
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

P1 令和３年度 地域貢献賞受賞コメント 

P2 令和３年度 職能拡大推進事業『糖尿病療養指導における臨床検査技師の活躍のために』Web講習会 開催報告   

P3～P4 日臨技 会員情報変更手続きのご案内 
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 前回の日臨技学術奨励賞に続き、地域貢献賞の受賞者の皆様からのコメントを紹介いたします。地域貢献賞は各支部に

おいて、長年に亘り臨床検査を通じて住民の健康保持、増進に寄与したと認められた方に対する表彰です。表彰対象者

は、表彰を受ける年の４月１日の時点において永年職務精励賞受賞者で、各支部にて推薦し、表彰委員会にて決定されま

す。例年は定時総会において表彰を行っておりましたが、本年度は学術奨励賞と同様にWeb上で表彰式を行いました。 

北日本支部     髙橋 清明  

 この度は、地域貢献賞をいただき誠にありが

とうございました。推薦いただきました皆様方

に心より御礼申し上げます。 

 私は、行政、医師会、技師会などの方々と各

種委員会（特に精度管理、基準範囲共有）など

において長年活動してきました。また、中小医療機関に重

要な情報を提供する登録衛生検査所の調査指導などにも携

わりました。また、最近まで学生教育の機会を与えられ多

くの臨床検査技師を社会に送り出すことができ、その活躍

する姿に接し大変頼もしく思っています。 

 最近のコロナ禍のなか、社会から臨床検査技師への期待

も大きくなっています。これからの臨床衛生検査技師会の

益々のご発展を祈念しております。ありがとうございまし

た。 

関甲信支部   内田 美寿子   

 この度は地域貢献賞を賜りまして誠にあり

がとうございます。 

 この度の受賞に際して、皆様のご支援によ

るものと感謝申し上げ、厚く御礼申し上げま

す。 

 振り返りますと、チーム医療の中の検査説明の重要性に

ついて平成20年度の総合管理部門研修会で発表以来、第60

回の全国学会などを契機に発信、以降日臨技主催の検査説

明のできる臨床検査技師育成事業が展開されました。この

受賞は、皆様とともに歩んできた検査技師の行う検査説明

の必要性・重要性を、ご評価いただいたものと思います。

「検査説明」は、一般住民への啓発活動として健康セン

ターや社協関係の方々と、健康教室として院内ドック受診

者と、外来検査説明で糖尿病患者さんと、実に多くの皆様

と接して参りました。賞状を読み上げましたところ「永年

にわたり 地域の健康保持・増進に貢献」と書かれてお

り、検査説明事業として活動し始めてからの長い年月に思

いが巡り、感慨深いものがありました。私にとりまして更

なる励みになるものであり、改めて深く感謝申し上げま

す。 

中部圏支部      今村 伸一  

 この度は、身に余る地域貢献賞を表彰してい

ただき誠にありがとうございます。 

 臨床検査技師として病院勤務と同時に、富山

県臨床検査技師会の一会員として、会長を含む

富臨技理事として、多くの技師会事業に携わら

せていただきました。 

 その中で地域への貢献といえる活動としては，「検査と

健康展」や富山県内の「健康フェスティバル」などを通し

て、県民への健康増進の啓発ができたことかと思います。 

 多くの方々に検査を体験していただき、定期健診の重要

性やエイズ予防などの啓発を行うことは、日常の検査業務

とは違い、地域医療に携わる臨床検査技師のもう一つの重

要な役割ではないかと感じました。 

 今回の受賞にあたり、日臨技、中部圏支部の方々、そし

て一緒に活動していただいた富臨技会員の皆様へ心より感

謝申し上げます。ありがとうございました。 

九州支部      石田 房子 

 この度は、地域貢献賞を賜りまして誠にあり

がとうございます。身に余る光栄です。 

 今回表彰をいただけたのは、宮崎県技師会

会員の皆様のご指導とご協力のおかげだと

思っております。会員の皆様の助けが無けれ

ば、地区理事としての仕事を続けることはできませんでし

た。心より感謝いたします。この賞は、私個人にいただい

たものではなく、会員の皆様にいただいた賞だと思いま

す。 

 これからも、身体が動く間はもう少し検査の仕事に携わ

り、少しでも地域医療に貢献できたらと思っております。

この度は本当にありがとうございました。 

近畿支部     塩田 喜代子  

 この度は地域貢献賞を賜りありがとうござい

ます。 

 輸血・細胞治療部門長として、毎月平日夜

の勉強会・研修会・実技研修会等を開催して

きたことを評価いただいたものと思います。

これは、参加していただいた会員の皆様と一緒に活動して

くださった世話人、近畿支部の皆様のご協力があってでき

たことです。皆様に感謝と御礼を申し上げます。ありがと

うございました。 
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令和３年度 職能拡大推進事業 

東 正浩（市立敦賀病院） 

 当院を含む多くの医療機関では、糖尿病治療に多職

種連携によるチームを構成し係わっています。そこで

今回は「職能拡大推進事業Web講習会」に日本糖尿病

療養指導士として新たな活躍を模索するために参加し

ました。 

 タスクシフト推進業務の一つである「持続皮下グル

コース検査」は法改正により装着及び脱着が可能とな

ります。データ解析だけでなく、装着から検査説明や

療養指導の一連の流れ全てが臨床検査技師に求められ

る業務となり、今後チーム医療の中で積極的に取り組

みたいと考えました。我々は検査のスペシャリストと

して新しい検査についても特性を十分に理解しておく

必要があります。その上で、データへの付加価値やア

ドバイスサービスができるよう知識をブラシュアップ

して多様化する診療体制やさまざまな患者さんに対応

できるチーム医療に参画したいと感じました。 

 また、検査データを多職種で有効に活かすためには

コミュニケーション力が重要であり、患者さんとの信

頼関係を築くためにも分かりやすく伝える技術の向上

が必要であると感じました。 

 今後も職能拡大推進事業の継続的な開催を希望いた

します。 

吉田 英子（東八幡平病院） 

 私は認定認知症領域検査技師の研修会を受講した

時、糖尿病があるとアルツハイマー型認知症になるリ

スクが正常の人の約２倍であるということを知り、糖

尿病療養指導士に興味を持つようになりました。調べ

てみると、日本糖尿病療養指導士は取得する規定が厳

しく私の勤務する病院では対象になりませんが、地域

糖尿病療養指導士は規定がやや緩やかで私にも受験可

能であることを知りました。そして、どの様な指導を

するのか知りたくて今回のWeb講習会に参加させてい

ただきました。大変良かったことは４月12日～５月10

日までWebで何度も視聴研修できたことです。療養支

援体制が患者（家族）を中心とした多職種協働・連携

であること、指導に必要な知識にコーチングスキルが

必要なこと、タスクシフト研修後、患者にCGMを臨床

検査技師が装着できる様になること、大血管障害（エ

ノキ）、最小血管障害（シメジ）、アルブミン指数と

アルブミン排泄量の年齢別相関性、高齢者のeGFRの高

値、新しい概念DKD、糖尿病治療における薬の位置付

け等々知ることができました。2021年度の岩手県の糖

尿病療養指導士の勉強会はハイブリッド形式になりま

す。この勉強会に参加して更に知識を深め、職場や地

域で活躍できる臨床検査技師を目指したいと思いま

す。 

平成30年度から日臨技事業として他団体職能拡大推

進事業を企画し、それぞれ講習会（診療情報管理士、

CRC、糖尿病療養指導士、PSG）を開催してきました。

この事業の目的は、各領域で活躍している臨床検査技

師と連携し、知識、技術の習得はもとより、従来の事

業にとらわれず、臨床から望まれる臨床検査技師の育

成です。  

今回はテーマを『糖尿病療養指導における臨床検査

技師の活躍のために』として、コロナ禍でWeb研修会

を開催しました。糖尿病療養指導士(CDEJ)とは、糖尿

病治療にもっとも大切な自己管理（療養）を患者に指

導する医療スタッフであり、一定の経験を有し試験に

合格した看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技

師、理学療法士に与えられ、CDEJに認定されることは

糖尿病の臨床における生活指導のエキスパートである

ことを意味します。この活動の中で臨床検査技師がど

のような役割を担い、求められているかを中心に、講

習会を進め糖尿病療養指導における技師の活躍を模索

する内容としました。実際の講義は講演１『CDEJ20年

の歩みとこれからの臨床検査技師CDEJの姿』について

講師を武田 裕子先生（東京都済生会中央病院）、講

演２『糖尿病患者の血糖測定－これからの臨床検査技

師がすべきこと－』について講師を小関 紀之先生

（獨協医科大学埼玉医療センター）、講演３『糖尿病

性腎症重症化予防における臨床検査技師の役割』につ

いて講師を油野 友二先生（北陸大学医療保健学

部）、講演４『糖療養指導における職種間コンセンサ

スの連携－薬物治療の現状と検査部とのつながり－』

につて講師を井上 岳先生（北里大学薬学部薬物治療

学Ⅲ）、講演５『糖尿病療養指導での多種職連携チ－

ムと臨床検査技師のコミュニケーション考える― 医

療関連スタッフに臨床検査について伝える場合のコ

ミュニケ－ション技術 －』について講師を佐藤 和

弘先生（メディカルアートディレクター）、最後に模

擬アクティブ・ラーニングとしてテーマ『結果を伝

え、人を動かす』について現在日本で糖尿病療養指導

士としてご活躍中の小関 紀之先生、武田 裕子先生、

油野 友二先生、近藤 裕子先生（東京都済生会中央病

院）、中川 裕美先生（倉敷中央病院リバーサイド）

夏目 久美子先生（岡崎市民病院）にご登壇いただ

き、臨床検査技師でもあり糖尿病のエキスパートとし

ての観点から、臨床検査技師として「どうあるべき

か？」また「どう歩むべきか？」をディスカッション

していただきました。 

 今回の研修会も、とても好評な企画となり多くの会

員の皆様に楽しんでいただけた内容となりました。今

後はこの内容を当会のeラーニングのコンテンツとし

て掲載する予定としていますので、今回見逃した皆様

はそちらでお楽しみいただきたいと思います。 

（担当理事 竹浦 久司） 
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 職場の異動・お引越に伴う会員情報の変更はお済ですか？ご自宅住所や職場の変更をいただきませんと、

当会からの重要なお知らせや会誌「医学検査」がお手元に届かなくなってしまいます。情報に変更があった

場合には、速やかに変更手続きをお済ませください。各項目の変更方法をご案内いたします。 

まずは入会専用ページへ 

 会員専用ページへログイン後、「会員情報・退会・

参加証明・会費請求書/領収書など」にカーソルを合

わせ、「会員情報変更」をクリックします。 

① 基本情報・自宅の変更 

 「必須」部分に漏れがないように変更箇所を入力し

てください。 
 

※生年月日・性別はご自身で変更できません。万一、誤

りがある場合には、事務局までご連絡をお願いいたし

ます。 

会員ページにログイン 

② 勤務先の変更 

 施設番号が入力されている場合は、「クリア」で空

の状態にしてから、新たに施設番号を入力してくださ

い。施設情報が自動で表示されます。 

施設番号がわかりません。 

「検索」を押すと施設名称・住所等で検索できま

す。検索結果から該当の施設を選択してください。 

施設番号を入力しても、施設が表示されません。 

以下の３点をご確認ください。 

・入力後、Enterキーを押してください。「検索」ボ

タンでは表示されません。 

・半角英数で入力されていますか。 

・都道府県施設番号等を入力されていませんか。都

道府県施設番号が複数ある施設の場合は日臨技施設

番号を入力してください。 

施設番号の登録がありません。 

「施設登録用紙」を印刷・ご記入の上、ご提出くだ

さい。勤務先として登録したい場合は「会員異動

届」と併せてご提出ください（詳細は次ページ）。 

施設の情報を変更できません。 

施設情報（施設名称や住所等）は会員専用ページか

らは変更できません。「施設登録用紙」を事務局へ

ご提出ください。在籍されている会員様全員の情報

が一括変更されます。 

部署ごとに施設登録したいのですが。 

日臨技施設は同施設での複数登録（部課ごとやブラ

ンチラボ等の登録）はできません。所属部課に入力

をお願いします。都道府県施設は部課ごとの登録が

すでにある場合はプルダウンで選択可能です。部課

を追加したい場合は、都道府県技師会にご相談くだ

さい。 

勤務先の変更でよくある質問 
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③ 会誌の送付先・連絡先の変更 

 「退会（異動）」をクリックするとポップアップが

開きます。 

 日中の連絡先は勤務先の変更や退職された際の変更

漏れにご注意ください。 

④ 所属都道府県技師会の変更（異動） 

 退会する都道府県の退会日を入力し、入会するの都

道府県技師会を選択、「設定」してください。 

※都道府県技師会は２つ以上入会することも可能です。

その場合は「都道府県技師会入会」をクリックしてくだ

さい。 

※都道府県技師会の入会（異動含む）の要件は、事前に

入会希望の都道府県技師会にご確認ください。 

 ①～④の入力が終

わったら必ず、会員番

号の隣にある「保存」

ボタンをクリックして

ください。保存が完了

しますと、登録いただいたメールアドレスにお知らせ

が送信されます。 

 また、会員専用ページの「会員情報確認」画面から

も保存が完了しているか確認できます。変更直後は変

①～④の入力が終わったら忘れず保存 

会員専用ページで変更できない内容 

◆施設番号が未登録の施設を、勤務先として登録する 

 「施設登録用紙」と「会員異動届」をセットにして事

務局へご郵送ください。施設番号は空欄で構いません。

「会員異動届」は基本情報と施設名称・所属部課・施設

住所の他、変更がある部分すべてにご記入をお願いしま

す。 
 

◆すでに登録がある施設の名称・住所等を変更する 

 「施設登録用紙」に施設番号を記入し、新名称・新住

所等をご記入ください。会員情報を個別に変更する必要

はありません。 
 

◆年会費の振替口座を変更する 

 「口座振替依頼書」にご記入の上、事務局へご郵送く

ださい。 

 金融機関お届け印・捨印の押印を必ずお願いいたしま

す。無印鑑口座の場合はサインをいただくか、その旨を

メモ等でお知らせください。 
 

◆会員証を再発行する 

 「会員証再発行申請書」をご記入の上ご提出くださ

い。紛失等の場合は、再発行手数料500円（消費税込）

の切手の同封が必要です。氏名変更の場合は、旧氏名の

会員証の貼付があれば無料で再発行いたします。 

 各提出書類は当会HPの「異動変更手続き」からダウ

ンロードできます。 

 プリンタがない等の理由で印刷ができない場合は事

務局にご相談ください。 

 

＜各種書類の郵送先＞ 

〒143－0016 東京都大田区大森北4丁目10番7号 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会  

更箇所に「承認待ち」と表示されますが、事務局で変

更の確認を完了しますと表示が消えます。 

（編集後記）医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアに関する法改正が成立し、職能拡大

推進事業のWeb研修会が始まります。今年秋ごろよりWeb研修会終了者対象に、厚生労働省主催の指定講習会

が１日かけて行われます。検査技師の業務が拡大され期待されます。また、検査技師のワクチン接種も要請

が来ており、認知度も上昇していると思います。この流れを逃さないよう皆様頑張りましょう。 

                                            （綿貫） 


