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横地常広 

P1 平成29年度定時総会 全議案が承認されました 

P2～P3 第66回日本医学検査学会報告 Vision-夢・創造- 

P4～P5 日臨技eラーニング第５回 【医療人・職業人スキル】管理運営教材コンテンツのご紹介 

P6 JAMT技術教本シリーズ 病理検査技術教本発刊！ 
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平成２９年度定時総会 

全議案が承認されました 
 平成29年６月24日開催の平成29年度定時総会は、出席正会員34,979名、出席率59.5％ 

（有効正会員数58,768名、定足数29,385名）で成立、以下の提出議案の説明と採決の結果、

全議案に対して「承認する」が過半数を占め、すべての議案が議決されました。 
 

第１号議案： 平成28年度事業報告及び決算報告について 
 

第２号議案： 役員の報酬等及び費用に関する規程の改定について 

 

第３号議案： 会員及び会費等に関する規程の改定について  

 出席者の内訳は以下の通りです。電磁的方法と書面の比率は、昨年の定時総会に比べる

とほぼ同様で、出席率は昨年の定時総会の56.2%からやや上昇し59.5%となりました。  

  有効電磁表決 有効書面表決 当日有効出席 当日有効委任 合計 

出席者数 23,882 10,915 84 98 34,979 

比率 68.3% 31.2% 0.2% 0.3% 100.0% 

資格審査委員会確定数（総会前日） 
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Vision -夢・創造- 

第66回日本医学検査学会報告  

学会長         梅宮 敏文 

 「第66回日本医学検査学会」

は一般社団法人千葉県臨床検査

技師会が担当し、千葉市にあり

ます幕張メッセ国際会議場・国

際展示場にて６月17日（土）・

18日（日）に開催いたしまし

た。 

 天候にも恵まれて、入場者数

は8,000名を超え、盛会裏に閉会

することができました。 

 本学会が千葉県で開催される

のは、21年ぶりとなります。前

回の開催は、平成８年に開催い

たしました「第45回日本臨床衛

生検査学会」であります。学会会場は今回と同様、幕張

メッセ国際会議場で開催いたしました。本学会を再び千

葉県で開催するという名誉な機会を与えていただいたこ

と、また、全国各地より千葉にお越しいただきました、

日臨技会員の皆様に千葉県臨床検査技師会会員一同心よ

り感謝申し上げます。  

 今 回 の学 会 の メイ ン テー マ は「Vision － 夢・創

造－」、サブテーマを「臨床検査の更なる進化と多様性

を求めて」といたしました。昨今の新しい検査技術や検

査業務の在り方、業務拡大の可能性など臨床検査技師の

目指すべき未来像を考える上で、本学会を「次世代を担

う臨床検査技師のVision」を語り合う場にしたいと考

え、様々な企画を準備してまいりました。 

 学会発表は、シンポジウムなどの特別企画と一般演題

で600演題を超える演題数となり、若い方々の活発な発表

が目立ちました。また、日韓学生フォーラムは、日韓の

学生交流の良い機会となり、大変有意義なフォーラムと

なりました。ランチョンセミナー、スイーツセミナー

は、発券開始から20～30分で発券終了となり、食券を入

手出来なかった会員の皆様には大変ご迷惑をお掛けいた

しました。この場をお借りいたしまして、改めてお詫び

申し上げます。 

チ ーバ くん と

次期開催県 静

岡 県の 家康 く

ん と直 虎ち ゃ

ん も駆 けつ け

てくれました 

北島政樹先生による特別講演 

 公開講演は1,200名の入場者があり、作家で医師の海堂

尊先生とスポーツジャーナリストの増田明美さんにお願

いいたしました。おふたりとも千葉県出身です。海堂尊

先生には「医療と文学の未来―私のVision－」について

ご講演をいただきました。増田明美さんには「自分とい

う人生の長距離ランナー」をテーマにアスリートならで

はのご講演をいただきました。 

 特別講演は、国際医療福祉大学名誉学長の北島政樹先

生に、「低侵襲・個別化がん治療の展開−医工・産学連携

を基盤とした日本の匠−」と題してご講演をいただきまし

た。日本における内視鏡手術ロボットの変遷と未来につ

いて熱のこもったご講演で、北島先生の「手術用ロボッ

トに対するVision」をお示しいただき、未来の低侵襲内

視鏡手術の進化に、夢が膨らむ講演となりました。教育

講演は、NPO法人「小象の会」理事長の篠宮正樹先生に

「想像力と『知る』ワクチン－自尊感情を育てて生活習

慣病を予防する」をご講演いただき、命の大切さを実感

できる講演でした。文化講演は、米国NGO、“Resources 

for  Cross  Cultural  Health  Care”常任理事の Julia 

Puebla Fortierさんと、大阪大学大学院教授の中村安秀

先生に「外国人の診療と医療通訳士の育成」をテーマに

ご講演いただきました。ご講演の中で、母国語が異なる

患者さんとの意思の疎通が、いかに難しく大きな壁と

なっているのかを示し、国際交流が推し進められる今、

医療人が成すべきことを考える講演となりました。 

 企業展示は、国際展示場を会場として88社の出展をい

ただきました。展示会場内にも発表会場を４会場増設し

たため、発表と展示が一体となり、人の往来が途切れる

ことはありませんでした。今回、陸上自衛隊千葉地方本

部のご協力で緊急時使用の診療ユニットを展示公開いた

しました。学会場に迷彩服の隊員さんが立ち、設備説明

を丁寧にしていただき、皆さま興味津々で車両に乗り込

んでいました。 

 情報交換会は「祭り」をテーマとした、郷土色豊かな

食材による料理と千葉県ならではのパフォーマンスを演

出いたしました。参加者も500名を超え、楽しく盛り上

がった情報交換会となりました。 

 最後に、第66回日本医学検査学会を開催するにあたっ

て、ご協力ご支援をいただきました関係各位に心より感

謝申し上げます。 

学会長講演の様子 
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■eラーニング体験デモコーナー 

 ８月１日の本稼働を前に日臨技eラーニングを体

験できるコーナーを設置。参加者が実際に触って、

どのような画面で学修が進められるのか、体験して

いただきました。 

※現在、当会ホームページからもデモ体験版をご利

用いただけます。 

■情報交換会 
■日韓学生フォーラム 

 今年も韓国から学生にご参加いただき、活発な発

表が行われ、日韓学生の交流の場ともなりました。  千葉ロッテマリーンズの本拠地である千葉マリ

ンスタジアムよりチアリーダーやビールの売り子

さんに出張いただく企画もあり、大いに盛り上が

りました。 

■展示ブース 

 88社に出展いただき多くの来場者に足を運んで

いただきました。 

■市民公開講演 

 千葉県ご出身のおふたりにそれぞれ独自の視点

からご講演をいただきました。一般の方も含む多

くの参加者が熱心に耳を傾けていらっしゃいまし

た。 

 自衛隊の緊急時使用の診療ユニットも多くの参

加者の興味を引いていました。 

 日臨技関連の式典やイベントに加え、担当された千

葉県技師会ならではの企画もあり、特色あふれる学会

となりました。 

増田明美さん 海堂尊先生（右） 
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【医療人・職業人スキル】 

管理運営教材コンテンツのご紹介 

 日臨技eラーニング 第５回 

 バリューレゾリューションTMでご用意する「管理運営」のプログラムでは、病院・医療施設における「チーム医療」を実現する

ための手法や、患者・利用者に対する医療サービスの質を高めるために必要とされる管理運営手法を学んでいただきま

す。検査業務に直接関わること以外にも、医療人・職業人として、また組織の一員として理解しておくべき要素は多々あり

ます。それらを以下に紹介するのプログラムを通して学修していただきます。 

 なお、QMS（品質マネジメントシステム）については、「管理運営」プログラムとは別に、「検査品質の向上」として独立したプ

ログラムとしています。「検査品質の向上」については別の機会にご紹介いたします。 

そして、専門分野からは前号に引き続き、奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部 高谷恒範先生に術中神経

モニタリングについてご紹介いただきます。 

①医療倫理 

・医の倫理（概論） 

・患者の権利 

・インフォームドコンセント 

・医療倫理問題の把握と意思決定 

②リスク管理の組織 

・コンプライアンス（法令遵守） 

・暴力とハラスメント 

・内部通報制度 

④災害時リスクマネジメント 

・医療を取り巻く災害と対策 

・事業継続計画（BCP） 

③医療安全 

・国による医療安全対策の取り組み 

・医療機関の医療安全対策 
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【神経機能検査：術中神経モニタリング】 

奈良県立医科大学附属病院  

中央臨床検査部 高谷 恒範 

 脳脊髄神経モニタリングが必要な手術

では、術後の麻痺や感覚障害などの神経障害が生じる

可能性が高い。現在の手術症例数は著しく増加してき

ている。術後に神経機能障害が発生した場合、術後の

機能的予後や生活の質を著しく低下させてしまう。神

経障害が発生した場合の治療薬などが確立していない

現在、いかに障害を起こさないかが重要な課題とな

る。特に術中に脳脊髄神経モニタリングを実施し、早

期に異常を発見し修復することは、機能予後の改善に

とっては極めて重要である。術中神経モニタリングに

診療報酬も追加されたため、その施行数や施行施設も

著しく増加している。しかし近年、術中神経モニタリ

ングを必要とする手術やモニターの種類は多岐にわた

り、それらの習得は容易ではない。手術室という特殊

な環境の中で、外科医、麻酔科医、臨床検査技師など

の多職種でモニタリングを成功させるには、知識の共

有や良好なコミュニケーションの構築が必須となる。 

 今回eラーニングを通じて、術中神経モニタリング

（運動誘発電位：ＭＥＰ）の基礎から判読までを解説

する。術中神経モニタリングを施行する前には、必ず

前準備が必要である。まず、前日の患者の状態把握か

ら始まり、当日の機器、電極等の準備と設置、アーチ

ファクトの除去などが必要である。さらに多職種チー

ム医療を実施する上での、基本的な知識や技能を習得

していただき、明日からのチーム医療の一助となれば

と考えている。 

手術室の患者を取り巻く環境  

プラグコンセントの種類 

（3Ｐ、2Ｐとの混在はダメ！！）  

手術室における、患者を取り巻く環境は最悪と言っ

て過言ではないと思う。雑音の中での記録である。如

何に雑音を少なくして記録するかが技師の腕の見せど

ころではないかと考える。 

今後の術中神経モニタリングの課題として、術中情報を

多職種スタッフ全員といかに容易に共有できるかが挙げら

れる。このような環境作りこそが、術中神経機能モニタリン

グの精度および安全性を高めることにつながる。そして人

的エラー発生を防ぐことや、術後麻痺・機能障害などの機

能的アウトカムの改善が期待できる。 

手術場での情報共有(多職種間コミュニケーションなど)

ができる環境を整え、モニタリングの精度を高め、医療安

全の推進、患者満足度の向上等、医療の質向上に取り組

むことが大事である。 

 手術室環境について  
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（編集後記）６回目の車検となる時期をきっかけに13年乗った愛車を手放すこととした。最後の恩返しのように洗

車をする。ボディーに付いた傷をみて，その時々の状況が思い出される。まだ子供たちが小さかったころ，家族で

キャンプに行ったことやスキー場へ向かう途中の降雪で車をラッセル車のようにして宿の駐車場へ入れたこと。車

の中で大声で歌い笑い楽しい時間を過ごしたことなど思い出がいっぱい詰まっている。職場で使用していた機器も

同じで古くなったからと新しい機器が導入される。この機器でどれだけの患者さんが救われたのだろうと・・・。

あらためて感謝の気持ちが湧いてくる。まるで家族のように，自分の身体の一部のように思われる存在だったの

だ。そんな風にセンチメンタルになっている一方でどうしたら高く売れるのか思案している。     【中井】 

JAMT技術教本シリーズ 

病理検査技術教本発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！   

編集部会  

委員長 

廣井 禎之 ★ 病理解剖に必要な基礎知識を解説！ 

★明日からでも直ぐに現場で活用できるような技術

やポイントが満載です。 

日臨技ホームページもご参照ください 
http://www.jamt.or.jp/books/ 

本書の内容と特徴について  

※日臨技 事務局での直販はしておりませんのでご注意ください。 

 「病理検査技術教本」は、臨床検査技師を目指す学生

から臨床現場で働く卒後５年程度までの臨床検査技師

が、学内、臨地実習さらには病理診断科の現場で実際に

手に取って使える実践的な技術書を目指しました。 

 本書は、古典的な病理技術から、最近の分子病理診断

のための技術まで、非常に幅の広い盛りだくさんの企画

となっています。病理検査に日頃従事しているベテラン

技師が現場の視点に立って執筆しています。病理技術の

基礎、必要な専門知識病理検査の実際、検査結果の判定

法やトラブルシューティング、病理検査の内部精度管理

についても詳述されています。明日からでも直ぐに現場

で活用できるような技術やポイントが満載です。また、

昨今の進歩著しい分子病理診断に関する技術、遠隔診断

に関わる技術など病理診断科の目指すべき方向性の基

となるような内容も多く盛り込んであります。 

 本書が病理検査を学び、さらに病理技術を磨き、発展

させ伝承していこうと考えている多くの方々に活用さ

れることを願っております。 


