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P1 ～P5 第63回日本医学検査学会報告 

P6 第64回日本医学検査学会のご案内/佐賀県臨床検査技師会よりHot News～「女性理事数が過半数に」～ 

P7 日臨技認定管理検査技師コース講習会 レポート  

中井規隆 

学会長               渡邊 博昭  

  
第63回日本医学検査

学会を平成26年５月17

日（土）・18日（日）

の２日間にわたり新潟

市の朱鷺メッセ新潟コ

ン ベ ン シ ョ ン セ ン

タ ー、ホ テ ル 日 航 新

潟、ANAクラウンプラ

ザホテル新潟に於い

て、メ イ ン テ ー マ に

「越（こ え る）」、サ

ブテーマに「私たち臨床検査技師の医療への挑戦」を掲

げて開催いたしました。 

本学会の一般演題登録数は英語演題31題を含め710題

で、参加人数は一般会員2,902名、賛助会員494名、非会

員27名、学生406名に加え、機器・試薬展示会・共催セミ

ナー関係者約1,700名、市民公開講座1,400名余り、情報交

換会約800名でした。 

 

学会の内容は超音波検査を中心とした生理機能検査に

ややウエイトを置きながら各分野の企画をバランス良く

日程に組み込みました。 

 学会長特別企画として「超音波検査中級者からエキス

パートへ Step up ～越（こえる）break through～」と

題して２日間に渡り、心臓領域と腹部領域に関してそれ

ぞれエキスパートの先生方にご講演をいただきました。

参加会員にとってはエキスパートへステップアップする

ためのヒントが得られるような内容になったと考えてい

ます。 

ワークショップには「乳腺」遺伝子・病理・細胞・生理

の各分野の見方・考え方を企画いたしました。「乳腺」

という限られたテーマにも拘らず多くの会員に参加いた

だき関心の高さが伺えました。 

 他団体との交流では日本臨床検査医学会、日本未病シ

ステム学会、日本臨床検査学教育協議会と共同で企画を

進めました。それぞれ特色のある企画となったと考えて

います。 

  

   

◆第63回日本医学検査学会報告◆
 

日時：平成26年5月17日（土）・18日（日） 

 パネルディスカッションに「男女共同参画企画」多面

的にとらえる共同参画社会への取り組み～臨床検査技師

のキャリアアップ、WLB（仕事と生活の調和）実現に

向けての提案～を企画しました。学術的な企画では無い

にも拘らず、予想以上の参加がありました。女性会員だ

けでなく男性会員にも参加いただいたことは企画として

成功したと考えています。 

 学会特別フォーラムとして、検査診断への展望～その

2～ Reversed Clinicopathological Conference（R-CPC）を

企画しました。検査説明・相談のできる技師の育成に一

役を担ったと考えています。 

 機器・試薬展示発表会につきましては、ブースの配置

に配慮し、またアトラクションを設けることによって、

常に人の波が途切れること無く予想を遥かに超える来場

をいただきました。正直なところほっと安堵の胸をなで

おろしています。 

また本学会では学会ホームページを最大限に充実さ

せ、併せてFacebookやTwitterを立ち上げなどの広報活動

を行いました。新たな試みとしてWeb抄録を作成するな

ど次世代型の学会となったと思います。 

どの会場もほぼ満員となる位に多くの皆様方にご参加

をいただきました。役員一同心から感謝申し上げます。 
 

 

 

 

次回の第64回日本医学検査学会は、（一社）佐賀

県臨床検査技師会の百田浩志会長の下、2015年５月16

（土）・17日（日）に福岡国際会議場、マリンメッセ

福岡、福岡サンパレスで開催されます。多数の会員の

皆様の参加により盛会に開催されますことを祈念申し

上げます。 

学会終了時

宮島会長と

学会役員 
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実行委員長                     山崎 恒  
 
この度は、第63回日本医学検査にご参加を頂き誠にあ

りがとうございました。本学会のテーマ「越（こえ

る）」にふさわしい学会づくりに取組んでまいりまし

た。 

 参加の皆さんにご満足が頂けたか不安もありますが、

学会を振り返って、私自身が取り組んで行った事につい

て述べたいと思います。 

 昨年の第62回の高松の学会が終わり、取り組んだこと

は、企業回りを早急に行わなければという思いで７月、

８月の約3.5日間、20社程を渡邊学会長、運営会社スタッ

フと訪問し、企業展示ならびに共催セミナーのお願いに

参りました。また運営会社の変更により案内の送付先の

調査を学会運営部で行い、330社に送付を致しました。

自動化学会においては、企業訪問のできなかったブース

を訪問し40社程度ご挨拶とお願いを致しました。また、

ほかのスタッフからも訪問をお願いしほぼ全展示ブース

にご挨拶を行いました。企業様のありがたいご協力で91

社の展示発表会となりました。会期中におきましては、

賑わいが絶えずあり盛況のうちに終わる事ができまし

た。 

 学会の特徴として、学会長の想いから生理検査にやや

ウエイトをおいた企画を致しました。私は学会のバラン

スや今やらなければならない企画を取りまとめました。   

 本学会は北日本支部担当開催である事から、その企画

を伊藤支部長よりお計らい頂き東北大の長沢光章氏に支

部企画のご講演をお願い致しました。 

新潟県には臨床検査技師養成学校が４校ある事から学

生を対象としたシンポジウムを日本臨床検査学教育協議

会共同企画として行い、地方開催の特徴づけをしまし

た。 

日臨技会員の６割は女性技師と言う事から男女共同参

画企画を行い多数のご参加と共感を頂きました。ほか各

研究部門のスタッフからはタイムリーな企画をお願いし

ました。 
  
 会員の皆様に“わかりやすい”ホームページを提供し

たく展示の会場図ならびに出展企業一覧を掲載はじめ、

映像での学会長挨拶やSunset meeting、モーニングファン

ランなどのお知らせを致しました。 

 またホームページでは載せきれない情報に関しては、

FacebookやTwitterで紹介を致しました。今回、英語版

でのホームページも作成しました。 

展示会場責任者        山川 栄一 
 

 いかに多くの来場者を展示会場へ誘うか・・・。  

これが私に課された使命でした。 

学会開催にあたり多くの企業様に出展協力をいただきま

した。 

 来場者の期待に応えつつ企業様も満足していただくた

めに学会参加者にいかに展示会場へも行ってみたいと思

わせるか、そして企業様に展示業務外でも学会を楽しん

でいただくかを重点に企画を練ってきました。 

 

・無料休憩スペースの設置 

・無料ドリンク・新潟有名スイーツの提供 

・スタンプラリー抽選会の実施 

・新潟B級グルメの販売 

 

 新潟B級グル

メ販売は、会場

近隣に飲食店が

少ない事もあ

り、ランチョン

セミナーに参加

できなかった参

加者および展示

企業担当者の昼

食確保のために

企画いたしまし

た。 

 イタリアンをはじめとする有名B級グルメを準備・販

売いたしました。 

 多くの方にご購入いただき、本来の目的であった昼食

目的も多かったのですが単純に味わってみたいと購入し

ていただく方もいて好評であったように思われました。 

 以前から個人的に多くの展示会場を訪れて感じていた

課題であった小さなブースへの来場者増加への対応にも

取り組みました。 

 全体的に準備した来場者増加の仕組みも機能して多く

の方々に来ていただいたと思っております。 

 

 来場していただいた会員の皆様、そして展示に参加し

ていただいた企業の皆様、ありがとうございました！ 

 抄録に関してはWeb抄録となり、会場内をWi-Fi環境

としました。タブレット等の利用が高まって来ており、

今後の学会では“あたりまえ”となることと思います。 

 特別企画の抄録では、顔写真や履歴を掲載させて頂き

ました。各講師の方からご協力を頂き誠に感謝申し上げ

ます。また編集に際しては技師スタッフから多大な努力

をして頂きました。 

 実行委員長としての役割はアイディアの助言であり、

これまで述べた立案・実行は新潟県技師スタッフの創意

であり、学会テーマ“越”はまさに自己を越えたス

タッフの働きによるものです。学会に参加した方、

講演を頂いた先生方、すべての思いで無事、終えた

事に深謝致します。 
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生理部門企画担当     桑原 喜久男  
 

 第63回日本医学検査は渡邊学会長の熱い思いから、

生理検査に少しウエイトをおいた内容で計画を進める

お話をお聞きして担当としては身の締まる思いで特別

企画にあたりました。 

 生理検査で企画したものや他分野と合同企画した特

別企画を振り返ってみたいと思います。    

 シンポジウムⅠ『生理検査における診療支援を考え

る』では生理検査を取り巻く状況と、「今後、生理検

査が向かうべき方向はどこなのか？」を各方面でご活

躍中のシンポジストの業務から考えてみたいと企画い

たしました。 

 現在、業務内容が多岐にわたり、通常の生理検査室

での検査だけでなく、治療の現場に立ち会い、治療に

直結した結果を求められる検査が増えてきておりま

す。シンポジスト

には現在、ご自身

がどのようなお仕

事をされ、他の医

療スタッフとどの

様に関わっている

かをお話いただ

き、臨床検査技師

として仕事をして

いく上での問題点

等はどの様なもの

があるのかをお話しいただきました。今後、臨床検査

技師として行って良いのか答えの無い、いわゆるグ

レーゾーンを臨床検査技師でも行える、行って良いん

だという法的なものを含めた後ろ盾の必要性を会場の

参加者と共有することが出来たと考えております。 

 学会長特別企画～『越』break through～は渡邊学会

長の「超音波検査に従事する会員の勉強する場を設け

たい」との意向によって企画されました。超音波に従

事している技師が常々考えている『この考え方で良い

のか？』『この読み方で良いのか？』『検査の進め方

かはどうするのか？』に対して答えていただける内容

になっていたと確信しております。講師の先生方はこ

のレクチャーを成功させるために、事前に学会場内で

打ち合わせを1例ずつ、プレゼンの画像を見ながら、熱

い議論を交わしているのを拝見し、必ず、この熱い気

持ちは参加される方々に伝わるはずと確信しました。

心臓、腹部両日ともに500名入る会場がレクチャーの３

時間、ほぼ満員となり、また、今回導入しましたアン

ケートアナライジングシステムで受講者も各自の意見

をアンケートに応えて反映することができ、受講者参

加型の有意義なレクチャーになりました。 

 ワークショップ『乳腺』は乳がんという疾患の検

査、診断、治療に向かう際に病理検査、細胞診検査、

遺伝子検査、生理検査が携わっております。現状とし

て、なかなか他分野のやっている事が良く分からな

い。それぞれの分野の事を他分野の方々に知っていた

だき、お互いに勉強することが出来る場を設けたいと

いうコンセプトで企画を始めました。   

 参加者には1日ご参加いただければ、午前は乳がんに

必要な各検査の基本的な事柄を、午後は細胞診、超音

波における鑑別困難な例を取り上げ、超音波では判読

困難な例も細胞診ではこう読める。逆もしかり。参加 

された乳がん検査に携わる各分野の会員の皆様にとって

有意義なワークショップになったのではないでしょう

か。 

 生理検査教育講演は心エコーを取り上げました。近

年、心エコーを用いた心機能評価は左心系はもちろん、

右心系を評価することが注目を集めております。私たち

臨床検査技師は、この様な新しい検査法の判読法にも通

じ、正確で再現性のある結果を提供することが求められ

ております。参加された方には右心機能の評価とは何

か、予後等にどのようにかかわっているのか等、基本的

な事から、実際にどのように計測するのか、実際の検査

法にも話が及びルーチンワークに取り入れることを検討

する施設が増えるのでは？と考えております。 

 生理検査が携わった4つの特別企画を振り返ってみまし

たが、総論的なシンポジウムをはじめ各検査についての

レクチャーやワークショップに参加いただきました会員

各位に感謝申し上げます。 

 今回は時間的にも長いものが多く、疲れて途中で帰ら

れる方が多くならないか・・・と心配しましたが、どの

会場も始めから終りまで会員の皆様が席を立つことなく

参加され、感激いたしました。最後にこのような企画

も、賛同いただいた講師、シンポジストの皆様のご協力

がなければ有意義なものになりませんでした。改めて皆

様のご協力に感謝申し上げます。 

 特別企画にご参加いただきました皆様は、今ある自分

を『越』きっかけが掴めたと思います。今後、その掴め

たものを大きく展開していただければ幸いです。 
 

学会補佐局            片桐 智美  
  
第63回日本医学検査学会では、学術局、男女共同参画

企画、学会補佐局を担当しました。  

 学会運営に関しての裏話と所感をご報告いたします。 
 
ちょっと聞きなれない「学会補佐局」とは 

学会三役のサポート役としてレスポンスの早い対応が

できるようにと急遽立ち上げられた、いわば秘書局のよ

うな部署で、三役ではこなし切れない細かなチェック業

務や学会事務局と運営事務局および日臨技事務局との調

整役を担っています。 

準備終盤になると日を追うごとに業務量も増え、さら

に日臨技関連行事や学会内容がより一層具現化されるた

め、連日各種対応に迫られました。学会直前にはあらゆ

る場合を想定し、頭の中で動きをシミュレーションする

ことを心掛けてきたつもりでしたが、いざ当日になりま

すと総合案内では様々な問い合わせや依頼に即答できな

い場面もありました。 

 賛助会員受付では参加申込書の確認作業と釣り銭不足

から長蛇の列となり、ご迷惑をおかけしましたが、“気

分解消”の一助と思い 記名台にキャンディーボックス

（飴玉）を置かせて頂きました。他にも、PC受付・市民

公開講座の待ち時間、展示会場でもお配りをしました

が、ほんのチョットの『おもてなし』が伝わりましたら

幸いです。 

一般市民公開講座での事～櫻井さんの心遣い～ 

ジャーナリストの櫻井よしこ氏を講師にお迎えし 

『今、日本が直面する内外の課題と今後の医療界の役

割』と題して、ご講演頂きました。マスメディアに登場

する櫻井さんは、いつも歯に衣着せぬ物言いで、はっき 
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り言うので聞い

ていて気持ちが

良いほどで、こ

の日も1,400名余

りの一般市民の

方々を前に聴衆

を魅了していま

した。 

 ですが一歩檀

上を降りられた時の彼女（馴れ馴れしくてすみませ

ん）は気配り・心配りの方で、会場では自分の声が聞

き取れたか？早い口調ではなかったか？と気遣い、講

演に先立っての打合せでも主催者側の話に視線をそら

さず傾聴し、頷いていらっしゃる姿を目の前にして違

う一面を垣間見ました。新潟駅では事務所スタッフに

と新潟土産も選んでいました。 

「パネルディスカッション」からの想い 

女性が大半を占める臨床検査技師。昨今、女性専門

外来が病院内に新設され、活躍の場が益々広がってき

ている一方で出産・育児・介護により退職せざるを得

ない現状があります。本学会では男女共同参画企画と

して多面的（イクメン・職場環境・行政）なサポート

体制を５名のパネリストから提案を頂き“情報共有の

場”を提供しました。他企画と重なるため参加人数が

気になるところでしたが、実際には予想を上回り、男

性 技 師 の 姿 も 多 く、

「越⑤スイーツ」を堪

能しながら、其々の立

場での活発な意見が交

わされました。 

 厚生労働省からはポ

ジティブアクションが

推進されていますが、

自己意識があってこそ周囲の理解と権利が得られ、よ

り良いWLBが実現される。“ともに働きともに学び支

え合う”そんな姿勢を目指そう！と締めくくられまし

た。 
 
最後になりましたが、全国から参加いただいた会員

の皆様、そしてご協力いただきましたすべての方々に

心から感謝申し上げます。有難うございました。 

 

情報交換会担当        小林 清子  
 
この度の情報交換会には、多くの皆様にご参加いた

だき、誠にありがとうございました。学会中の貴重な

時間を多くの皆様と共有できたことは大変うれしく、

また感謝しております。事前申し込み者数も当日申込

み者数も大変多く、最終的に800名近い皆様にご参加い

ただきました。多くの皆様にご参加頂きたいという想

いから、直前まで参加を受付け、締め切りのタイミン

グに苦慮しましたが、会場スペースや安全な運営の都

合上、ご来場をお断りしなければならない状況になっ

てしまい、大変心苦しく思っております。参加者の皆

様にも多少窮屈な思いをさせてしまいましたことをお

詫びいたします。 

情報交換会の立案・企画については、新潟の代名詞

である「食やお酒の美味しさ」を伝えたい気持ちは 

もちろん、今までにない演出を取り入れ、学会テーマ同

様、何か「越える」ことに挑戦したいという思いで取り

組んでまいりました。料理については県産食材にこだわ

り、お酒については地酒屋台を設置し、スタッフ自らが

厳選した新潟地酒や梅酒を多数用意し、スタッフが参加

者と対面形式でおもてなしするという企画を立てまし

た。お酒を通して新潟のスタッフと全国の会員の皆様が

直接触れ合える場になり、会員同士が楽しく語り合う姿

が大変印象的でした。また、抽選会企画として、新潟の

食の代表であるコシヒカリを10名の方にお送りいたしま

した。今頃、新潟自慢の米を全国各地で美味しく味わっ

ていただけていると思います。 

 会の中盤では、次期開催県で

ある佐賀県臨床検査技師会の皆

様にご協力いただき、開催PRで

会場を盛り上げていただきまし

た。そして、会の終盤では新潟

の祭りをイメージし、長岡赤十

字病院の技師による新潟総おど

りが披露され、会場を盛り上げました。 

 クライマックスには、この会で最も皆様にご覧いただ

きたかった演出「長岡花火」の上映を行いました。日本

三大花火の一つである長岡花火の素晴らしさをこの機会

に皆様にお伝えしたく、代表的な「天地人」と「フェ

ニックス」を音楽に合わせ、見渡す限りの広い会場全面

に映像で打ち上げました。暗い会場の中、色とりどりの

花火が次々と天井に向かって打ちあがる演出に、参加し

た皆様には驚きと感動を与えられたと思っています。特

にフェニックスは新潟の震災の復興を祈願して作られた

花火であり、復興への御礼、そして東北の方々への応援

の気持ちを込めて企画いたしました。 

 初めての試みで困難もありましたが、皆様の驚きと感

動の姿を拝見し、我々も何かを「越えた」ような気がし

て、達成感を味あわせていただきました。 

 

短い時間ではありましたが、参加された皆様が新潟の

良さを「見て」「感じて」「味わって」いただけたら、

企画者としては大変うれしく思います。最後に、情報交

換会にご参加いただいた皆様、企画運営から多大なご協

力をいただきましたすべての関係者の方々に心より感謝

申し上げます。 

 

広報局長             堀川  良則  
 

 本学会での広報活動は、学会公式ホームページ、それ

に付随したSNSサービスFacebookとTwitter、一般市民を

対象とした市民公開講座の３分野で行いました。 

 ホームページについては今回から初めて英語版を掲載

しました。詳細は担当者がおりますので割愛させていた

だきます。 

 SNSサービスは、スマートフォンの普及に伴う自然現象

であり公式ホームページに掲載するまでもない我々の七

転八倒を皆様に紹介することにより親近感を感じてもら

えたらと始めてみました。情報発信に協力してくれたス

タッフのご尽力には感謝の気持ちでいっぱいです。 

 また、Facebookに「いいね！」をしてくれた会員の皆

様にも感謝いたします。今回の市民公開講座は、2000人

収容のホールを用意したので集客が大変でした。 
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 当初は行政が発行する区役所だよりなど無料広告出

版物を活用し、さらにポスターやチラシを作製し新潟

県会員の施設へ掲示していただくなど努力してみまし

たが、事前参加者数が伸び悩み苦戦を強いられまし

た。次の戦略としては地方テレビ局への無料TV伝言板

に出演しテレビ広報活動をしてみました。内輪では反

応が大きかったのですが、これまた決定力不足に終わ

りました。やはり、多少コストはかかりますが、少し

でも多くの方々に櫻井よしこ氏の講演を聞いて頂きた

い、より多くの方々に臨床検査技師を知っていただき

たいという思いから、メディアの力を利用して一般市

民にアピールしようという運びとなりました。新潟駅

プラットホームへのポスター掲示、地方新聞広告掲載

およびテレビＣＭを実施致しました。その結果、事前

参加者数がうなぎ上りとなりました。 

 最終的には1,416名の一般市民に参加していただくこ

とができました。開場前から入場待ちの列ができたと

きは、嬉しさと安心感からほっと胸を撫で下ろしまし

た。一般市民のみなさまへ我々「臨床検査技師」とい

う職種を少しでも知っていただけたらという思いが、

ほんの少しだけ叶った気がしました。  

 本学会に参加された会員の皆様、新潟までお越しい

ただき本当にありがとうございました。次は、佐賀県

担当の福岡でお会いしましょう。 

 

ホームページ企画       近藤 善仁 
 

 第62回大会を参考にし、今大会用コンテンツの充実

を図りました。 

 まず、公式ホームページ（以下HP）では、実行委員

会の情熱と新潟の魅力が、会員皆様の心へ届くようプ

ロモーションビデオを配信し、好評を得ることができ

ました。また、展示発表会の企業紹介や各種イベント

の詳細案内なども随時発信することによって、「楽し

そう！」「参加したい！」と思っていただけるようHP

のクオリティーを高めていきました。全体的に安易な

PDFリンクを多用しないように心がけ、”よくある問

い合わせ”をQ&A方式で掲載するなどして、閲覧者の

視点に立ったHP制作に努めました。 

 Web抄録では、閲覧者を意識し、視覚的にも操作性

的にも工夫をしましたが、企画から納品までがタイト

であったため、要望が全て反映し切れなかったことも

事実です。このようなデジタルツールには、賛否両論

があり、次回も同じくweb抄録にするか、または学会専

用アプリを開発するかで方向性は進んでいくと思いま  

 

 

すが、時代にマッチした形で会員へ還元してほしいと願

います。 

 そして、FacebookやTwitterなどのSNS（ソーシャルネッ

トワークサービス）を用い、公式HPだけでは伝え にく

いPOPな内容やタイムリーな情報をリアルタイムに発信

し続け、最終的には記事をアップすると300人ほどが閲覧

してくれました。SNSを用いた広報は、以前の学会には

ない手法であり、今後の開催県にも利用してほしいと考

えます。 

 学会当日、他県の参加者より、「今回のホームページ

は更新が早く、情報量が例年より豊富なので、今までと

違う学会だと思い来てみたが、その通りだった。」とお

褒めの言葉も頂戴いたしました。  

 関係者の皆様のおかげで、間違いなく「越えた」ホー

ムページであったと確信しております。  

 

事務局               加藤 靖彦  
 

新潟県での日本医学検査学会の開催は43年ぶりであ

り、第63回大会の事務局として学会運営に携わる機会を

頂いたことに心より感謝申し上げます。 

 今まで、技師会の仕事に携わった経験がなく、突

然、全国学会の事務局を仰せつかり、当初は、右も左も

分からずに困惑しておりましたが、この１年半は学会運

営を通じて技師会の皆様とのつながりができ、貴重な経

験をさせていただきありがたく思っております。 

前回大会の香川県の学会視察に行ったときには、１年

後の自分の姿が想像できず、本当に、学会の事務局とし

て機能できるか不安だらけの状態でした。まだ１年あ

る、などと変に自分を納得させていましたが、気づいて

みれば、あっという間に本番を迎えておりました。学会

の開催が近付くにつれ、日に日に業務後の学会の仕事量

の占める割合が増えていき、また、初めての学会運営参

加ということで失敗も多々あり、立ち行かなくなりそう

な時期もありましたが、学会長、実行委員長、副事務局

長をはじめ、実行委員の皆様の支えのおかげで、何とか

事務局として最低限の仕事はできたのではないかと思っ

ております。 

 学会開催中は、多くの会員の方々に参加いただき、700

題を超える一般演題数、検査結果の説明できる検査技師

の育成に取り組んだ内容での様々な特別企画、ジャーナ

リストの櫻井よしこ氏による市民公開講座、企業展示発

表会、情報交換会など、どれも盛会の内に終わり、その

光景を垣間見て自分の今までやってきたことが実を結ん

でいることをひしひしと感じ取ることができ、これまで

の苦労が報われた思いでした。 

 今学会のメインテーマは「越（こえる）」でありまし

たが、学会運営においても、実行委員一同の力を結集し

て、何かを『越える』ことができたのではないかと実感

しております。 

 最後に、学会に携わった皆様、協賛・展示出展メー

カーの皆様には、メール対応、電話対応等の不手際な

ど、至らぬ点が多々あり、様々な面で大変ご迷惑をおか

け致しました。この場をお借りしてお詫び申し上げま

す。また、日臨技事務局、第62回香川大会の事務局長に

は、学会運営に関しまして、いろいろとご指導いただき

誠にありがとうございました。  

 来年、佐賀県の担当で開催される第64回日本医学検査

学会が盛会に開催されますことを祈念申し上げます。 学会ＨＰ 
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 第64回日本医学検査学会の学会長を仰せつかった、一般社団法人 佐賀県臨床検査技師会です。  
 学会の会期は平成27年５月16・17日です。例年通り前日15日にはスキルアップセミナーも企画しております。 

 

 会場は、残念ながら佐賀県内に日臨技の開催条件を満たす会場がなく、福岡

県の福岡国際会議場をメインとし、隣接した２か所（福岡サンパレス・マリンメッセ

福岡）の施設で行います。 

 羽田便だけでも１日55往復を数える福岡空港や、福岡市のメインステーション

博多駅とのアクセスも良好です。  
 
 メインテーマは「SAGA 創 未来（さがそうみらい）」。サブテーマは「時代が求め

る風になれ」といたしました。佐賀県会員が結束して、臨床検査技師の未来をお

示しいたします。その中で参加いただいた技師には「検査技師になって良かった

な」、 

学生には「早く検査技師になりたいな」と思える、未来につながる知識・技術を得

て 

頂ければ幸甚です。どうか、よろしくお願いいたします。  
  

  １．特別講演 

①「九州国際重粒子線がん治療センターの役割と展望」  

②「久山町コホート研究」  

③「肝がん死亡率1位からの脱却」                           ２．ラウンド

テーブルディスカッション「さがそうみらい」若手技師による未来を語るコンテスト３．学会特別フォーラム

「検査診断への展望 ～その３～」（R-CPC） 

  ４．特別シンポジウム「時代が求める風になれ」厚生労働省・医師・看護師・国際・宮島会長 

  ５．シンポジウム 

    ①「病理検査業務の効果的な運用について」病理 

    ②「尿沈渣と臨床との関係」一般 

    ③「結核の院内感染対策と新しい治療法」微生物 

    ④「臨床化学を志す人は何を目指すか？ －臨床化学力を伸ばすために－」化学 

  ６．教育講演 

    ①輸血 ②血液 ③公衆衛生 ④微生物 ⑤病理 ⑥生理 

    ⑦「術中モニタリング 入門と応用 －手術への検査技師の関わり－」〔日臨技企画〕 

  ７．パネルディスカッション 

    ①血液 ②生理 ③「国際化を考える」〔日臨技企画〕 

    ④「末梢血標本における細胞の判定基準について」〔日本検査血液学会共催〕 

  ８．症例カンファレンス「症例から学ぶ感染症」微生物 

  ９．一般演題（口演・示説） 英語ポスターセッション〔日臨技企画〕 

  10．機器試薬展示 

    11.スキルアップセミナー ①一般検査 ②輸血 ③生理 ④微生物 

  12．その他の企画 文化講演 学会長講演 懇親会 

佐賀県臨床検査技師会より   Hot News～「女性理事数が過半数に」～ 

 

 一般社団法人佐賀県臨床検査技師会は、平成26・27年度理事の女性理事数が過半数に達しました。 

 平成18・19年度、日臨技女性部会の委員をさせていただき、女性が役員に参画することの重要性を学ぶことができました。  

 これを何らかの形で還元できればと思い活動してきました。佐賀県臨床検査技師会は役員改選の度に女性理事数は増え

ていき、今回、過半数に達しました。女性会員が８割を占めることが予想されている今、女性理事数が過半数となったことだけ

で記事を書くのは恐縮ですが、会報ＪＡＭＴ編集部より投稿依頼がございましたのでご報告いたします。 

 我が国は、少子に伴い人口減少社会に突入しました。労働力人口は減少し、あらゆる分野で女性の活躍が期待されてい

ます。また、「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」に向けて、様々な取り組みがなされています。女性だけでなく男

性においても働き方の多様性が見られる中、男女がお互いを尊重し能力を十分に発揮し、会務を遂行することが望ましいと

思われます。   

 平成27年度の第64回日本医学検査学会は佐臨技が担当します。担当県として一致団結して開催いたします。 

（一般社団法人佐賀県臨床検査技師会 総務担当副会長 堤玲子）  
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★「病院の会計方法」は、財務会計と管理会計の相違

点や貸借対照表の見方などを、会計の素人にも分かり

やすく講義していただきました。 
 
【２日目】 

★「文書の表現方法」

では、講義と、実践と

して『内科病棟でノロ

ウィルス感染が発覚

し、同病棟で院内感染

が拡大中。内科病棟を

閉鎖することに決定し

た。』という設定で、

院内または院外に向け

ての文書をグループごとに作成し、発表しました。 

★「医療政策への対応」は、臨床検査技師から政治家

へ転身された安田先生から、医療全体の現状と、臨床

検査の仕事・臨床検査技師の立場を「国会だけでなく

都道府県レベルからアピールすることが重要。法制度

改正には“政治力”が必要。連盟の活動にも参加

を！」とのメッセージがありました。 
 
【３日目】 

★「登録衛生検査所の概要と課題」では、日衛協の現

状および病院検査室と衛生検査所の共存共栄などにつ

いて踏み込んだ内容の講義でした。受講者からの質問

も多数でした。 

★「部門戦略策定スキル」グループワークは、前日に

課せられた予習の成果で、各グループとも時間内に課

題をまとめ発

表することが

できました。

受講者の皆さ

んは全員頭を

抱えながらも

熱心に取り組

んでいました。 
 
★その他の講義もすべてが専門的な内容で、消化不良

を起こさないよう復習の必要性を感じました。 
 

 講師の先生方、ありがとうございました。 

 受講者の皆さんも大変お疲れ様でした。 

 また８月に、熱い３日間が待っています。宿題の提出を

忘れないようお願いします。 

 なお、次回の２日目、３日目はＡＰ品川で開催しま

す。会場もお間違えなく。 

＜担当執行理事  岩上 みゆき＞ 

6月20日（金）日臨技会館（平成26年度受講者） 
講義１「管理検査技師への期待～日臨技の立場から～」   

会長 宮島 喜文 

講義２「良き人間関係を構築するために～コミュニケーションスキル～」 

    認定コミュニケーショントレーナー 三浦 一志 

講義３「病院の会計方法 ～財務と採算性～ 」 

    経営コンサルタント 萩原 正英 

講義４「経営学概論 ～マーケティング論と経営戦略  ～」 

    日本医科大学千葉北総病院 町田 幸雄 

 

6月21日（土）東京工科大学（平成25・26年度受講者） 
講義１「文書の表現方法 ～実用的な文章を書くために～ 」 

    自由が丘産能短期大学 准教授 小野 洋子 

講義２「精度保証の考え」 

    天理医療大学臨床検査学科 山本 慶和 

講義３「チーム医療の実践」 

    チーム医療推進協議会 代表 半田 一登 

講義４「医療政策への対応」 

    京都府議会議員 安田 守 

講義５「これからの医療・介護政策：社会保障制度改革国民会議報告書

から考える」 

    慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科 教授 高木 安雄 

 

6月22日（日）東京工科大学（平成25・26年度受講者） 
講義１「登録衛生検査所の概要と課題」 

日本衛生検査所協会 常務理事 金村 茂 

講義２「部門戦略策定スキル」グループワーク① 

    日本医科大学千葉北総病院 町田 幸雄 

講義３「経営・運営組織構築の基礎」 

    公益財団法人 星総合病院 理事長 星 北斗 

講義４「部門戦略策定スキル」グループワーク② 

    日本医科大学千葉北総病院  町田 幸雄 

 

（敬称略） 

（編集後記） ワールドカップで日本が予選リーグで敗退してしまいました。日本らしさが出せなかっ

たという声も聞かれますが、精一杯やった結果ですし、しっかり楽しませてもらったことに感謝しま

しょう。自分探しって言葉があります。でもいくら探しても見つからない。それは自分は探すものでは

なく、作るものだからですね。是非未来のために素敵なチームを作り上げて行きましょう。ジャパンも

日臨技もそして自分も。                               【中井】           

 

日臨技認定管理検査技師コース講習会 レポート  

 平成26年6月20日(金)～22日(日)の3日間、「日臨技

認定管理検査技師コース講習会」が開催されました。20

日は、日臨技会館において平成26年度受講者のみ、21

日・22日は、東京工科大学(蒲田)を会場として25・26年

度受講者合同での開催となりました。 
  
 プログラムおよび講師の先生方は上記（枠内）の通りで

す。大変ハードな日程でしたが、受講者の皆さんは、楽し

く、かつ真剣に学んだ3日間でした。 
 

【１日目】 

★「良き人間関係を構築するために」では、二人一組で

行ったエクササイズで緊張も解け、楽しみながらコミュ

ニケーションの基礎を学ぶことができました。 


