の重症化防止のため政府は、全国民 約1.1億人を対象

に予防接種の実施に着手しました。新型コロナウイル

ス対応により医療提供体制がひっ迫している中におい

て、接種を行う医師、看護師等を確保することは、当

初から相当の困難が予想されていましたが、新型コロ

ナウイルスの感染拡大の収束を図るためにも早急なワ

クチン接種が必要であることから、菅総理は、東京、

大阪の大規模接種センターが始まることを踏まえ、

「１日100万回の接種を目標とし、７月末を念頭に、

希望するすべての高齢者に２回の接種を終わらせるよ

う、政府として、あらゆる手段を尽くし、自治体をサ

ポートしていく」と述べました。こうしたことから、

接種者の確保のため、政府の検討会において、一定の

条件下での歯科医師による接種が承認されました。 

そのような状況の中で当会は医師、看護師を除き、

コロナワクチン接種を行う医療職種は臨床検査技師が

一番適していると判断し、厚生労働大臣に対して右記

資料のような要望書を作成し、令和３年５月19日に緊

急要望をいたしました。また、同様の内容の要望書を

河野新型コロナウイルスワクチン接種推進担当大臣に

５月26日に提出いたしました。 

会員の皆様におかれましては、ご理解いただくとと

もに現場においても機運を高めていただくようお願い

いたします。 

５月26日要望書を提出 

写真右から横地副会長、河野新型コロナウイルスワクチン接種

推進担当大臣、宮島会長、篠﨑事務局長 



 

優秀論文賞 

『広域周波オシレーション法における 

義歯の影響に関する検討』 
 

髙松 泉   
 独立行政法人国立病院機構    

        南岡山医療センター   
 

 この度は、「日臨技学術奨励賞 

優秀論文賞」という光栄な賞をい

ただき誠にありがとうございます。 

優秀論文賞 

『乳癌における代替的intrinsic subtype分類間 

での細胞像の比較検討と細胞診の役割について』 
 

菅原 眞由美  

 株式会社 互恵会 大阪回生病院  
 

 この度は優秀論文賞という身に余る賞

をいただき、驚くとともに、大変嬉し

く思っています。協力をしてくださっ

たスタッフ及び関係者の皆様に心より

感謝いたします。 

 今回の論文は自身の臨床検査技師生活の集大成とし

て取り組んだものでした。完成までに年単位の時間を

要し、慣れない統計処理に大変苦労いたしましたが、

査読者の皆様の丁寧な御指導により無事書き上げるこ

とができました。御礼申し上げます。論文を書くこと

で、より専門知識を深めることができ、自身のスキル

アップにも繋がりました。論文は所属機関の規模に関

係なく、誰もが取り組むことができ、日々の業務で感

じた些細な疑問や興味がテーマにつながると思ってい

ます。業務と並行しての作業は大変ですが、書き上げ

た時の充実感はひとしおです。また研究を論文という

情報で残すことで、僅かですが、自身の専門分野に貢

献できたのではと考えています。若い世代の臨床検査

技師の皆様も、ぜひ論文にチャレンジしてください。 
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 令和３年度日臨技学術奨励賞の受賞者が発表されました。例年は日本医学検査学会にて表彰を行っておりま

したが、新型コロナウイルス感染症まん延防止により、第70回日本医学検査学会はWeb開催となったため、表

彰式もweb上で開催されました。受賞者の皆様よりいただいたコメントをご紹介いたします。 

優秀論文賞 

 表彰の前年に発行された会誌「医学検査」に掲載

された優れた論文（原著、研究）に対する表彰。ま

た、この優秀論文賞のうち特に画期的な１編を「最

優秀論文賞」として表彰する。 

最優秀論文賞 

『新型コロナ感染症の早期検出に抗SARS-CoV-2  

spike protein S1 domain-IgA抗体が寄与する可能性』 
 

菊地 良介 

 国立大学法人  

        名古屋大学医学部附属病院 
 

 この度は、日臨技学術奨励賞最優秀

論文賞に選出していただき誠にありが

とうございました。 

 宮島会長をはじめ日臨技理事の皆様、そして選考委

員の皆様に心より御礼申し上げます。 

 当院においては2020年３月頃よりCOVID-19患者が入

院するようになりました。この時点で具体的なビジョ

ンはありませんでしたが、まだ愛知県下で感染者が決

して多くない時期からCOVID-19患者の残検体を経時的

に保管し、しかるべき検証時期を見据えた“備え”を

行いました。今回の受賞論文である「新型コロナ感染

症の早期検出に抗SARS-CoV-2 spike protein S1 do-

main-IgA抗体が寄与する可能性」は、この“備え”が

実を結んだ形となりました。 

 今後も臨床検査技師の視点だからこそできる学術貢

献を念頭に、研究活動を行なっていきたいと思いま

す。最後に、今回の受賞は同僚の方々のご支援とご指

導の賜物と深く感謝しております。この場をお借りし

て心より感謝申し上げます。 

 今回この論文を作成するきっかけとなりましたの

は、検査を行う中で正しい手技であるにもかかわら

ず、高すぎる測定数値の結果に疑問を抱いたことから

始まりました。そして、調査をしながらある一定の被

験者に限り数値が高くなる傾向があることに気付き、

あらためて研究を開始し、この論文が完成しました。  

今回の論文もそうですが日頃の検査での違和感・疑問

が研究への導きとなります。今後も、臨床検査技師と

して感覚を養いながら検査へ励んでいき、新たな研究

を行っていきたいと思っております。 

 最後に、論文の完成には通常検査の２倍の検査回数

及び時間を費やすこととなり、他のスタッフと被験者

の方々のご協力のもと、完成することができました。

この場をお借りして、被験者の方々、そして忙しい中

研究を手伝ってくださった独立行政法人国立病院機構

南岡山医療センター生理検査スタッフに感謝を申し上

げます。 
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優秀演題賞 

 表彰の前年に日本医学検査学会にて発表された優れ

た演題に対する表彰。また、優秀演題賞のうち特に優

秀な１題を「最優秀演題賞」として表彰する。 

最優秀演題賞 

『フローサイトメトリーによるB細胞性リンパ芽球性 

白血病細胞と正常幼若B細胞の鑑別』 
 

大久保 礼由  

 東北大学病院 
 

 この度は、栄誉ある日本医学検査学会

最優秀演題賞をいただき大変光栄に存

じます。大会を運営された先生方、選

考委員の先生方に深く御礼申し上げま

す。今回の受賞研究の成果が医学検査の現場で少しで

もお役に立てましたら幸いです。今後もルーチン検査

業務の中で面白い研究を追究し、医学検査分野の発展

に貢献できるよう精進して参ります。 

 最後に本研究を遂行するにあたりサポートしていた

だきました先生方、先輩方、同僚の皆様にこの場をお

借りして深く御礼申し上げます。 

優秀演題文賞 

『輸液療法時の不適切採血が生化学検査値に 

     及ぼす影響と輸液混入検出指標の検討』 
 

野坂 大喜 

  国立大学法人 弘前大学  
 

 この度は、優秀演題賞という過分な評

価をいただき、感謝いたしておりま

す。本テーマは、輸液漏れ検知システ

ムの技術開発として多職種連携の観点

から取り組んだ研究の一端であり、医療インシデント

防止の上で参考にしていただけるデータであろうと考

えております。多少なりとも臨床検査部門の抱える課

題解決に向け貢献できたことに嬉しく思っており、現

在AIを活用したシステム開発を目指すべく発展的な取

り組みを行っております。本研究にあたり、ご協力、

ご支援くださった皆様にこの場をお借りして御礼申し

上げます。 

優秀演題文賞 

『小児閉塞性睡眠時無呼吸に対する 

         睡眠時低換気の検出』 

曾田 史織 

 太田睡眠科学センター  
 

 この度は、優秀演題賞受賞の名誉を

授けられましたこと、大変光栄に存

じ、誠にありがたく厚くお礼申し上げ

ます。 

 私は日頃睡眠検査に従事しております。業務のメイ

ンは終夜睡眠ポリグラフィ（PSG）の施行と解析で

す。PSGでは睡眠中の様々な生体現象の経時的変化を

記録する検査であり、一晩の測定で多種類の生態情報

の取得が可能です。今回、「小児閉塞性睡眠時無呼吸

に対する睡眠時低換気の検出」という演題で発表をさ

せていただきましたが、特に小児での検査では施行が

困難であり、解析も成人に比べ技術や知識が必要であ

ります。しかし小児閉塞性無呼吸はPSGから算出され

る数値だけでなく、夜間の観察所見も診断項目となっ

ており、PSG検査の施行が重要であると考えていま

す。  

 このPSGにおいては一晩の施行で取得されるデータ

は膨大であり、まだまだ研究テーマがたくさんあると

日々感じております。今後も日々の検査を確実に施行

し、その結果に対しても様々な視点で見られるよう一

層精進していきたいと思います。 

 甚だ略儀ながらここにお礼申し上げます。 

優秀演題文賞 

『BM装置の試料前希釈機能を活用した 

   PR法による血清総蛋白測定への適応検討』  
 

小林 麻里子 

  北埼玉医師会立 

              メディカルセンター  
 

 この度は「BM装置の試料前希釈機能

を活用したPR法による血清総蛋白測定

への適応検討」の発表で栄誉ある日臨

技学術奨励賞・優秀演題賞をいただき、ありがとうご

優秀演題文賞 

『CAR-T導入に伴う臨床検査技師の役割』 
 

岩木 啓太  

 東北大学病院 
 

 この度は、日臨技学術奨励賞・優秀

演題賞をいただき大変光栄に存じま

す。 

 第69回日本医学検査学会では、当院

のCAR-T導入時に細胞採取（アフェレーシス）を担う

多職種のチーム医療の中で、検査に関する知識や技量

の提供だけでなく、医療行為の品質を保証するマネジ

メントという側面でも活動した内容を発表させていた

だきました。 

 今回の活動を通じて、私たち臨床検査技師が

ISO15189を機会に得たQMS（Quality Management Sys-

tem）の知識や経験は大きな財産であり、医療従事者

の中における臨床検査技師の新しい特色としてアピー

ルできる部分だと実感しております。 

 今後さらなる発展が見込まれる細胞治療/再生医療

のチーム医療の中で、臨床検査技師が幅広く活躍でき

頼りにされる存在となれるよう、日々の細胞関連業務

に従事すると共に、今回アフェレーシスチームで構築

したQMSの維持継続活動に励みたいと思います。 
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特別奨励賞 

『静脈血栓塞栓症患者における 

血栓検出部位と性状およびD-dimer値の関連』 
 

岡村 優樹 

 独立行政法人国立病院機構  

      鹿児島医療センター  
 

 この度は、日臨技学術奨励賞「特

別奨励賞」を受賞することができま

して、大変嬉しく思っています。ま

た、「静脈血栓塞栓症患者における血栓検出部位と性

状およびD-dimer値の関連」という論文が、このよう

に評価されたことを光栄に思っています。今回の論文

がCOVID-19の蔓延している現状において、COVID-19と

血栓症の報告もなされておりますので、臨床的にお役

に立てれば幸いです。今後も臨床に有益な報告ができ

るよう努めて参りたいと思います。 

特別奨励賞 

 満35歳以下の正会員による学術成果を対象とし、表

彰の前年に日本医学検査学会に発表された演題若しく

は、会誌「医学検査」に掲載された論文で、独創的か

つ将来性があると認められたものに対する表彰。 

特別奨励賞 

『血清蛋白電気泳動における 

アルブミン分画テーリングの原因解析』 
 

伊藤 大貴 

 信州大学医学部附属病院 
 

 この度、第70回日本医学検査学会に

おきまして、「日臨技学術奨励賞 特

別奨励賞」を受賞させていただき、大

変光栄に思います。信州大学医学部附

属病院血液内科中澤先生をはじめ、諸先輩方のご指導

によりこのような賞をいただくことができ大変感謝し

ております。今回の症例は、臨床的に意義のあるもの

ではありませんでしたが、日々の検査の中で遭遇しう

るピットフォールに対し、得られたデータのみを鵜呑

みにせず、原因探究をすることの重要性を再認識でき

た大変貴重な症例であったと感じます。 

 また、今回の症例に遭遇し、迅速に検討を行えた信

州大学医学部附属病院臨床検査部の環境にも大変感謝

しております。今後、このような臨床検査部の環境を

より充実させることができるよう、自身の知識の蓄積

や技術の向上に努めていきたいと思います。 

優秀演題文賞 

『アルギン酸ナトリウム法セルブロック作製に 

おける適正な固定・脱灰法の検討』 
 

横山 いさみ  

 北里大学病院 
 

 この度は、第70回日本医学検査学

会において日臨技学術奨励賞優秀演題

賞をいただき、大変光栄で身が引き締

まる思いです。ご指導いただきました

山下 和也技師長をはじめ、病院病理部の技師および

先生方に心から感謝申し上げます。 

 本演題は、当院で行っている凝固不良の骨髄クロッ

ト検体の固化したアルギン酸カルシウムカプセルが溶

解し、検体消失・病理標本作製不可となることを経験

したため、その原因を検討したものです。研究をする

なかで文献的考察をすすめていくと、原因が整理され

ていき知識を得ることの大切さを痛感しました。ま

た、普段の業務で疑問に思ったことをそのままにせ 

ず、解決していくことが重要であると感じました。  

 今回の受賞を励みに、今後の病理検査業務や研究に

一層積極的に取り組んでいきたいと思います。 

優秀演題文賞 

『シカジーニアスESBL遺伝子型検出キット２の有用性』 
 

池田 光泰 

 広島県厚生農業協同組合連合会 

         廣島総合病院  
 

 この度は、優秀演題賞を頂戴し非常

に光栄に思います。オンデマンド配信

による一方通行での発表となりました

が、良い経験になりました。「シカジーニアスESBL遺

伝子型検出キット２」は９種類のESBL遺伝子型を迅速

に検出し、主要なタイプから稀なタイプまでを網羅的

に検出できる構成となっています。今後、流行が起こ

りうる株に対しても対応可能で、我々の検討の結果、

非常に有用なツールと考えられました。今後もこの賞

に恥じないよう、日々努力していきます。本当にあり

がとうございました。 

ざいます。また、発表の機会をいただきました学会関

係者の皆様には、改めてお礼申し上げます。 

 血清総蛋白測定の主流はビウレット法ですが、異常

反応の確認の１つとして異なる原理での測定があり、

今回微量蛋白測定試薬であるピロガロールレッド(PR)

法での血清総蛋白測定法を考えました。PR法は高感度

であるため血清総蛋白測定には適しませんが、本発表

では日本電子社・BM装置の試料前希釈機能を活用する

ことで、ビウレット法と同等の測定精度を得た内容を

報告し、異常データなどの確認用測定法として適応で

きる一例を示しました。 

 今回の受賞を励みとし、さらに医療貢献するために

努力を積み重ねていきたいと考えております。ご指導

ご鞭撻の程どうぞよろしくお願いいたします。 



 コメントをお寄せいただいた受賞者の皆様あ

りがとうございました。 

 表彰式の様子は第70回医学検査学会のコンテ

ンツ内でもご覧いただけます。学会に参加申込

をされている皆様は是非ご覧ください。 
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（編集後記）今回の内容は、「日臨技学術奨励賞受賞者のコメント」に関することでした。このコロナ禍で

日々業務に追われる中、受賞された皆様本当におめでとうございます。 

 ５月15日から第70回日本臨床検査医学検査学会が福岡で現地開催を楽しみにしていましたが、今年の１月

にWeb開催となり、Webの利点で６月14日まで参加できます。来年は５月21・22日大阪にて開催します。大臨

技もコロナ禍で対面研修会が許されないため、試行錯誤でWeb研修会の実績を積んでいます。Webと対面の融

合で開催する予定です。どうかご期待ください。                      (竹浦） 

特別奨励賞 

『輸液混入による検査値への影響』 
 

神尾 成美  
 静岡赤十字病院  
 

 この度は、特別奨励賞という名誉

ある賞をいただき、大変光栄に思い

ます。奨励賞をいただいた演題は

『輸液の混入による検査値への影

響』で、インシデント事例が元となっています。今回

の発表で我々が作成したアルゴリズムは検査システム

に組み込むことで、検査品質の向上に繋がるよいもの

だと考えます。また今回検討した事柄は検査部や臨床

側へ還元できる可能性がある有意義なことだと考えま

す。今回いただいた賞を励みにより一層精進していく

所存です。末尾にはなりますが、この検討を行う過程

でご指導くださいました諸先輩方に心より感謝申し上

げます。 

特別奨励賞 

『当院における時間外帯輸血検査責任者 

                               養成の取り組み』 
 

平尾 進 
 公益財団法人大原記念 

 倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 
 

 この度は特別奨励賞をいただき、あ

りがとうございました。ただただ驚い

ているというのが正直な感想ではあり

ますが、当院輸血検査室の取り組みが認められたこと

を大変嬉しく思います。 

 輸血検査室スタッフによる日々の指導は大変でした

が、忙しい業務の中、時間外帯輸血検査責任者に立候

補して下さった方々や各部署の協力に心より感謝して

います。 

 臨床検査技術部全体の理解を得られたことが、今回

の取り組みが成功した最大の要因であったと思いま

す。今後はトレーニングを継続していくことが大切で

す。今回の受賞を励みに、365日24時間迅速で安全な

輸血療法を行える体制の更なる強化に努めていきたい

と思います。 

特別奨励賞 

『中枢神経浸潤をきたした 

白血病・リンパ腫症例の後方視的解析』 
 

森田 賢史 

 東京大学医学部附属病院 
 

 この度、日臨技学術奨励賞「特別奨

励賞」の栄誉を賜り、大変光栄に存じ

ます。選考委員の先生方、ならびに学

会関係者の皆様に厚く御礼申し上げま

す。 

 本研究は、当院の髄液一般検査における異型細胞の

報告例を過去12年間にわたり集計し、腫瘍の中枢神経

浸潤症例について、その病型や他の臨床検査結果との

関連を解析した貴重な内容と考えております。 

 この度の受賞を励みに一層努力し、臨床検査医学の

発展に貢献していく所存です。 

 末筆ながら、本研究の遂行に際して多大なるご指導

を賜りました先生方、検査部スタッフの皆様にこの場

をお借りして深謝申し上げます。 

特別奨励賞 

『敗血症例に対する遺伝子検査の有用性』 
 

鈴木 亜里沙 
 社会福祉法人恩賜財団済生会  

                 山形済生病院  
 

 関係者の皆様に感謝いたします。

これからも日常業務に精進してまい

ります。 


