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横地常広 

P1 新年のご挨拶「新たなスタートを切る年に」 

P2～P3 医療現場における職能向上のための臨床検査技師育成講習会（他職種業務を知る）企画担当者研修会を開催 

P3 医療安全管理者養成講習会を本年度も開催！ 

P4～P5 平成29年度先駆的臨床検査技術研修会 第４回 遺伝子・染色体研修会開催報告 

P6 日臨技支部医学検査学会開催報告（3）【中四国支部】 

P7～P8 全国「検査と健康展」2017各地からの報告 第１回 
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新たなスタートを切る年に 

会員の皆様に対し、謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

平素より本会の活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 

昨年６月には、伊達忠一参議院議長、塩崎泰久厚生労働大臣をお迎えし、創立65周年記念式典を盛大に開催するととも

に、日頃から職務並びに技師会活動に功績のあった93名厚生労働大臣表彰に浴することができました。 

また、第193国会においては、私たちの念願であった医療法の一部改正、臨床検査技師法等に関する法律の一部改正を実現

することができました。 

この法律改正では病院等の施設において検体検査を行う場合には、従来、衛生検査所に求められていた構造設備や管理組

織の他に、検体検査の精度の確保などが厚生労働省令で定める基準に適合させなければならないものとなりました。更に、

検体検査の精度管理の責任者として医師だけでなく臨床検査技師も役割が果たせることになりますが、検体検査を臨床検査

技師が業務独占するところまでには達していません。しかし、病院など診療機関においては、検体検査が薬剤や放射線など

と同様に法的な基盤が整備されたことになり、今後保健所の医療監視などでは検体検査の帳票類や検体検査を実施している

現場の確認などが行われることになると思われます。検体検査を実施する場合、現場の臨床検査技師の業務が増大するとと

もに、保健所など行政側の監視員についても専門的な知識を有する臨床検査技師の配置が求められると思われ、会員の皆様

の積極的な関与を願っております。 

同時に改正された臨床検査技師等に関する法律では、同法第2条に定める個別分野の検体検査の分類が見直され、「人体か

ら排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの」となり、検体検査の根幹が明記できました。 

今回の法改正は画期的なものだと言われますが、医療法は昭和23年、臨床検査技師等に関する法律は昭和33年に制定され

たもので、今回の改正までに半世紀を越える年月を要してしまいました。今回の法改正の経緯を見ても“政治力抜き”では

法律・制度改正は進まないことは明白であり、今後の政策実現に向けて臨床検査技師連盟の存在がより重要となってきまし

た。 

本年は厚生労働省の「検体検査の精度管理等に関する検討会」において精度管理の基準や検体検査の分類見直しに関して

具体的に検討され、厚生労働省令の策定が進むものと思います。日本臨床衛生検査技師会としても、日本の医療の現状を踏

まえ、且つ法改正の主旨に則ったものとなるように学術・職能団体として主張して参ります。 

同時に、法改正を受けて本会の対応策として、「精度保証施設認証制度のグレードアップ」と「臨床検査技師卒前教育制

度の改正」が大きな課題となってきました。これらについても、厚生労働省をはじめ、関係団体と調整する中で、即急に取

り組んで参ります。 

学術関係では、今年も日本医学検査学会（開催地：静岡県浜松市）を開催し、支部学会など学術活動も継続するととも

に、日本臨床検査学会など学術団体とも連携し、会員の学術向上に努めます。更に生涯教育制度の見直しについては、他職

種の動向も踏まえ、議論を深めて参ります。 

また、昨年に続いて国の国際医療戦略の一環としてカンボジアへの技術支援事業を継続するとともに、全国「検査と健康

展」などを通じて、国民へ定期的な健康診断の重要性などの広報啓発を進め、また、病棟・在宅業務、認知症予防事業への

参画も更に進めていきます。 

更に、臨床検査振興協議会を中心とした各団体の一層の連携・強化を図るとともに、臨床検査の発展を通じて、国民の医

療と福祉の充実に寄与するため、6万人の会員を擁する医療技術者団体として、法改正や政策要望を表裏一体で行動する臨床

検査技師連盟の組織の強化にも取り組んで参ります。 

 本年は法改正後の新たなスタートを切る歳となります。 

昨年同様に役員共々、誠心誠意、各種事業の遂行に努めて参りますので、会員の皆様の一層のご協力を賜りたくお願い申し

上げます。 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

代表理事 会長 参議院議員 宮島 喜文 
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平成29年12月8日（金）～10日（日）に「医療現場における職能向上のための臨床検査技師育成講習会（他職種

業務を知る）企画担当者研修会」が日本臨床検査技師会館において開催されました。「検査説明・相談のできる技

師育成講習会」の次のステップの位置付けで、検査の専門家として、医療現場で多職種連携を図り活躍できる臨床

検査技師育成を目的に３年間の継続事業として実施するための準備を進めてきました。国民の医療に対するニーズ

の多様化、複雑化により臨床検査技師の職域も検査室から外来や病棟へと患者の身近での検査業務が求められてお

ります。そのため、臨床検査技師はより患者に近い場所で業務を遂行するための臨床検査に関する専門的な技術・

知識に加え、患者診療に関連する幅広い知識の習得が必要となりました。 

今年度は都道府県技師会から各１名を推薦していただき、平成30年度以降に都道府県で開催する講習会の企画担

当者を育成する講習会として開催しました。次年度からは都道府県技師会の事業として、他職種の業務等を学び、

多職種連携のチーム医療に積極的に参画することで医療の質の向上に貢献することを目的とした講習会を開催しま

す。平成25年度から都道府県単位で開催した「検査説明・相談のできる技師」の講習会では約5,000名が受講を終え

ておりますので、本研修会においても同等の成果を期待しているところです。 

担当執行理事 千葉 正志 

“他職種業務を知る”から多職種連携に繋げるために 

 磯辺 正道 （北海道市立三笠総合病院 ） 

 まずは、47都道府県代表の素晴らしい仲間に出会えたことに心

より感謝致します。 

 12月８日から10日までの３日間、過酷でもあり実りある、企画

担当者研修会に参加させていただきました。各地域の味のある

様々な方言（なまり）が飛び交う中、少しづつコミュニケーショ

ンが向上し仲良くなりました。しかしながら、個人的にはもっと

もっと深い仲？になれる仲間づくりの時間が欲しかったです。２

日目の意見交換会は“なまら（北海道弁）”楽しい飲みニュケー

ション！今後の日臨技の可能性を感じました。 

仲間を増やしていく感覚で広げていきたい 

藤原 美樹 （社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 ） 

臨床検査技師の仕事はどんどん医療現場に出ていく内容が増

えており、チーム医療の一員としても様々な分野で他職種と関わ

るようになっていますが、そのための知識や準備が整っていない

ために、活躍の場が限定されていると感じることが多いです。 

検体採取に関しても、もともとの職種の性格もありますが検

査技師の仕事と認められ研修を受けても、実際は出向いて採取す

る技師はまだ少なく、検査説明や検査のための検体採取は臨床検

査技師がすべき内容だと思ってはいても、看護師に依頼し、その

結果の感度の悪さを検体採取不良として対応している事実があり

ます。 

今回の研修会に参加し、その内容を改めて痛感しながらも患

者さんの近くで仕事をする難しさと臨床検査技師の意識改革の必

要性を学びました。薬理、画像診断などは検査技師がもともと好

きな内容ですが、コミュニケーションスキルの講習や患者心理、

患者移送技術などは本当に必要な内容であるのに、実際には興味

がわかない技師も多いだろうと感じました。そして、医療現場に

臨床検査技師が出ていく理由を知り、そのために最低限必要な知

識、グループ分けで知り合った近畿地区メンバーとの研修会開催

への一致した意気込みを得ることができました。 

今後、兵庫県技師会において自分が企画をしていく難しさは

ありますが、同じ意思を持ったメンバーと協力し、仲間を増やし

ていく感覚で広げていきたいと思いました。また、院内でも日々

病棟に出向く機会を増やし、自分が動くことで得た経験を今後開

催する研修会でお話しすべきだと感じました。 

この度はとても貴重な経験をさせていただき本当にありがと

うございました。 

グループワークの 

様子 

（次ページへ続く） 

現場に足を運び他職種を知ると同時に 

臨床検査技師を知っていただくこと 

猿木 邦之 （福井赤十字病院) 

今回本講習会を受講して、臨床検査技師のチーム医療への

参画・促進を基盤とした今後の私達の検査業務の在り方を考え

させられました。カリキュラムの内容は患者ご本人（認知症の

方を含めて）及びそのご家族や他の医療職種の方々とのコミュ

ニケーションの取り方、他職種の医療現場における様々な業務

内容（ベットサイドの機器管理、病棟薬剤師業務、管理栄養士

の栄養指導、画像情報診断、輸血療法、患者移送技術など）の

講義、検査説明・検体採取の模擬演習になります。広域な内容

ですが、これからの医療現場では他職種の方々と同じ目線に立

つことが重要で、我々の持つ「検査力」を発揮する必要不可欠

な知見であり、習得すべきことだと感じました。 

今後、多職種が連携するチーム医療の中で患者さんからよ

り身近な存在で居続けるため、認知度の向上と信頼を得るため

の一つの方法であります。会員の皆様にとってチーム医療を担

う一員としてのスキルアップ講習会となるよう自県に持ち帰り

企画を練ってみようと思います。 

研修では、他職種業務とコミュニケーション学を知り理解を深

め、専門性の違いを確認することから、専門職に求められる価

値・知識・技術の意識向上と役割や使命を改めて考えることが

できました。北海道技師会は、果てしなく広大な土地柄、研修

会の周知・参集方法など懸念されることも考えられますが、魅

力ある研修会を展開するため、ロールプレイやグループワー

ク、コミュニケーションを主体的に体験出来る教育プログラム

の構築を目指します。  

 2025年問題を見据えた医療・福祉・介護の連携、“他職種業

務を知る”から多職種連携に繋げ、さらに信頼され拓かれた技

師会へとなるように反映させたいと思っています。 



医療安全管理者養成講習会も４年目を迎え、本年度は50

名定員を超える58名が受講しました。その背景には、本年

度より学校教育課程に「医療安全学」の履修が義務付けら

れたことや医療事故調査制度の施行、又、既修了者の医療

機関での活躍など医療安全への意識向上が考えられます。 

第1クール：10月13～15日、第２クール：11月17～19日

の日程で開催され、６日間のべ41時間の長い日程を、30都

道府県から、男性16名、女性42名、50％が検査室はもとよ

り施設全体の医療安全管理に関わる技師長・副技師長クラ

スの方で、30％が医療安全管理者の専任・兼任・予定者で

した。 

 講習会は厚生労働省の医療安全管理者養成指針に準拠し

たものですが、既存の講習会よりも臨床検査技師目線を重

視し、病院内での臨床検査技師の立ち位置や関わり方が俯

瞰できる講習内容となっており、受講者アンケートから

他職種の方が何を知っておいて欲しいのかを意識する 

宮里 泰山 （沖縄県立中部病院 ） 

今回この講座を受講させていただく前から他職種の業務を理

解する必要がある、と感じることがありました。臨床検査技師

に限ったことではないですが、院内で他職種から問題提起や課

題が挙がっても、業務内容が理解できていないため、なかなか

理解しづらく、それらを共有するのが難しいという現状があり

ます。また、医療現場においては、職種による厳密な線引きが

難しい業務もあり、採血や検査説明など業務が重なり合う部分

もあります。その部分はチーム医療を推進できる分野ではない

かと考えておりますが、その重なる部分を知るためには他職種

の業務内容をある程度理解する必要があると感じます。 
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今回の講座では医師をはじめ薬剤師、看護師、臨床工学

士、栄養士など様々な職種の先生方から業務内容の講義を受

けました。その業務内容は専門性が高く、とても３日間の講

座で把握できるものではありません。最小限に伝えるべき内

容を決めるためにも、何を知るべきなのか、また、他職種の

方々から臨床検査技師にどういうことを知っておいて欲しい

のか、を意識して沖縄県での開催に繋げていきたいです。 

今後は事務局の担当者様をはじめ、全国から集まった皆さ

んと連絡を密にしてアドバイスをいただきながら進めていき

たいと勝手に期待しておりますが、お力添え賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

＜10月13日(金)＞ 
「医療の質のマネジメント」 

 日本臨床衛生検査技師会 医療安全委員会委員長 加藤 正彦 
 

「医療安全施策の動向」 
 厚生労働省 医政局 総務課 医療安全推進室主査  中嶋 美和 

 

「医療安全に必要な基礎知識と考え方」 
  東京海上日動メディカルサービス株式会社 

 メディカルリスクマネジメント室 恩田 清美 
 

「チーム医療と安全管理」                   
 日本臨床衛生検査技師会 前チーム医療推進検討委員会委員長 奥田 勲 

 
 

＜10月14日(土)＞ 
「医療安全と関係法規」 

仁邦法律事務所 弁護士 墨岡 亮 
 

「日本医療機能評価機構の事業と量的分析の意義」 
公益財団法人 日本医療機能評価機構 井上 純子 

 

「医療安全管理者の役割と業務」 
医療法人天和会 松田病院 岡本 由美 

 

「KYTについて」 
パラマウントベッド株式会社 技術開発本部主席研究員 杉山 良子 

「医療安全管理者の継続学習の必要性」 
水戸済生会総合病院 直井 芳文 

    

＜10月15日(日)＞ 
「安全管理の組織と運営」 

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 名誉院長 永井 庸次 
 

「医療の質と安全を確保する取り組み」 
三重大学医学部附属病院 医療安全・感染管理部 教授 兼児 敏浩 

 

「医療安全体制の整備と研修企画・運営 (グループワーク)」 
名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 古田 康之 

＜11月17日(金)＞ 
「医療安全管理室の実践報告」 

安曇野赤十字病院 村山 範行 

「今後の医療の変化と臨床検査技師の将来像」  
 筑波大学附属病院検査部・部長 川上 康     

「事故発生時の対応」 
独立行政法人国立病院機構 徳島病院長 田中 信一郎 

 

＜11月18日(土)＞ 
「エラーメカニズムと対策」 

自治医科大学医学部 メディカルシミュレーションセンター長  
河野 龍太郎 

「エラーメカニズムに基づく分析実習」 
自治医科大学医学部 メディカルシミュレーションセンター長  

河野 龍太郎 
 

＜11月19日(日)＞ 
「臨床検査に係る安全管理と情報発信（採血）」 

帝京大学  医療技術学部 臨床検査科 千葉 正志 

「臨床検査に係る安全管理と情報発信 (輸血)」 
昭和大学藤が丘病院 寺内 純一 

「臨床検査に係る安全管理と情報発信（病理）」 
 株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 根本 誠一 

「診療放射線技師における医療安全管理への取組について」 
 豊川市民病院 放射線技術科 伊藤 光代 

「看護師における医療安全管理への取組について」 
   社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 朝倉 加代子 

 
 
 

（敬称略） 

～ 講習会内容 ～ 

【第１クール】 【第２クール】 

も、臨床検査技師が得意とする品質管理技術を活かした

医療安全管理の視点を学べるところが好評でした。 

特に、現場で医療安全管理者として活躍している講師

や実践者の話、普段聞く機会の少ない他職種の体験談は

関心が高く、又、初体験の方が多かったImSAFERを使っ

たインシデント事例分析の実習では、講師と受講者が一

体となってのとても熱のこもった議論が印象的で、すぐ

にでも現場で活用できる内容を、講習会受講を機に、多

くの臨床検査室で展開されることが期待されました。 

 日臨技はいま検体採取や検査説明、病棟業務などの業

務拡大に取り組んでおり、それに伴い患者安全の管理に

係る役割や責任が非常に強く求められております。社会

活動という視点での医療安全委員会への期待を強く感じ

る講習会でもありました。 

（医療安全委員会委員長 加藤 正彦） 
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平成29年度先駆的臨床検査技術研修会  

平成29年度先駆的臨床検査技術研修会「第４回遺

伝子・染色体研修会」が12月９・10日（土・日）に京

都保健衛生専門学校にて開催されました。 

 本研修会は遺伝子・染色体検査に関わる臨床検査技

師の知識と技術のレベルアップを目的に開催するもの

で、今回はタイムリーな話題として法改正関連につい

ての講義も実施されました。まず、株式会社キアゲン

の多和田泰樹氏を講師として遺伝子検査実習①「DNA

の抽出」を行い、多くの参加者が自己の血液を用いて

DNA抽出のコツとポイントの習熟を行いました。次に

サーモフィッシャーサイエンティフィックライフテク

ノロジーズジャパン株式会社の白神博氏を講師として

遺伝子検査実習②「SNPタイピング」を行い、ゲノム

DNAを用いたハンドリングを学びました。次に各自が

口腔粘膜を採取し、ここからDNAを抽出しリアルタイ

ムPCRによりSNPタイピングを行い、各自のアルコール

分解能力を検査しました。この実習により参加者同士

も打ち解け、後の研修会が楽しく進行できました。 

 午後の第１講義はテーマを「自家調整検査法

（LDT）を適正に行うために大切なこと」として１題

目を筑波大学附属病院検査部 南木融技師による「筑

波大学での取り組みを通して伝えたいこと」２題目は

京都大学医学部附属病院検査部 庄司月美技師による

「京都大学での取り組みを通して伝えたいこと」の講

演で自家調整検査法を運用する上で必要な精度管理、

問題点、注意すべき事項等の講義を受けました。第２

講義は日臨技常務理事丸田秀夫氏を講師に迎え「ゲノ

ム医療を用いた医療等の実用化推進タスクフォース 

―ゲノム医療の実現に向けて取り組むべき課題―」と

題して、医療法、臨床検査技師法の歴史から、近年の

法改正の経緯と、厚労省の「検体検査の精度管理等に

関する検討会」で検討されている検体検査の新分類な

どについて講演いだきました。 

 ２日目は株式会社ビー・エム・エル総合研究所染色

体検査課 園山正行氏による「造血器腫瘍の染色体検

査結果 どう読み解く？」と題してG分染法とFISH法の

特徴と染色体のバンドと機能や異常クローンの定義な

ど染色体検査の基礎の解説の後、造血器腫瘍の染色体

検査結果の読み方について講演いただきました。次に

「Gバンドの判読のポイント解説」と題して、顕微鏡

と実際の染色体写真を用いてGバンドカリオタイピン

グ実習を行いました。「染色体を顕微鏡で観察するの

は初めて」と興味深げに観察する参加者やカリオタイ

ピングでは染色体の大きさ、形態、特徴的なバンド、

セントロメアの位置などを考慮して同定する真剣な姿

が印象的でした。午後の講義は、北海道大学病院検

査・輸血部 藤沢真一技師による「ISO15189がもとめ

る遺伝子染色体検査」と題してISO取得経験から要求

事項などの解説をいただき、次に雪の聖母会聖マリア

病院中央臨床検査センター 佐藤悦子技師による「こ

れまでの運用を通して伝えたいこと」と題してISO取

得により現場に起きた変化やこれから取得する施設へ

のアドバイスをいただきました。最後の特別講演は三

重大学附属病院中央検査部・オーダーメイド医療・遺

伝子診療科の中谷中医師を講師にお招きし「遺伝子検

査の将来展望と課題」と題して、遺伝子・染色体検査

の歴史から現在実施されている検査方法、そして遺伝

子・染色体検査の将来について特別講演をいただきま

した。 

 国がすすめる医療改革の方向性を鑑みても、遺伝

子・染色体検査の重要性は増々大きくなることが予想

され、本検査に従事する技師の増加とレベルアップは

必要であり、大変有意義な研修会であったと考えま

す。  

(担当理事 小澤 優） 

次ページでは参加者の感想をご紹介します。 

参加者に修了証が手渡され閉講となりました 

「ゲノム医療を用いた医療等の 

実用化推進タスクフォース」の講義 
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中谷中先生による特別講演 

大塚浩平（旭川医科大学病院 臨床検査・輸血部） 
 

 私は遺伝子・染色体検査を始めて３年目になります。今

回参加したきっかけは、昨年上司がこの研修会に参加して

おり、勧められて参加しました。参加者は、北は北海道

（自分）から南は九州まで全国各地から集まったようで

す。 

 初日の午前中は遺伝子検査の実習があり、６グループに

分かれて行いました。はじめにカートリッジ法（キアゲ

ン）を使用した血液サンプルからのDNA抽出を行い、カート

リッジ法の抽出原理、抽出操作のコツやポイントを教わり

ました。実習中は各グループに担当の講師の先生方がつい

ていたため、キットを使用したことがある方でも、ない方

でもその都度手技の確認や疑問について聞くことができ、

わかりやすく実習が進められました。抽出したDNAは実際に

NanoDrop（Thermo Fisher）を使用してDNA濃度と純度を測

定し、DNAの品質で確認すべきポイントや不純物が混入した

際の波形パターンとその対策について学びました。次にSNP

タイピングの実習が行われ、ゲノム変異解析の基礎的な内

容からリアルタイムPCRによるSNPタイピングの方法および

結果の解釈を学びました。自分の口腔粘膜からDNAを採取

し、アルコール代謝にかかわるALDH2遺伝子タイピングが約

40分でできることに驚きました。また、アルコール代謝と

いう興味がひかれやすい遺伝子のSNP解析であったため、個

人的には大変面白く、のちの懇親会の話のネタにもなりま

した。 

 午後からは、「自家調整検査法（LDT）を適正に行うため

に大切なこと」というテーマで、筑波大学病院と京都大学

病院での取り組みについて講義が行われました。LDTは検査

の品質確保や標準化が難しく、それぞれの施設で検査精度

を維持するために取り組んでいる運用の工夫などを教えて

いただき、中でもスタッフの教育訓練や精度管理方法につ

いて大変勉強になりました。「医療法・臨検法改正の経過

と今後の方向性について」、「ゲノム情報を用いた医療等

の実用化推進タスクフォース」の講義では、法体制の現状

やゲノム医療に対する厚労省や日臨技の今後の方針などの

最新の情報を知ることができ、遺伝子関連検査の品質・精

度の保証についての動向に今後注目していかなければなら

ないと感じました。 

１日目午前中の実習の様子 

顕微鏡と実際の染色体写真を用いた 

Gバンドカリオタイピング実習 

 ２日目は染色体検査の実習からはじまりました。造血

器腫瘍の染色体検査のG分染法とFISH法の特徴・検査結

果に影響を与える要因など結果を判読する上で知って

おくべき知識や主な染色体異常についての講義を受け

た後、Gバンドカリオタイピングを実施しました。染色

体の特徴を一つずつ丁寧に解説していただき、並べて

いる際にも講師の先生方に細かく教えてもらえ、また

参加者同士でコミュニケーションをとって協力しなが

ら実習が進められました。正常症例から異常症例まで

用意されており、自分のレベルに合わせて実習ができ

ました。 

 午 後 か ら は、「染 色 体 遺 伝 子 検 査 に お け る

ISO15189」というテーマで、ISO15189を取得している

北海道大学病院と聖マリア病院での運用や要求事項な

どについての講義でした。具体的に作成した文書や記

録などを示しながら、ISOの要求事項について丁寧に解

説され、要求事項を満たすためにどういったものが必

要であるかなどを教わりました。また、ISO取得後に検

査部としてどういった効果があったかを聞くことがで

き、とても参考になりました。特別講演は三重大学の

中谷先生の「遺伝子検査の将来展望と課題」であり、

最新の遺伝子検査の話から、遺伝子検査室としての役

割や三重大学の遺伝子検査の話など興味深い話がたく

さん聞けました。 

 今回研修会に初めて参加し、２日間通して講義だけ

でなく実習もあり、遺伝子検査の基本的な手技や知識

を学べる充実した研修内容であり、個人的にまた参加

するだけでなく周りに勧めたいと思いました。 
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 12月15日号に引続き、第50回という記念の開催となりました中四国支部からの報告を紹介します。 

学会長 渋田 秀美       

実行委員長 楢林 秀記     

平成29年度日臨技中四国支部医学検査学会(第50回)

を山口県臨床検査技師会の担当で、平成29年11月11

日、12日に下関市の海峡メッセ下関、下関市生涯学習

プラザを会場として、メインテーマを『臨床検査 未

来への躍進』、サブテーマを「50年の時間を重ねて」

として開催いたしました。 

特別講演２題を公開講演として開催し、映画監督の

佐々部清氏より「映画が人を作り、人が映画を創

る」、腰塚勇人氏より「命の授業～ドリー夢メーカー

と今を生きる～」と題したご講演いただきました。教

育講演は医師であり山口大学 学長の岡正朗先生より 多くの皆様にご参加いただきました 

「Precision Medicineへの産学公連携の取り組み」と題

して、地元企業、山口大学、山口県による高精度化医療

に対する取り組みについて解説いただきました。 

その他に一般演題160題、シンポジウム９テーマ、特

別企画として生理機能検査ライブレクチャー・ハンズオ

ンセミナー、一般検査フォトサーベイ、日臨技企画２題

など盛り沢山の内容が２日間にわたり執り行われ、熱心

な討議が行われました。 

本学会の開催にあたり、ご支援、ご協力いただいたす

べての皆様に感謝いたします。 

この企画は中四国支部内の臨床検査技師養成校の学生

を対象に、会員との意見交換や卒業後の働くイメージを

具体化していただくために企画されました。 

まず、養成校９校の学生代表者により、｢自校の特徴

と目指す検査技師像｣というテーマで発表いただきまし

た。それぞれの発表は自信に満ち溢れた力強いもので、

自身の目標を語る姿は、忙しい日々の中で業務をこなす

ことに手一杯な私たちに初心を思い起こさせ力を与えて

くれるものでした。 
続いて、山口大学医学部附属病院検査部 臨床検査

技師長の水野秀一技師に、｢現場が求める臨床検査技

師像｣と題して講演いただきました。臨床検査技師の

未来は楽観視できない状況にあることにも触れられ、

資質向上の必要性を話されました。総合討論では時間

が足りないほどの盛り上がりでした。 

これから共に技師会活動していくであろう未来の技

師会員たちはとても頼もしく、医療の向上に寄与すべ

くお互い努力していきたいと感じた学生フォーラムで

した。 
発表者として参加してくださった皆様 

先輩技師たちも学生の発表に熱心に耳を傾けていました 
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 平成29年度 兵

庫県「検査と健

康展」を10月１

日（日）に 神 戸

常盤大学にて実

施し、頸動脈エ

コ ー:312 名、体

温測定:212名、

ヘモグロビン測

定：316名、血管年齢：293名、物忘れ検査：120名と多数

の方に検査を体験していただきました。 

 多くの方に来場いただき待ち時間中に動画及びポスター

を見ていただけるよう、待合場所に設置した効果もあり、

多くの方々が真剣に見て下さり、臨床検査の啓蒙活動にも

繋がりました。 

 臨床検査専門医への検査相談も58名おられ、同意を得て

臨床検査技師が同席し、検査説明の勉強にもなり、会員に

も有意義な一日でした。 

（兵庫県臨床検査技師会 坂本 秀生） 

本年度も全国「検査と健康展」が各地で開催され、各都道府県技師会より報告をいただきました。今回か

ら順次ご紹介していきます。 

 2017年9月3日（日）、

「検査と健康展」を“検

査 de フ ェ ス テ ィ バ ル

2017”と題してが札幌駅

前通地下広場「チ・カ・

ホ」にて開催しました。延べ1,444名の市民の皆様に血糖

測定、ストレス度チェック、頚動脈エコー、肺機能、骨

密度、血圧、認知症、健康相談、中高生就職支援ガイダ

ンスを体験していただきました。体験された市民の皆様

からは「検査を受けられて良かった」「健康診断を受け

る良いきっかけになった」との嬉しいお言葉をいただき

ました。 

 イベントを毎年楽しみにしている市民の方も多くいる

ようですので、来年も引き続き“検査deフェスティバ

ル”を成功させたいと思います。 

 最後に、協力していただいた会員の皆様並びに各メー

カーの皆様誠にありがとうございました。  

（北海道臨床衛生検査技師会 秋葉 直人） 

ことを目的に、商店街を行

き交う人に声をかけながら

健康チェックを勧めまし

た。健康チェックでは超音

波による骨密度測定、健康

モニタリング装置でのヘモ

グロビン推定値の計測及び

血圧測定を行う等、２日間

で705名の方々がこのイベントに参加し体験されまし

た。また、イベント期間中は常に10～15名の待ち時間が

出るほどの大盛況で、あらためて健康への関心の強さを

実感いたしました。 

（愛媛県臨床検査技師会 石村 悦哉） 

 平成29年10月14日

（土）に高知でも全

国「検査と健康展」

が開催されました。

当日は43名の検査技

師、４名の医師、５

名の学生の協力もあ

り200名の方にお越し

いただくことができました。イオン高知内でイベントを

行ったため、検査に興味を持っていない方にも気軽に参

加していただけました。 

 次回開催を待ち望む参加者の声も多く、地域の方々の

健康意識を高めるとともに臨床検査技師を知っていただ

けたよいイベントであったと思います。  
(高知県臨床検査技師会 石田 久人) 

  

 10月15日(日) に平成29年度

日臨技主催「検査と健康展」

を地方会場の一つとして、か

しはら万葉ホールで開催しま

した。当日は天候に恵まれず

大雨でしたが多くの方の来場

があり、会場はおおいに賑わ

いました。各検査コーナーに

は行列ができ、待ち時間が多

少ありましたが、来てくだ

さった方々は検査を受けら

れ、結果を真剣に聞きかれていました。中には「今まで

病院にかかったことが一度もない」とおっしゃる方もお

られました。健康に興味を持っていただけるいい機会に

なったのではないかと思います。 

（奈良県臨床検査技師会 栗岡 利里子）   

 愛媛県臨床検査技師会では、平成29年10月14日（土）

と10月15日（日）の２日間、松山市大街道商店街におい

て「検査と健康展」を開催いたしました。 

 一般市民を対象に健康増進と生活習慣病予防に関する

啓発、そして臨床検査技師のことをより知っていただく
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（編集後記）新年明けましておめでとうございます。唐突ですが、この会報を読んでいただいた皆様にはもう、お

雑煮を食された方も多いと思います。雑煮は角餅、丸餅、素餅、餡餅、具材、出汁も地域によって様々です。雑煮

として一括りに出来るものではなく、この多様性こそが日本の良き風土ではないでしょうか？臨床検査に関連する

業務も、その施設の規模や専門性などで、検査部門として貢献できる内容がそれぞれ違うはずです。日臨技も都道

府県技師会と共に、その多様性に添うきめ細かい事業展開を行っていく必要性を強く感じています。本年も『会報

JAMT』は情報の分かりやすい広報媒体としてご活用いただけるよう事務局、委員一同が努力して参りますので引き

続きご愛読のほどよろしくお願いします。                            （土居） 

 イオンモール出雲内

の広場で検査と健康展

を 開 催 し た。健 康

チェックコーナー（骨

密度測定、血管年齢測

定、肺活量測定）では

158名に検査を受けて

いただくことができ

た。骨密度測定、血管

年齢測定は、今年度で

３回目、肺活量測定は初めての企画だった。肺活量測定

は病院でしているのと同じような声かけで施行したの

で、来場者には検査技師らしい面を見ていただけたと思

う。また、実務委員の丁寧な測定と結果説明に満足され

た方も多かった。希望者には医師による健康相談もでき

たので、大変喜んでいただけた。 

（島根県臨床検査技師会 渡辺 仙子）  

 佐賀県臨床検査技師

会は、全国「検査と健

康展」に公開講演を企

画し、講演内容に合わ

せた健康チェックを

行っている。 

 今回は、佐賀県医療

センター好生館 呼吸

器内科医長 加藤剛医師に、「若くてきれいな肺を保つに

は－肺年齢って知ってますか－」と題して講演いただい

た。一般市民の方に分かり易く、肺年齢検査（スパイロ

メーター）、禁煙外来の検査（呼気中ＣＯ濃度検査）を

お話しいただき、講演内容～健康チェック～検査説明・

相談に繋がり、来場者からも好評であった。 

「肺年齢」という言葉に大変興味を持たれ、健康チェッ

クをされたほとんどの方が検査説明・相談を受けられ、

臨床検査技師の仕事を紹介できた事業であった。 

（佐賀県臨床検査技師会 内田 尚美） 

非侵襲的ヘモグロビン測定、AGE(細胞年齢)測定（318

名）、物忘れチェック（97名）を実施し、検査相談コー

ナーでは97名の参加がありました。 

 臨床検査展示紹介コーナーでは臨床検査技師紹介リーフ

レット・パンフレット、メタボメジャーの配布（1,250

部）や、臨床検査業務の紹介を行ないました。また“大阪

府臨床検査技師会プレゼンツ“検査と健康”ミニステージ

として放送局のイベントにも参加し、歌手“KOSUKE”によ

る臨床検査技師応援ソングの披露や技師会のPRを行いまし

た。活動中に市民の皆さんから、“臨床検査技師を初めて

知った”“来年も参加したい”との声も聞くことができ、

臨床検査や臨床検査技師業務への理解を得られたと思いま

した。来年度も、さらに飛躍をめざして企画を進めていき

たいと思います 。 

（大阪府臨床検査技師会 清水 隆之）  

 平成 29年度全国

「検査と健康展」を

11月 3日（祝）鹿児

島市のドルフィン

ホールにて開催いた

しましたので報告い

たします。第5回目

を迎えた「検査と健

康展」ですが、昨年

からイベントの周知がされてきたように感じた今年の開催

でした。人気の高い頸部血管エコー検査は、初回からエ

コー機器レンタル３台が設置されており、この行事の目玉

となっていると思われます。頸部血管エコー・肺機能・骨

密度・自己採血の血糖・相談コーナー・顕微鏡は定着し件

数も増えています。来場者数も初回の150名から今年は293

名となり年々増加しています。また、昨年から体年齢測定

や体験コーナーに血液型を新設置し好評を得ました。今後

も会員全員の大きな協力を得て地道に続けることがこのイ

ベントの目的につながると信じています。 

（鹿児島県臨床検査技師会 窪田 隆子） 

平成29年11月3日（祝）秋晴れの長居公園で全国「検査

と健康展」in大阪を開催しました。当日はMBSラジオ秋祭

りも開催されており、長居公園には非常に多くの市民が

来られました（参加者：37,800人）。 

 「検査と健康展」では、臨床検査体験コーナーとして


