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中井規隆 

P1 定款・諸規程改定委員会からの答申書を受理 

P2 輸血テクニカルセミナー2014開催される/質量分析に関する研修会報告 

P3 シリーズ 検査技師の新たな取り組み ～心肺蘇生③インストラクターへの道のり～ 

P4 全国「検査と健康展」各地からの報告 

P5 第64回医学検査学会からのお知らせ/検体採取等に関する厚生労働省指定講習会申込にはパスワードが必要です 
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◆経緯及び今後の進め方◆ 
担当執行理事 上原 昭浩   

  

 定款は、組織の目的や活動などについて根本となる

規則を定めたものです。定款は組織運営の根幹にあた

るとともに、組織がどのような基本姿勢で活動を行っ

ているかを内外に示す役割も担っています。 

 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会（以下「当

会」）の定款は、国が進める公益法人制度改革関連法

に基づき、会員による多くの議論を経て、平成23年に

新たに制定されたものです。新定款では新しい組織の

下に当会と都道府県技師会は別法人として独立性を尊

重し、一般・公益に係わらず臨床検査に係わる事業推

進を目指してスタートしています。 

 しかし新定款を作成してから４年が経過し、「都道

府県技師会の自主性も尊重するが、当会と都道府県技

師会は一体であるべきである」というご意見も数多く

寄せられています。また、当会の事業を推進して行く

に当たり、その実務の多くは都道府県技師会に依存

し、研修の履修率向上なども都道府県技師会にお願い

せざるをえない実状など、実務面も含めて新定款の内

容が必ずしも現在当会が進めている事業活動に整合し

ていない部分があるのも事実です。 

 そこで今年度、これまで当会に寄せられたご意見に

応え、また当会の組織的な活動をより良くするための

原点に立ち返り、現在の定款を見直す必要性があるか

を含めて検討することを目的とした「定款・諸規程改

定委員会」を設立し、議論を重ねていただきました。

そして１月30日に議論の上、作成していただいた答申

書をお預かりいたしました。提出された答申書につき

ましては、当会ホームページに掲載いたしましたの

で、是非ご覧いただければと思います。 

  

定款・諸規程改定委員会からの答申書を受理  

 平成26年8月にこの委員会を創設し、現状を踏まえ、今の定款についての見直しを諮問しました。 

 委員による審議を経て、平成27年1月30日付で、定款・諸規程改定委員会（委員長：土居 修氏）からの答

申書を受理いたしました。この答申書を尊重し、指摘された事項について、実現可能と考えられるものを盛り込 

んだ改定案を速やかに作成し、機関決定を図って参ります。 

 会員の皆様はご一読いただき、今後の理事会審議などについて、ご注目いただきたくお願い申し上げます。 

会長 宮島 喜文  

 今後は、答申内容を基に、法律の専門家の意見も聞

きながら執行理事会、理事会を経た改定案を総会の場

でご提案させていただく予定です。今回の定款改定案

につきましては、まず改定ありきではなく、当会およ

び都道府県技師会がより強固な組織として発展し行く

ために何が必要かを第一に考えたものです。改定案が

まとまり次第、公開いたしますので、是非皆さまにも

組織のあり方について考えていただきたいと思ってい

ます。 

委員会答申書 

土居委員長より答申書を受理する宮島会長 
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 東邦大学医学部にて平成27年３月21日、22日の両日に

わたり、「輸血テクニカルセミナー2014」が開催されま

した。21日は講義、22日は実技講習で、合計150名（講義

のみ70名、実技80名）の受講者が参加されました。 

 本セミナーは、日本臨床衛生検査技師会と日本輸血・

細胞治療学会との共催で、標準的技量を持つ輸血検査担

当技師の育成や輸血検査の標準化を目指している各集団

や組織の中の指導的立場または指導的立場を目指す輸血

検査技師を対象に、講義および実技により標準的な知識

と技術を基礎から深め、また輸血検査の初級者に対する

指導のポイントやテクニックを学ぶ機会でもあります。 

 １日目の講義は、それぞれ検査現場の問題に則した内

容で、充実した質疑が行われました。講義終了後の意見

交換会は95名が参加し、地区を越えた技師間の交流が活

発に行われました。 

 翌日の実技では、如何に初級者へ誤りの無い検査を指

導するかをテーマに、試験管の凝集反応の観察方法、試

験管への表記方法、結果の記載方法、検査結果の解釈を

含めた内容について議論が行われました。 

 実技の中盤、後半にそれぞれの実技内容の解説、受講

者によるディスカッション内容についてプレゼンが行わ

れ非常に有意義な研修会でありました。 

 平成27年度は、本セミナーの内容をもとに、日臨技７

支部において伝達講習会が開催されます。本セミナーに

参加できなかった方、是非お近くの支部の研修会にご参

加頂き、後進および初級者への指導を学んで頂き、輸血

検査の標準化を目指して頂ければと思います。 

 最後になりますが、本セミナーでご尽力いただいた、

日本輸血・細胞治療学会 輸血検査技術講習委員会委員

および日臨技７支部輸血担当の代表者にはこの場をお借

りし深謝いたします。 

輸血テクニカルセミナー実行委員長  

東邦大学医療センター大森病院 奥田 誠 

◆１日目：講義◆ 
 

１）「血液型検査の基本テクニックと陥りやすい誤り」 

徳島大学病院 輸血・細胞治療部 李 悦子技師 

２）「不規則抗体スクリーニングの基本テクニックと検出された   

抗体の解釈について」 

手稲渓仁会病院 臨床検査部 三浦 邦彦技師 

３）「輸血関連検査上のトラブルシューティング」 

  東海大学医学部付属病院 輸血室 杉本 達哉技師 

４）赤血球型検査のガイドライン改訂内容について  

東邦大学医療センター大森病院 輸血部 奥田 誠技師 

◆２日目：実技◆ 
 

１）試験管法による凝集判定の目合わせ（５検体×２回） 
 

２）ABO・RhD血液型検査として３検体（RhD陰性、部分凝集

検体、オモテ・ウラ検査不一致検体） 
 

３）不規則抗体スクリーニングとして２検体（陰性、陽性） 
 

４）不規則抗体同定として１検体（抗E、抗Diaの複数抗体症

例） 

～セミナー風景～ 

平成27年３月14日（土）・15日（日）に、日臨技会

館第１会議室において「質量分析に関する研修会」が

開催されました。 

質量分析は物質を分子量によって分離し、その成分

を検出する装置です。今まで研究分野において多用さ

れてきましたが、臨床検査分野への応用が徐々に進ん

できております。今回、質量分析の基本および臨床検

査関連分野における実際の応用例について学ぶための

研修会が開催されました。日臨技として初めての企画

でしたが、全国から40名のご参加をいただき、盛会に

催すことができました。 

 まず、質量分析の基礎知識として、原理や機器、操

作法などについて千葉大学の佐藤守先生からご講演い

ただき、ビタミンへの応用（千葉大学 石毛崇之先

生）、微生物検査への応用（信州大学 松本竹久先

生）、微生物学の研究活用（天理医療大学 小松方先 

生）、新生児代謝異常マススクリーニング（札幌市衛

生研究所 花井潤師先生）、アミロイドーシス診断へ

の応用（熊本大学 田崎雅義先生）、質量顕微鏡の開

発と実際（浜松医科大学 瀬藤光利先生）と、あらゆ

る分野における活用について、実際例を交えながら丁

寧にわかりやすく解説いただきました。聴講者は熱心

にメモをとりながら先生方のご講演に聴き入り、疑問

点などについての質問も多く、活発なやりとりが行わ

れました。講演スライドを中心とした内容豊富な資料

も提供され、たいへん中身の濃いセミナーでした。 

 参加者からは、また次回の企画を望む声も聞かれ、

質量分析への関心の高さが伺えたセミナーとなりまし

た。来年度以降も、質量分析に関する知識と技術の啓

発のために、第２回目の企画を進めたいと考えており

ます。 

学術企画委員  熊本大学病院 池田 勝義 
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 前回、講習会について概要を話しました。講習会で得

たスキルや知識を維持するには？学習定着率に関して

「ラーニングピラミッド」という言葉を聞いたことがあ

ると思います。（図1） 

 自己の事前・事後学習、講習会参加も効果はありそう

ですが、定着率の高い「他人に教える、すぐに使ってみ

る」が良さそうです。しかし、蘇生機会の多い職場で勤

務している臨床検査技師はごくごくわずかでしょう。で

すから、「すぐに使ってみる」という事は現実的ではあ

りません。 

 では、「他人に教える」ということはどうでしょう

か？受講者が検査室内で伝達講習する事も良いかもしれ

ませんが、それは聞き手からすれば２割程度の定着率に

しか成りません。講師となる人は、教えるのですから学

習定着率は良さそうです。しかし、実技中心の講習会内

容を言語などで伝えることは難しいです。講習内容は講

習会で教えることにより、より伝わり易いです。では、

講習会で教えるには？・・＞インストラクターになる！ 

  

 日本救急医学会認定のICLSを例にインストラクターま

での道のりを見てみます。（図２）この図中にある、日

本救急医学会のICLS指導者養成ワークショップですが、

これはインストラクターになるための指導方法を学ぶ講

習、すなわち「インストラクターとは」から始まり、効

果的に伝えるためのインストラクションメソッドを学び

ます。とはいうもののワークショップですから、グルー

プディスカッションやインストラクションの疑似体験を

して、指導のためのヒントを持ち帰ってくるコースです

（受講する場所により内容は若干異なる）。あとはコー

スで指導経験を積み、すべてのセッションでインストラ

クションできるようになってから、講習会開催権限のあ

るコースディレクターから、推薦してもらうために、

コースに参加して評価してもらいます。 

 認定された後は、日本救急医学会認定ICLSインストラ

クターとしてコース参加できます。認定インストラク

ターは、２年毎に更新があります。 

 詳細については日本救急医学会ホームページを参照く

ださい。（図３）  

心肺蘇生 ③インストラクターへの道のり （寄稿）ＪＡ愛知厚生連海南病院 志水 貴之  

図.1 ラーニングピラミッド 

日本救急医学会の主催ICLS

コース、 または認定ICLSコー

スを受講 

ICLSアシス

タントインス

トラクター 

ICLSアシスタントインストラ

クターとして日本救急医学

会認定ICLSコースの

「BLS」・「モニター」・「気道

管理」を各１回以上指導経

験をする 

日本救急医学会認定の

ICLS指導者養成ワーク

ショップに参加する 

ワークショップ受講

はインストラクショ

ンを経験してから

の方が理解しやす

いです 

指導者として認定ICLSコースに参加して、

コースディレクターからの推薦をもらう 

認定基準を満たしていることを確認し、

ICLSホームページ内の「インストラクター申

請」ページから、インストラクター認定申請

をする 

インストラクター認定 

図.2 インストラクター取得まで 

図.３ 日本救急医学会ホームページ・ ICLSページ  

http://www.jaam.jp/index.htm  http://www.icls-web.com/  
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徳島県 

山口県 

愛媛県 

長崎県 

 多くの方に来ていただき、検査総定数を超え、大

盛況であった。 

 肺機能測定、A1cなど、簡易でない機器を持って

いくことで、専門家にきちんと検査してもらえたと

いう意見があり、検査技師の存在がPRできた。ま

た、検査医に来ていただいたことで日頃相談できな

いことがきけて安心した方、検査してはじめて糖尿

病の疑いがあることを知った方がおられ、病院受診

を勧めることができたことで、検査で病気を拾い上

げることに一定の意義があったと思われる。  

福岡県 

 健康に対しての関心の高さから、無料検査（血圧

測定や骨密度測定）の実施により集客効果が期待で

き、この機会に検査説明や成人病予防に関する説明

や相談など、一般市民の健康増進に寄与するととも

に臨床検査技師への理解を深めることができた。 

 糖尿病による死亡率が高い本県においては、糖尿

病を予防すること、あるいは治療を途中でやめるこ

となく続けることを啓蒙することが重要である。県

民に糖尿病検査について情報提供提供、啓蒙ができ

たと考える。   血糖検査は成人全年齢層で人気があった。医療機

関へ受診していない高値者にはHbA1cを実施して、医

療機関への受診を勧めた。 

 感染症予防に有効な手洗いチェックと正しいマス

ク着用実習は、全年代層に実習を勧め、とても喜ん

でいただけた。学童や幼児を対象としたキッズコー

ナーを設置したことで、子供連れの保護者に特に喜

んでいただいた。 

執務した会員には、老若男女の一般市民に対応した

経験を、今後の日常業務に役立てていただくことを

期待する。  

 昨年、測定する技師数と機器が圧倒的に少な

かったため一部の検査を断わらざるを得ない状況

にあったが、今回多くの技師と機器を配置したた

め測定を希望された方ほぼ全員の検査を実施する

ことができ来場者からも感謝の言葉をいただい

た。臨床検査技師の存在と臨床検査の重要性につ

いて多くの市民の皆さんへ伝えることができたの

ではないかと思う。  

熊本県 

 ショッピングモールの通路の一部を借り、通りが

かる幅広い年齢層の市民に検査技師会を印象づける

ことができた。特に乳がん触診モデルコーナーでは

若い年齢層の来場者が多く、超音波検査や病理検査

の説明も合わせて実施できた。商業施設利用のた

め、今回の事業内容を事前に地域のチラシに掲載、

当日は館内放送でイベントの告知など広報面が充実

していた。  

鹿児島県 

  参加者数が少なかったが、その分一人で多数の検

査を受けることができて、好評いただいた。 

また、医師の健康相談前に「検査説明」に案内する

こととしたが、検査技師による説明に昨年と違いス

ムーズに応じていただき、所見のある方、希望され

る方には医師の説明を受けていただくなど充実した

体制で喜ばれた。 

会場が行楽地に近く、イベントついでに立ち寄られ

る方を期待したが、午前中の雨で出足が悪く、反

面、配布チラシにより来場された方が多く、次年度

の会場選定、広報のあり方に光明をみることができ

た。 

最後に、頸動脈エコーや肺年齢などこれまでなじみ

の薄い検査に多くの方が興味を示され、PM2.5問題や

健康意識の高さを痛感した。 

宮崎県 

  南城市は、沖縄県の中でも特定健診の受診率が

高く健康意識の高い場所であり、今回の健康展を通

してさらに健康意識が高まったものと思われた。ま

た、多くの子供たちが興味津々に顕微鏡を観察した

り、エコー機を実際に触ってみることで、科学の面

白さを体験できたことであろう。  

沖縄県 

   健康展に参加して健康への意識の高まりについ

てのアンケート結果は、高まった、少し高まったを

合わせると99%の回答があった。  

また、健康展の良かった点については、各検査を体

験したことが39.1%と一番多く、次にスタッフの丁寧

な説明や対応が27.5%であり、あと健康への意識が高

まった、子供と一緒に体験できたなどであった。  

このことから、結果説明についても来場者から一応

の評価を得たのではないかと考える。この経験を次

年度につなげていきたいと思う。  

大分県 

  一般の方に、健康への意識を高めてもらい健康診

断の受診率向上を図ることや、臨床検査技師の職種

を理解して頂くことを目的として開催したが、アン

ケート調査から来場者は、新聞掲載を見て来場され

た方が多く健康意識の高い方が多かった。糖尿病

コーナー・動脈硬化ｺｰﾅｰ・肺機能検査ｺｰﾅｰ・メタボ

検査ｺｰﾅｰなどに分け開催したが、どのｺｰﾅｰにも列が

できていた。ｺｰﾅｰを分けることで検査の目的も理解

して頂き受検者の方々も、希望する検査を絞ること

ができたようだ。アンケートで来年も受検したいと

の回答が95％あった。実務担当者も一般の方からの

質問に対応し、検査説明のスキルが必要だと感じて

いた。  
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（編集後記）新しい年度に変わりました。平成27年度の始まりです。４月は職場では新入職員、技師会では新入会員

との関わりの始まりです。新しいことが始まるときは少しドキドキと緊張をします。上手くできるかな、長く続くか

なと不安が横切ります。何かを始めるときは100点から始めようとするのではなく、０点から始めてみてはいかがで

しょうか。その方が気楽ですし、何故か良い結果が残る気がします。新人もベテランも頑張れ～!!そして宜しくお願

いします。                                           【中井】 

日時： 平成27年5月15日（金） 17：00～19：00 

場所： ラコンテ （福岡国際会議場 1階 レストラン） 

内容： 女性の活躍についての意見交換会 

女性の 

飛躍を 

語る夕べ 

一緒に語らいながら佐賀のおいしいお酒をいただきませんか  

 

指定講習会のお申し込みには、会員専用ページにログインするためのパスワードが必要です。 

初期パスワードは会員証発送時の台紙に記載してあります。 

お手元にない場合は、ログイン画面下の「パスワードを忘れた方」より再発行申請してください。 

会員情報にメールアドレスをご登録いただいていない方、異なるメールアドレスで申請された方はご自

宅に郵送いたしますが、この到着まで数日かかります。 

指定講習会申込予定の方で、パスワードのわからない方は、お早めに再発行申請をお願いいたします。 

（事務局） 

女性の 

飛躍を 

語る夕べ 

参加対象者：日臨技女性会員50名 

参加方法：当日会場前にて受付 

参加費：3,000円 

形式：佐賀の日本酒、有田焼のおちょこ、軽食をご用意しています。 
     
＊素敵なおちょこ（有田焼）を多種準備しています。好みの一品を選んで

佐賀の日本酒をご堪能下さい。選ばれたおちょこは記念としてお持ち帰り

いただきます。 

http://sasakure1.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=18158126&i=201204/18/83/b0016583_23493779.jpg

