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What to do in the future  
 - 臨床検査の深化と進化-  
    （Deepen＆Evolution） 

学会長     西浦 明彦  
(一般社団法人福岡県臨床検査技師会 会長） 

実行委員長 倉重 康彦 
(一般社団法人福岡県臨床検査技師会 副会長） 

本学会は、初めての完全Web学会で

令和３年５月15日（土）～６月14日

（月）の１ヶ月間開催いたしまし

た。一般演題484題、学会長講演や宮

島喜文会長による基調講演、日本医

師会名誉会長 横倉義武先生による特

別講演、太宰府天満宮宮司 西高辻信

宏先生による文化講演をはじめ４つ

の日臨技企画、国際シンポジウム、教

育講演８題、シンポジウムなどの企画33テーマ、統計

セミナーなど多くのプログラムを企画いたしました。

初日の５月15日に開会式・式典と宮島会長基調講演、

特別講演、文化講演の講演会を全国に向けてライブ配

信できたことは、とても感激いたしました。 

 学会参加者は7,168名、賛助会員の皆様、学生さん

の聴講を含めますと参加者は7,691人となりました。

多くの方々に聴講いただいたことを嬉しく思います。

また、1ヶ月の視聴期間中も事前登録が可能で、その

期間中だけで1,500名を超える参加があったことは、

Web学会ならではの功績かと思います。 

福岡での開催は39年ぶり３回目で、第70回と記念す

べき節目の学会ということで、福岡県臨床衛生検査技

師会（福臨技）会員一同で４年間かけて準備してきた

現地開催がWeb開催となったのは、非常に残念ではあ

りました。実行委員会やプログラム委員会は会議室で

開くことができず、オンラインやhybridでの形態で会

議を行ってきたことや、学会運営委員会を実行委員会

と合同で東京、京都、福島などとも繋ぎ数回にわたり

会議を行ったのは印象的でした。開催できるまでに二

転三転しながらも、めげることなく一生懸命頑張った

実行委員をはじめ福臨技の皆様を本当に頼もしく、有

難く思いました。 

学会期間中のアンケート調査より「現地開催より多

くの演題を視聴できた」「いつもだと子育てや遠方で

参加できないが、今回は参加できた」「自分の時間の

ペースで視聴できた」「何回も繰り返し視聴できた」

など意見をいただいております。しかし、懇親会の開

催もできず、現地開催における会員相互の交流がな

かったことは、残念に思っております。学会テーマを

What to do in the future ～臨床検査の深化と進化

（Deepen＆Evolution）～とし、私たち臨床検査技師

の未来には何がある、そのためには今、何をなすべき

かを考え、行動し、夢のある答えを皆で近未来に向け

て発信したい思いで開催しましたが会員の皆様へその

思いが届けられたのであれば幸いです。 

さて、次回の第71回日本医学検査学会は公益社団法

人 大阪府臨床検査技師会が担当で、学会長は高田厚

照 大阪府臨床検査技師会会長、実行委員長は益田詩

織 同常務理事。会期は令和４年５月21日（土）・22

日（日）、会場はATCホール・ハイアットリージェン

シー大阪で開催されます。新型コロナウイルスの影響

もなくなり現地開催で多くの皆様のご参加で盛会に開

催されますようにご祈念申し上げます。 

 最後になりますが本学会にあたり、ご指導とご協力

をいただきました九州支部、学会運営関係、福臨技の

皆様、ご参加いただいた会員の皆様、協賛企業の皆様

に心から御礼申し上げます。 

 略儀ではございますがこの書面にて、学会終了の報

告と御礼のご挨拶を申し上げます。 

西浦明彦 学会長 

開会式、基調講演、特別講演、文化講演は福岡県からライブ配信 
 

写真は左から開会式での宮島会長挨拶、横倉義武日本医師会名誉会長による特別

講演、西高辻信宏 太宰府天満宮宮司による文化講演 
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 令和３年６月11日（事務連絡）に厚生労働省より発出された「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン

接種のための筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修について」に基づいて、座学

研修を修了された方を対象に、必要に応じて都道府県及び市区町村が実技研修を実施しています。そのう

ち、都道府県技師会及び当会会員が委託または開催協力を行った事例・実際に接種を開始した事例について

紹介いたします。 

～ 全国初の臨床検査技師によるワクチン接種 ～ 

一般社団法人 群馬県臨床検査技師会 

 会長 井田 伸一         

令和３年５月27日午後４時過ぎ、群馬県の山本一太

知事から電話が入りました。「臨床検査技師の皆さん

に６月下旬からオープンする県央ワクチン接種セン

ターへワクチンの打ち手として協力をいただきたい」

と。その２日前に「臨床検査技師と救急救命士の２職

種によるワクチン接種の実施について検討する方針を

示した」と報道があったばかりで、まだ厚労省での検

討会開催前であったことから、あまりの急な展開に戸

惑いながらも医療人としての大きな使命感に駆られ、

執行部で相談の上、早々に協力する方針を固めまし

た。 

知事から電話があった日は、偶然にも午後７時より

県内施設の所属長が多く名を連ねている第72回日本医

学検査学会実行委員会を開く予定であったため、出席

した実行委員に協力の打診をしたところ想像以上に好

意的な反応であったことから、協力が可能だと判断し

ました。そして翌週６月４日に開催された「県営ワク

チン接種センター運営体制協議会」に召集され出席し

ましたが、この協議会は知事が議長として進行を務

め、副知事や群馬県医師会長、各病院長など錚々たる

メンバーが参加している会議でありました。その中で

群馬県臨床検査技師会は県央ワクチン接種センターに

ワクチンの打ち手として協力することを表明しまし

た。また同時に我々が協力を行うためには各施設の許

可が必要なことから、知事名で各施設長への協力要請

を公文書で行っていただくよう依頼し、快諾していた

だきました。 

会議後、県より実技研修会を６月20日に開催したい

意向を受けましたが、実技研修会前に受講が必要な座

学研修である「ワクチン接種基礎研修」のオープンが

未定であったため、直ぐに日臨技の深澤専務理事へ

「何とか間に合わせて欲しい」と要請しました。しか

し、厚労省でもまだ臨床検査技師がワクチン接種を行

うために必要な研修の内容が決定しておらず、日臨技

でも確約はできない状況でした。そして６月11日の厚

労省の検討会で研修内容が決定し、翌週の６月18日０

時に日臨技ホームページより座学研修が受講可能とな

りました。迅速にご対応いただいた日臨技関係者には

大変感謝いたします。群馬県が開催する実技研修会ま

での僅か２日間で受講申請が出ている約200名が受講

し、なんとか実技研修会に間に合わせることができま

した。実技研修会は群馬県と群臨技の共催で行われ、

内容は先に記載した厚労省の検討会にも出席し、深く

関わっている日本臨床検査医学会の理事長である群馬

大学医学部附属病院の村上正巳教授に監修していただ

き、講師は群馬大学医学部附属病院の医師、群馬県看

護協会や県内医療系大学の看護師など総勢約20名に担

当していただきました。この研修会の様子は地元のテ

レビや新聞で大きく報道されております。また、受講

希望者がまだ大勢いたため、７月11日に第２回実技研

修会を開催し115名が参加しています。 

実務を行うための出動計画作成にあたっては、協力

可能な施設に意向調査を行い、各施設の状況を把握す

ることから始めました。県央ワクチン接種センターの

運営は午前・午後・夜間の３部で構成されております

が、我々臨床検査技師会にとってはやはり午前の枠が

ネックとなります。午後・夜間は概ね充足していたの

で午前の部を一部のOB・OGに協力を求めたところ快諾

第２回実技研修には日臨技 宮島会長も訪れ 

シミュレータ―を使用した研修を体験 
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していただき、問題をクリアすることができました。 

そして全国初となる臨床検査技師によるワクチン接

種は、最初に山本知事からの電話があってから１か月

足らずの６月26日に開始いたしました。意向調査の結

果をもとに当面は３部それぞれに２人ずつ１日６名体

制で協力を行うことにしましたが、現在は県からの要

請により若干増員し、平日は１日９人、土日祝日は１

日12人の会員がワクチン接種の打ち手として協力して

います。７月11日までに協力した会員は延べ108人と

なり、臨床検査技師が担当した接種人数は11,000人を

超えました。群馬県では知事がワクチン接種への加速

化を推進しており、あわせて接種率も向上していま

す。ここに我々臨床検査技師が一翼を担っていること

は大変光栄であり、医療人としてこの上ない喜びであ

ると思っています。また山本知事は７月１日の定例記

者会見で「今回、臨床検査技師の皆さんには、全国で

最も早くご協力をいただいた。県民を代表して、改め

て感謝を申し上げたい」と述べられており、我々のモ

チベーションも上がっています。 

また、現在県内では自治体からの要請で病院が集団

接種会場へ協力をしているところが多くありますが、

その中で公立藤岡総合病院では、臨床検査技師がワク

チン接種を行うための研修会を受講することを知った

病院長からの指示により、病院が協力している集団接

種会場でも臨床検査技師がワクチン接種を行っていま

す。その他にも同様の計画が進んでいると伺っていま

すので、ますます臨床検査技師への需要は増えていく

ものと予想され、大変喜ばしいことと思っています。 

最後に、全国に先駆けて我々臨床検査技師に協力を

要請してくれた山本知事及び群馬県健康福祉部の皆

様、我々臨床検査技師がワクチン接種センターへ協力

することを快く承認していただいた各施設長の皆様、

ワクチン接種基礎研修を実技研修会開催までに急遽間

に合わせてくれた日臨技執行部の皆様、加藤部長はじ

め事務局の皆様、そして何より我々執行部の方針を理

解し積極的に協力してくれる群臨技会員の皆さん、そ

の他協力していただいたすべての方へ感謝を申し上

げ、臨床検査技師の認知度がますます向上すること、

そしてこうした活動の積み重ねが我々臨床検査技師の

明るい未来へ繋がっていくことを祈念いたしましてご

報告とさせていただきます。 

実際の臨床検査技師によるワクチン接種の様子 

https://www.youtube.com/watch?v=-

OtgoG93XCc&list=PLzS904xpc4ZE1-

sWwQwoEpzPkBUko8rOz&index=146 

地元テレビ・新聞からも取材されました 

テレビ群馬 

令和３年６月20日放送  
 

『ワクチンの「打ち手」確保へ 

県央ワクチン接種センターで 

臨床検査技師の研修会』 

放送内容は群馬テレビのYouTube

チャンネルで公開されています。 

下記URLをご覧ください。 

上毛新聞  

令和３年６月21日付 

21面 
 

『県央センター 

臨床検査技師が研修 

接種実技や手順確認』 

この記事は上毛新聞社の許諾を得て転載し

ています。 



～ 神戸市による臨床検査技師対象の 

新型コロナウイルスワクチン接種実技研修 ～ 

神戸常盤大学保健科学部医療検査学科 

 学科長 坂本 秀生            

 神戸常盤大学では神戸市と集団接種会場におけるス

タッフ派遣の協定を結んでおり、医師・看護師・歯科

医師教員が協力しておりました。神戸市の集団接種会

場を増設するに際し、打ち手不足が懸念されていたと

ころ、「令和３年６月４日発出 厚生労働省医政 局

長、健康局長、医薬・生活衛生局長通知」を受け、臨

床検査技師にも協力要請がありました。 

 その後「令和３年６月17日発出 新型コロナウイル

ス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨

床検査 技師、救急救命士による実施のための研修に

ついて(第二報) 」を受け、神戸市では歯科医師向け

にワクチン接種の実技研修を行っていた実績を元に、

第二報と「令和３年６月11日発出 新型コロナウイル

ス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨

床検査技師、救急救命士による実施のための研修につ

いて」に掲載された職種ごとの留意点を含めた実技研

修内容を組み初めました。 

 本学の臨床検査技師教員は６月18日から開始された

「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種基礎研修

（座学）」を視聴し座学研修を終え、令和３年６月24

日 神戸市の集団接種会場となる須磨パティオにて、

新型コロナウイルスワクチン接種の臨床検査技師向け

研修を受講しました。兵庫県臨床検査技師会（兵臨

技）からは、座学研修修了者リストを兵庫県へ提出し

ていただき、神戸市は座学研修修了者リストに載って

いることを確認、さらに座学研修修了証と本人確認の

ために身分証明書を確認後、実技研修後に受講修了証

をいただきました。実技研修会場には兵臨技の真田

浩一会長と松田武史副会長が視察され、今後は神戸

市から委託を受け、兵臨技が実技研修会を実施でき

るよう準備を進めていただくことができそうです。 

 実技研修準備にあたっては、善意で協力する臨床

検査技師が法を破ることが無いよう、十分に厚生労

働省から発出された文書を理解したうえで、県や市

町村との事前準備が必要であり、講師の先生にも

「職種ごとの留意点を含めた」実技研修内容を理解し

ていただくことがポイントであると実感いたしまし

た。 

 今回は神戸市と神戸常盤大学が協定を結び、そこ

に臨床検査技師教員がいたことからこのように実施

できました。急ピッチでありながらも、迅速に神戸

市の要請に応えることができたのは、日臨技がWeb研

修を早急に整備していただけたおかげ、座学研修修

了者リストを兵臨技が迅速に兵庫県へ提出していた

だいたおかげです。神戸市民として心より感謝申し

上げます。 

 臨床検査技師は７月３日から集団接種会場で打ち手

として協力し、臨床検査技師が入ることで平日も接種

可能となりました。今後は神戸市民のみなさんに、で

きるだけ早くワクチン接種して安心いただけるように

全力で取り組んで参ります。  

実技研修会場の様子 

シミュレータ―を使用しての実技研修 

実際の接種会場での流れを説明 
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（編集後記）第70回日本医学検査学会は現地（博多）でお会いできることを願っておりましたが、新型コロ

ナウイルス感染の勢いは収まらず叶いませんでした。残念です。東京では４回目の緊急事態宣言が発せら

れ、オリンピックも一部を除き無観客。思え返せば、２年前、オリンピック観戦チケットを申込、外れて悔

しく思ったことが思い出されます。新型コロナウイルスワクチン接種により、様々な制限が緩和されること

を願っています。                                   （花牟禮） 


