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横地常広 
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平成29年度日臨技全国「検査と健康展」中央会場として

公益社団法人愛知県臨床検査技師会が担当し、11月11日

（臨床検査の日）に名古屋市の「ナディアパーク」にて開

催いたしました。会場とした「ナディアパーク」は名古屋

市栄の中心にあり、若者の集まりやすい複合施設であるこ

と、駅からのアクセスも良いことから、たくさんの来場者

を期待し半年前より準備を進めていました。当日の早朝か

らの準備中はあいにくの曇天でしたが、午後には予定通り

天候も回復し眩しいほどの日差しが差し込む中でのイベン

トとなりました。短時間でのイベントブースや講演会のス

テージ設営は、愛臨技の精鋭部隊の手際よい作業で無事終

えることができ、開会式には日臨技宮島会長にもご出席い

ただき予定通り始めることができました。 

また、開会式終了後には、日本臨床検査専門医会の会長

登勉先生他２名の医師と日臨技担当理事、次年度担当県技

師会役員並びに愛臨技役員とスタッフ一同で集合写真を撮

影し、これから始まるイベントの成功を祈り、全国「検査

と健康展」はスタートしました。 

天候の関係で午前中の出足が心配される中、会場入り口

ではイベントチラシを配布し、来場者をお招きしたことが

功を奏し、参加人数は495名（一般参加者：380名、実務委

員および講師115名 イベントブース参加者：のべ2,081

名）と予定人数よりは若干少な目でしたが、来場された

方々には時間をかけて丁寧な対応ができたことと、スタッ

フも他のイベントに参加、見学もできたことで、参加型イ

ベントとしては大成功であったと思います。 

企画としては、県民の健康に役立つ情報を提供すると同

時に予防医学に関心を持っていただき、検査に対する抵抗

感の軽減と知識不足の解消を図る目的で、学術部検査研究

班を中心に検査の仕事の体験ブースを開催しました。さら

に中部圏の４養成校による学校紹介や子供向け企画（習字

の展示、白衣体験、ホタルの発光実験など）をスタンプラ

リー形式で開催したことで、たくさんのブースに立ち寄っ

ていいただくことができました。また、市民公開講演で

は、登勉先生より「尿や一滴の血液でがんがわかるって

ホント？」と題して、臨床検査の重要性と限界を参加さ

れた県民の皆さんにも理解しやすい言葉でご講演いただ

き、会場からも自分の病気のことについて質問が出るな

ど、大変有意義な公開講演となりました。 

また、今回の企画を行う上で留意したことは、単なる

「健康フェア」ではなく臨床検査の正しい知識とその普

及・啓発を目的とし、また、臨床検査技師の認知度を高

めるための催しとして実施しました。検査をすることが

目的ではなかったことにより、著しい検査待ち時間も発

生せず、来場者とスタッフの会話も弾み、質的向上が図

れたと強く感じました。今後も愛臨技会員ならびに賛助

会員、養成校とも強い連携をはかり、県民の健康増進に

寄与できる活動を継続していきたいと思います。ご協力

いただきましたスタッフに心より感謝申しあげます。 

【会場風景】 

【市民公開講演】 

公益社団法人愛知県臨床検査技師会 実行委員長 中根 生弥 
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 11月15号に引続き３学会（４支部）より報告をいただきましたので紹介します。 

学会長 丸田 秀夫     

実行委員長 南 惣一郎   

 台風が迫りつつある中、10月21・22日の両日、九州

支部医学検査学会が、『繋(つなぐ) ～未来へ向けて

の挑戦～』のテーマのもと、長崎市で開催されまし

た。今回は、教育講演、招請講演、ジャパネットたか

た前社長 髙田明氏による文化講演、宮島会長による日

臨技企画など盛りだくさんで非常に内容の濃いもので

した。一部の会場では立ち見が出るほど多くの聴講者

があり、活発な討議もなされていました。市民公開講

座でもある髙田氏の講演は、常に前向きに物事を捉

え、情熱的に生きる髙田氏の生き様に聴講者の多くが

感銘を受ける素晴らしい講演会となりしました。一般

演題は125題がエントリーされ、目標の120題超を達成

しました。初日夜の懇親会では来賓や多くの会員の参

加のもと、「蛇踊り」などの余興や次期開催県である

大分県のPRで大いに盛り上がりました。２日目も順調

に経過し、学生フォーラムを最後に学会は盛会裡に終

了しました。２日間を通しての来場者数は約1,200名

 学生フォーラムは九州支部内の養成校の学生を中心

として131名の参加で開催されました。メインテーマ

を『今と未来』サブテーマを『～技師学生と技師をつ

なぐ～』として九州の臨床検査技師養成校にフォーラ

ムへの参加協力をお願いし、手を挙げていただいた養

日臨技企画：医療法・臨検法の一部改正に伴う今後の方向

性では宮島会長が「多様なニーズに対応できる臨床検査技

師のあり方」をテーマに講演されました。 

（内会員821名)で、目標を上回りました。準備は万全

とはいかなかったものの、実行委員の心を込めたおも

てなしが各会場で好評であったと聞き、感極まりない

思いでいっぱいになりました。 

（副実行委員長 溝口 一彦） 

シンポジウムに演者の学生からは自分の将来像が語られ、参

加された学生にも刺激となるフォーラムとなったことと思い

ます。 

成校の中から４校の学生５名と佐藤支部長に講演を

お願いしました。また、司会の労を西浦執行理事に

取っていただきました。今回はシンポジウム形式で

行い、あまり時間は取れませんでしたが活発な意見

交換も行われました。演者の学生達は臨床検査が現

在の医療では欠かせない事を認識し、先輩技師がど

んなに苦労して臨床に有用な情報を提供しているか

等、臨地実習を経験して理解できたことが沢山あっ

たことや、チームとして働くために気付かされた人

と人との繋がりの重要性を後輩につなげていくこと

の必要性を訴えていました。 

 また、将来のビジョンを持ち国家試験に受かるだ

けではなく、その先に認定技師の取得等を考えてい

ることや、AI（人工知能）に仕事を奪われかねない

現実の中で生き残るためにどんな技師になるべきか

自分の将来をしっかり見据えており、将来の技師会

は大丈夫だな、と思わされるフォーラムとなりまし

た。 

（副実行委員長 望月 哲朗） 
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学会長 津田 聡一郎       

実行委員長 濱本 隆明    

 平成29年度日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学

会（第54回）は、公益社団法人埼玉県臨床検査技師会が

担当し、平成29年10月28日、29日の２日間にわたり、ラ

フレさいたま（さいたま市）にて開催されました。 

 本学会のメインテーマ『臨機応変』はただの四文字字

熟語でなく、津田学会長が「“臨”床検査技師が、

“変”化に“応”じなければならない“機”が来てい

る」という強いメッセージを発信したい思いがあり、そ

の意思を汲んだ若手実行委員がサブテーマに「～時代の

変化を捉え、新たなる可能性を切り拓く～」と題し、

様々な企画を練り上げました。 

 学会内容は学会長企画２題、市民公開講演２題、日臨

技企画３題、学会特別企画２題、若手実行委員企画２

題、研究班セミナー７題、ランチョンセミナー10題、一

般演題197題、CM演題11題、機器・試薬展示出展26社と、

多種多様の企画と多くの演題発表が行われました。 

 学会長企画「時代の変化を捉え、もう一度確認しよ

う。臨床検査技師の未来」では、立石隆氏（HRシンフォ

ニー代表取締役）と墨岡亮氏（仁邦法律事務所）をお招

きし、医療経済と法曹界の専門家のお二人の立場から

我々臨床検査技師を取り巻く社会情勢の変化や今後の将

来についてご講演いただきました。市民公開講演では、

和合治久氏（埼玉医科大学短期大学名誉教授）に「笑い

と健康」について講演いただき、テレビ等多方面で大活

躍の林家たい平師匠には「笑いのパワー」と題し、ご自

10月28日、平成29年度日臨技関甲信支部・首都圏支部医

学検査学会(第54回)にて、日臨技企画として、学生フォー

ラムを開催した。内容は関甲信支部・首都圏支部内の臨床

検査技師養成校に在籍する学生を対象にアンケート調査を

実施し（回答数613件）、その結果をもとに、埼玉県内の

養成校6校の学生108名（うち代表学生11名）と、現場を知

るコメンテーターの先輩技師４名とで討議を行った。アン

ケート結果より、女子学生が全体の75％を占め、女性が多

い環境は今後も続くことが予想された。また、現場の意見

として女性が働きやすい職場環境作りは多くの施設で取り

組まれているが、女性が長く働くためには、職場の理解は

もちろんのこと、家庭での協力が必須であるとの意見が

あった。また、産休等は当たり前と思わず、感謝の気持ち

身の落語家になられるまでのエピソードや東日本大震災で

被災された家族のお話を笑いあり涙ありの絶妙なテンポで

ご講演をいただきました。日臨技企画では、宮島会長「医

療法・臨検法の一部改正に伴う今後の方向性 －多様な

ニーズに対応できる臨床検査技師のあり方－」について法

律が実際に改正されるまでのお話や検査技師の将来がAIに

とって代わられてしまわないために検査技師がどう生き

残っていくのか、宮島会長の情熱が感じられる講演してい

ただきました。学生フォーラム「今、現場が求めるもの！

臨床検査技師の可能性について切り拓く！！」ではコメン

テーターとして、日臨技の長沢光章副会長、大澤智彦関甲

信支部長と埼臨技の２名の技師に登壇していただき、養成

校学生アンケートの結果報告と埼玉県内の代表学生11名を

交えて全体討議を開催しました。 

 学会の目玉企画である「若手実行委員企画」は20代、30

代の委員が中心となり「アンケートで明かされる臨床検査

技師の生態」集計結果報告会と「若手技師におけるLive@

症例検討会」を開催しました。アンケート集計結果では、

検査技師の現在の満足度や充実度、自己啓発にかける意識

の高さ、病院の規模別に見た検査技師の意識の違い等様々

な設問に対して詳細な解析がされており、とても有意義な

報告会となりました。「若手技師におけるLive@症例検討

会」ではストリーミング配信を用いて全国にリアルタイム

配信を行い、さらにSNSを駆使し会場・視聴者が一体と

なって参加できる症例検討会を開催しました。また、会期

が同日開催となった近畿支部学会のご協力で、近畿支部会

場内にサテライト会場を設置していただき、会場間でのや

りとりも交えた症例検討会は大盛況となりました。 

 最後に、台風22号の迫る降雨の中、学会にご参加いただ

きました皆さま、開催に際してご協力賜りました日臨技関

甲信支部、首都圏支部の皆さま、賛助会員各位、そして学

会企画、準備、運営に携わっていただきました実行委員、

皆さまのこれからの益々のご活躍とご多幸を祈念して報告

にかえさせていただきます。 

を持つよう心掛けてほ

しいとの意見もあっ

た。多くの学生が卒業

後、認定資格を取得す

るべきとの結果には、

個人のスキルアップ、

検査の質の向上と保証

のために、若いうちか

ら積極的に取得してほ

しいとコメンテーター

よりエールがあった。 

 最後に、技師会の活動内容や就職への不安に対する学

生の質問や悩みについて真摯に回答いただいたコメン

テーターの方々に深謝申し上げます。 

（学生フォーラム司会 伊藤恵子） 

学生代表は先輩技師でもあるコメンテー

ターの回答に真剣に耳を傾けていまし

た。 
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学会長 白波瀬 浩幸        

実行委員長 荻野 和大      

 近 畿 支 部 学 会 学 生

フォーラムではメイン

テーマを「私たちの将来

のために、臨床検査技師

会へ望むこと」とし、養

成校５校が各サブテーマ

ついて発表し、その後、

総合討論を行った。各校

のサブテーマは京都保健衛生専門学校「臨地実習のあり方

について」、大阪行岡医療専門学校「技師会による学生モ

チベーション向上に対する支援」、天理医療大学「学生と

現役臨床検査技師との交流について」、神戸大学「学生が

 平成29年10月28日（土）、29日（日）国立京都国際会館

において第57回日臨技近畿支部医学検査学会を開催いた

しました。台風22号が接近中で参加者数の伸び悩みが懸

念されましたが、お陰様で1,500名以上の有料参加者を迎

え盛会のうちにに終えることができました。 

 『PROGRESS～創意工夫でひろげる臨床検査～』を学会

テーマに掲げ、臨床検査の未来に向かって絶え間なく進

んでいく臨床検査技師像を重ねました。特別講演、教育

講演、シンポジウム10題、教育セミナー14題、一般演題

発表159題と内容の充実した学会となり、絶え間なく進歩

し続けるということの意味を一人ひとりに改めて考えて

いただく機会になったと思います。 

 特別講演の松村理

司先生による「『総

合診療医 ドクター

G』の舞台裏」は収容

人数726名の大会場で

も立見になるほどの

大盛況でした。NHKの

医療系番組でいちば

ん視聴率を取る番組

は「ためしてガッテ

ン」ですが、これはNHKが制作しています。「総合診療医 

ドクターG」は制作会社がつくる番組です。その制作会社

と松村先生とのご縁は、市立舞鶴市民病院時代に半年間

の長期にわたって取材を受けた、「しんまい女医誕

生！」というノンフィクション番組がきっかけだったそ

うです。臨床研修制度が始まる前から総合診療医の育成

特別講演の一場面  

に力を入れてこられた松村先生は、ご自身の体験を対比

させながら講演が進んでいき、その軽妙な語り口にぐん

ぐん引き込まれて気付けばあっという間の１時間でし

た。講演終了後、ドクターGの大ファンという若い女性

技師が興奮冷めやらぬ様子で控室までやってきてくれま

した。 

教育講演では、大西宏明先生（杏林大学医学部臨床検

査医学研究科）に「安全な採血のポイント」と題した講

演をいただき、採血合併症について理解を深め、安全な

採血法について学びました。 

関甲信支部・首

都圏支部医学検査学

会合同企画「若手技

師におけるLive＠症

例検討会」では、埼

玉会場と京都会場の

動画中継を行う画期

的な企画で、動画

配信の環境設定で

は低コストでうま

くやるために検討に検討を重ね、埼玉会場とうまくコラ

ボすることができました。ガチンコで症例を閲覧しディ

スカッションして、若手らしい意見や鋭いツッコミもあ

り、大いに盛り上がった大成功の企画となりました。関

甲信支部・首都圏支部医学検査学会の皆さま、ありがと

うございました。 

学会企画の合間には、NHK「プロフェッショナル 仕

事の流儀」の主題歌『Progress』を学会PRスライドの

BGMに使用して、臨床検査のプロフェッショナルが集う

学会にぴったりと合う演出で学会場の空間を包みまし

た。ちなみにこの楽曲を演奏するユニット名はkōkua

（コクア）。ハワイの言葉で「協働する、協調する」と

いう意味で、これもまた我々が進むべき方向性のキー

ワードとなります。 

 末筆となりましたが、ご参加いただきました皆さま、

ご支援いただきました関係者の皆さまに心より感謝申し

上げます。 

「若手技師におけるLive＠症例検討会」終了

後の記念写真  

希望する3つの支援とその

展望」、神戸常盤大学「臨

床検査技師の認知度向

上」。 

日臨技への要望は、臨地

実習期間を最低315時間、

養成校での現場技師派遣

による講演開催、臨床検

査技師が登場するドラマ

作成、県技師会主催の交

流会企画、日臨技HPのス

マホページ開設、民間企業就職を目指した海外留学支

援、医学検査誌への学生投稿、学生部会の設立などで

あった。 

（京都府臨床検査技師会 小澤 優) 

多くの参加者の前での発表は学生

たちにとって貴重な経験となった

と思われる 
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 本研修は日臨技が行う臨床検査技師の国際化活動に対し、アメリカ臨床病理学会(American Society for 

Clinical Pathology, ASCP)が理解を示し、ASCPが研修先探しと研修費用、日臨技が滞在費用、研修者が航

空券を含めた交通費を負担し2015年から始まったプログラムである。 

 2017年度は多数の応募者の中から高評価を得た候補者が２名がともに病理検査・細胞検査の従事者であ

り、この分野での研修をさせていただいた。以下に研修先の詳細を含め、両名の研修の様子を紹介したい。 

(国際WG委員 坂本 秀生) 

石井 脩平 （がん研究会 がん研究所 病理部）  

 2017年10月16〜20日の期間で日本臨床衛生検査技師

会の企画する短期海外研修に参加させていただきまし

た。こちらの企画は2015年より行われているもので、

今回で３回目となりますが、病理細胞診分野を中心と

した研修は今回が初めてでした。 

 研修施設はシカゴにあるLoyola University Medical 

Centerで年間細胞診件数が約22,000件、組織診件数が

約35,000件あり、病理細胞診部門の部長はThe Paris 

System for Reporting Urinary Cytologyの著書の一人

であるDr. Wojcikです。１・２日目はCytopathology、

３・４日目はHistology、５日目の午前中はCore Labと

いったスケジュールで研修を行いました。また、最終

日にはASCPの方々に昼食の席にお招きいただきまし

た。 

 研修を通し、日本と異

なると感じた大きな点

は、Cytopathology に お

いては、①染色を行うだ

けの専属のスタッフがい

ること。② FNA  (Fine-

needle aspiration)に関し

て は Cytotechnologist 

(CT) だけでなく、主に

Residentがベッドサイドに出向きその場で検体処理、

Diff-Quik染色を行い、鏡検し標本の評価をすること。

③CTの資格を保持するために１年に１度ASCPもしく

はCAPが開催する試験にPASSしなければならないこ

と。④一日に鏡検できる標本枚数が決められており、

ASCPでの記念撮影。左から小林技師、Ms. Patricia Tanabe、

石井技師、Mr. Joseph Baker  

標本の評価を行うResident 

鏡検枚数をデータ入力することでした。また、主に

標本はThinPrep (液状化検体細胞診)標本であり、甲

状腺ではThe  Bethesda  System、泌尿器ではThe 

Paris Systemが導入されていました。 

 Histologyにおいて大きく異なる点は、薄切は回転

式ミクロトームが主流であり、病理分野の中でも

Histotechnician(HT)、Pathologists' Assistant(PA) 

、Grossing technician(GT)など様々な資格を有する

スタッフがおり、それぞれが専門分野に特化してい

ました。 

 また、研修期間にResidentによる症例報告会も見

学させていただきましたが、発表内容だけにとどま

らず、聴衆に対しての発表の仕方(話すスピードや強

弱のつけ方など)等も議論されており、流石アメリカ

だなと、とても刺激を受けました。 

 最後に、海外研修という大変貴重な機会を与えて

くださいました日本臨床衛生検査技師会、大変お世

話になった坂本秀生先生、快く海外研修に送り出し

てくださいました職場の皆さまに心より御礼申し上

げます。また、今回の体験を機に、国内のみならず

海外にも目を向け、国際活動にも積極的に参加し、

臨床検査技師のグローバル化に微力ではありますが

努力していきたいと思います。 

回転式ミクロトーム

を 用 い て 実 際 の ブ

ロックを薄切  

Grossing  technician

（GT）による切り出し

を見学  



（編集後記）母校である高校の「キャリア教育推進事業―自己を見つめ未来を拓く体験学習サポート―」

で、２時限の講義に行ってきた。高校１・２年生対象講座で「臨床検査技師」についての説明が、これまた

難しい。毎年、DVDを交え医学語を抑えながら、わかりやすく説明しているのだが…。母校の偉大な先輩「大

村智博士」の話を入れたりして、最後に、ダーウィンの進化論で〆ている。聴講した学生から、進路に考え

ていて「とても参考になった、変化に対応できる人になりたい」と感想文が送られてきた。臨床検査技師も

時代の求めに対応して生き残らねばならない！日臨技はその舞台を作ります！！        （大澤） 

小林 剛 (国家公務員共済組合連合会呉共済病院 病理診断科 ） 

 平成29年10月14日か

ら22日までの約１週

間、アメリカのシカゴ

にあるLoyola Univer-

sity Medical Centerで

研修を行う機会をいた

だきましたので、ご報

告いたします。始めは

とても不安な気持ちが

強かったのですが、国際活動にも非常に興味を抱いて

いましたので、これは絶好のチャンスだと思い、清水

の舞台から飛び降りる覚悟で臨んできました。 

 研修内容はCytopathology labを２日、Histology lab

を２日、Clinical labを１日研修する流れでした。研修

内容はシカゴ研修報告書に詳しく記載していますの

で、省略したいと思いますが、とにかく貴重な体験の

連続で、常に興奮冷めやらぬ状態でした。最大の懸念

事項であった英語に関しては相当苦労しましたが、病

院の方々がとても親切で、わかりやすい英語で、

slowlyに話してくれて、なんとか理解を深めることが

できました。滞在期間中に少しでも英語力を向上させ

ようと、ホテルや空き時間などで質問リスト作成に励

み、できる限りネイティブの方と会話することを心が

けました。また基本的にアメリカの方はいい意味で適

当なところがありましたので、こちらもナイーブにな

らず、テンションを上げて、適当でもいいから何かし

ら発言することが大切だと感じました。 

 研修以外にも、ASCP本部を見学させていただく機会

も設けていただきましたが、Patriciaたちのハイスピー

ドネイティブトークは正直何を言ってるかわからなく

Loyola University Medical Center  

Pathologistが集まり、気になる症例についてディスカッション  

HT, Pathologists' 

Assistant, 

Pathologistの方々

に対して研修後の

疑問点を質問  
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て絶望的な状況でした。ただシカゴカブスの話題に

なった際、瞬間的にここだ！と思い、すかさず実はマ

イホームタウンにもカブスのようなアツいベースボー

ルティームがあり、カープと呼ばれてるんです。カー

プは日本で一番強く人気のあるベースボールティーム

です！と英語で力強く言うことができ、That’s 

great ! と言っていただきました。できれば英語で、

無能な首脳陣のおかげで今年はポストシーズンで負け

たんですと言いたいところでしたが、小さな達成感を

感じることができました。 

 シカゴのダウンタウンを観光する機会もありまし

た。中心部はとにかくオシャレな高層ビルディングが

たくさんあり、ドラえもんの22世紀を連想させられま

した。また、LesMiserablesというシカゴで人気のあ

る本場のブロードウェイを見ることもできましたが、

英語力の乏しい私は、ミュージカルで役者たちが何を

言って何を伝えたいのかほぼわからなく、大半睡眠し

ていました。またちょうど大リーグのポストシーズン

の時期だったので、ホテル近くのレストランで、現地

の激アツシカゴカブスファンと一緒に野球を見ながら

盛り上がることができ、生粋のベースボーラーである

私にとっては至福のひと時でした。 

 今回の研修で自分の力のなさを痛感することもあり

ましたが、非常に素晴らしい経験をさせていただき、

多くの刺激を受けました。そしてLoyola University 

Medical Centerで学んだことをしっかり、実際の医

療現場にフィードバックしたいと考えます。さらにこ

の経験を生かし、より一層様々なことにチャレンジし

たいと思います。またASCPの資格も必ず取得し、英

語力にも磨きをかけ、国際活動にも貢献できたらと思

います。このような貴重な機会を与えていただきまし

た日本臨床衛生検査技師会を始め、あらゆる面でサ

ポートしていただいた呉共済病院スタッフの皆さまに

心より感謝申し上げます。 


