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横地常広 

P1～P5 検体検査の精度管理に関する検討会開催される！ 

P6～P7 「初級・職能開発講習会」開催報告（１） 

P7～P9 全国「検査と健康展」2017 各地からの報告 第２回 
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検体検査は、疾病の的確な診断や、治療効果の評価等

のために日常的に実施されているものであり、その品質・

精度の確保は医療技術の進歩とともに重要となってきてい

る。このため、平成29年６月に医療法・臨検法の一部が改

正され、医療機関が自ら実施する検体検査や衛生検査所や

ブランチラボに業務委託される検体検査について、その精

度管理に関する基準を設け、適切に管理を行っていくこと

について法律上明確に位置付けるとともに、医療技術の進

歩に合わせた検体検査の分類の柔軟な見直しを可能とする

制度改正が行われた。また、遺伝子関連検査の品質・精度

の確保について、平成28年10月の「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」意見とりまとめにおい

て、諸外国と同様の水準を満たす必要があるとされ、遺伝

子関連検査の実施においての基準の整備も進められること

となった。以上を受け、具体的な要件を定める省令の検討

の場として厚生労働省に“検体検査の精度管理等に関する

検討会”が設置され検討されることとなった。 

省令の検討にあたっては、平成28年度厚生労働科学研

究事業の「臨床検査における品質・精度の確保に関する研

究班報告書」 (研究代表者:矢冨裕）（以下研究班報告

書）の報告内容が原案として採用されている。 

検討会構成委員は、病院団体等の医療関係団体の代

表、検査関係団体の代表、関連学会の代表等から構成され

当会からは、常務理事である丸田秀夫が参画しこれまでに

３回の検討会が開催された。 

今回はこれまでの検討の概要について途中経過を報告

する。 

常務理事 丸田 秀夫  

Ⅰ．検討会での検討課題 

(1) 医療機関及び医療機関等が検体検査業務を委託する衛生検査所の検体検査の精度管理のあり方について  

(2) 諸外国と同様の水準を満たす遺伝子関連検査の品質・精度のあり方について 

(3) 医療技術の進歩に合わせた検体検査の分類について 

Ⅱ．スケジュール  

【検討会の開催予定】 

  日時 議題（案） 

第１回 
平成29年10月27日（金） 

10:00～12:00 

検体検査の精度管理等の

現状について（総論） 

検体検査の分類の見直しに

ついて 

第２回 
平成29年11月20日（月） 

14:00～16:00 

医療機関の精度の確保につ

いて① 

第３回 
平成29年12月20日（水） 

13:00～15:10 

医療機関の精度の確保につ

いて② 

第４回 平成30年１月頃 

遺伝子関連検査の基準につ

いて 

受託業者の精度の確保につ

いて 

第５回 平成30年３月頃 とりまとめ案の提示 

【法律・省令施行までの予定 】 

平成29年度末 検討会とりまとめ 

平成30年夏頃 社会保障審議会医療部会へ報告 

       パブリックコメント 

平成30年冬頃   法律、省令施行 

省令公布 

周知・準備期間（半年程度） 
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Ⅲ．検討会構成員（座長：楠岡 英雄）  

安達 久美子       

市川   朝洋      

伊藤 たてお       

菅間     博       

楠岡   英雄       

佐々木   毅       

田澤   裕光      

難波   栄二      

西尾   和人      

日高   良雄     

丸田   秀夫      

三井   博晶      

宮地   勇人      

矢冨     裕     

Ⅳ． 第１回検討会（平成29年10月27日金曜日 10:00～12:00開催）  

議題：検体検査の精度管理等の現状について（総論） 

   検体検査の分類の見直しについて 

概要：検討会の目的、検体検査の精度管理等の現状について厚労省からの説明の後に、議題である検体検査

の分類の見直しに対し、研究班報告書をベースに作成された厚労省案について議論がなされた。 

【検査分類の厚労省案】 【分類の見直しの理由】 

・「血清学的検査」については、下位分類として血清学検

査と免疫学検査を含むものであるが、疾患構造の変化等

により、アレルギー検査等の免疫学検査の概念が拡大し

ていることから、「免疫学的検査」へ名称変更する。 

・「寄生虫学的検査」については、一般的に「尿・糞便等

検査」の下位分類として取り扱われているため、「尿・

糞便等一般検査」を新設し、それに伴い削除する。 

・①現在、３分類にまたがっている遺伝子関連検査につい

て、ゲノム情報を用いること等の特性に合わせた合理的

な構造設備等の基準を設けること、 

 ②染色体検査については、ヒトゲノム情報を対象とし、

測定に遺伝子関連の分析手法を用いること等の特性を加

味し、遺伝子関連検査と同基準とすることを目的とし

て、現行の分類からこれらの検査を抜き出した新たな一

次分類として「遺伝子関連検査・染色体検査」を新設す

る。 

厚労省案に対し多くの構成員は賛同したが、日本病理学

会の将来構想検討委員会委員長でもある佐々木毅構成員か

ら、「病理組織材料を用いた遺伝子関連検査については、

他のものと異なり検査前工程の管理が重要であり、病理医

ならびに病理検査に精通した臨床検査技師が関与する必要

がある。検査工程においても適切な組織部位を用い検査を

実施することが重要でありそのためにも病理医の介在は不

可欠である。」として、病理組織標本を用いて行う体細胞

遺伝子検査を病理学的検査の２次分類に含めることが求め

られた。 

検査材料ではなく検査の手法による分類が妥当であると

する、多くの構成員との意見との折り合いがつかず、

いったん日本病理学会内で再検討し、第３回の検討会で

議論することとなった。 

なお、厚労省は、検体検査の２次分類はもともと、衛

生検査所の登録基準として必要な要件を規定するために

定められたものであり、医療機関内での検査のあり方に

は影響を及ぼさないことを理解していただきたいとして

いる。 

病理学的検査以外については異論なく了承され、第１

回が閉会となった。 

公益社団法人日本助産師会 副会長/首都大学東京健康福祉学部 教授 

公益社団法人日本医師会 常任理事 

一般社団法人日本難病・疾病団体協議会 理事会参与 

一般社団法人日本医療法人協会 副会長 

独立行政法人国立病院機構 理事長 

東京大学医学部附属病院 ゲノム病理標準化センター センター長 

一般社団法人日本衛生検査所協会 副会長 

鳥取大学 生命機能研究支援センター 教授/副センター長 

近畿大学医学部 ゲノム生物学教室 教授/ライフサイエンス研究所 ゲノムセンター センター長 

宮崎県福祉保健部 次長 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 常務理事 

公益社団法人日本歯科医師会 常務理事 

東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学 教授 

東京大学大学院医学系研究科 臨床病態検査医学 教授 

（五十音順、敬称略、合計14名） 
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Ⅴ． 第２回検討会（平成29年11月20日 月曜日 14:00～16:00開催 ）  

議題：医療機関の精度の確保について①  

概要：冒頭、日本医師会（日本医師会臨床検査精度管理検討委員長 高木康参考人）ならびに当会（丸田秀夫

構成員）より両会で行われている外部精度管理調査の現状について説明がなされた後、医療機関の精度

の確保について研究班報告書で示された要件（下図参照）をもとに検討が進められた。 

構造設備関係については、抗酸菌検査を実施する場合

には専用の検査室を設けることを求める案に対し、感染

症法やWHOのバイオセーフティー指針等との整合を図る

必要があり、現状の医療機関の微生物検査室の体制も勘

案し再検討が必要とされ、次回検討会へ持ち越しとなっ

た。 

管理組織関係については、責任者は医師または臨床検

査技師と職種を限定した厚労省案に対し、日本医療法人

協会副会長の菅間博構成員から、小規模施設では臨床検

査技師の雇用は難しく、医師・看護師が簡易な検査を実

施している実態があるため、臨床検査技師以外も責任者

として認めるよう要求された。それに対し当会を含め多

くの構成員から、責任者は精度管理について相応の教育

を受けたものが担うべきである、臨床検査技師が雇用で

きないのであれば医師がきちんと責任を負うべきであ

る、等々の意見のもとに、最終的には厚労省案の通り医

師または臨床検査技師に限定することで了承された。 

また、「臨床検査技師を責任者にする場合は、指導監

督医を専任する」とした厚労省案について、当方より、

医療機関においては、医師または歯科医師の指⽰のもと

に検査が実施され、医師または歯科医師と臨床検査技師

が直に議論する環境にあるため、指導監督医に類するも

のは不要ではないか。と要望したものの理解を得るには

至らなかった（本件は第３回検討会において修正がなさ

れた）。 

 その他の事項である、標準作業書の作成ならびに作業日

誌の作成と保存については、概ね研究班報告書の内容で

了承された。 

日本歯科医師会常務理事である三井博晶構成員から、

歯科において感染管理でクローズドスペースを確保する

のは非常に厳しいのが現状。検体検査の精度管理に係る

基準ついてはもう少し考えて頂きたい。日本助産師会副

会長である安達久美子構成員からは、医師もおらず、健

康な人を対象としている助産所における検体検査の精度

管理に係る基準については別立てで検討するよう配慮し

て頂きたい。との意見があり、次回以降に検討すること

となった。 

精度管理の具体的要件については第３回検討会で議論

することとし閉会となった。 

≪第２回検討会の様子≫ 
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Ⅵ． 第３回検討会（平成29年12月20日 水曜日 13:00～15:10開催 ）  

議題：医療機関の精度の確保について②  

概要：前回までの検討をもとに、医療機関の精度の確保についての最終案の検討がなされた。 

 前回からの持ち越し事項であった、構造設備関係については、抗酸菌検査を実施する場合には専用の検査室を設け

る案が出ていたが、医療機関においては院内における感染対策が十分に行われている実情より、特段の基準を設定し

ないことで意見の一致を見た（図１）。 

（図１） 

 管理組織関係については、前回検討会で臨床検査技師を責任者にする場合は、指導監督医を専任するとされていた

が、他の院内業務である医薬品安全管理責任者や医療機器安全管理責任者などでは指導監督医を専任する必要がない

ことから、厚労省が再検討を求め、不要とすることで一致した。修正された背景には、臨床検査に精通した医師が責

任者となるのが望ましいが、全ての検査部門にゆきわたるには不足している実態も指摘された。 

 歯科医療機関、助産所に対しても同様の基準を設けるとして、歯科医療機関の責任者は歯科医師を認め、助産所は

助産師とすることとなった。 

 配置人員に関する基準（必要な人数等）は、それぞれの施設での検査実施状況が様々であることを勘案し、特段設

けないこととなった（図２）。 

（図２） 
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（図３） 

 残る懸案事項である、検査分類における病理組織材料を用いた遺伝子関連検査の位置付けについては、日本病理学

会より要望書が提出され、その中で厚労省案を改変した分類案（図４）が提示されたが、結論は得られず次回以降へ

持ち越しとなった。 

Ⅶ．まとめ 

 以上、第１回から第３回の検討会の概要を報告した。詳細について

は厚労省のHPに資料も含めアップロードされているので参照して頂き

たい（検索ワード：検体検査の精度管理等に関する検討会）。 

 これまでに了承された内容については医療機関における現状を踏ま

えると、概ね妥当な要件であると考えている。 

 次回検討会では、遺伝子関連検査の基準と受託業者の精度の確保に

ついて検討がなされる予定であり、次号以降で報告をする。 

 精度管理の方法としては、試薬管理台帳、検査機器保守管理標準作業書（作業日誌含む）、測定標準作業書（測定

作業日誌含む）の３種類の作成と２年間の保存を求め、外部精度管理の受検と内部精度管理の実施は努力義務とする

ことで了承された。また、外部精度管理を受検した場合はその記録、内部精度管理を実施した場合は統計学的精度管

理台帳の保存も要件となった（図３）。 

（図４） 

≪第３回検討会の様子≫ 
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 本年度から始まった「初級・職能開発講習会」は、３か年の継続事業として卒後３～10年目の会員を対象に、医療

人、職能人としてのスキルアップを目的に、医療情勢の変化、今後の臨床検査の在り方、職能団体としての組織強

化などをテーマとして全国展開しています。今年度は11都道府県技師会で開催します。講習内容は、宮島会長講話

「医療情勢と今後の方向性について」、横地副会長による基調講演「多職種連携医療で活躍する臨床検査技

師」、新生涯教育制度支援のeラーニングの活用を説明後、グループワークにて意見交換を行います。今回は、平成

29年12月３日に開催された兵庫県臨床検査技師会と平成29年12月17日に開催された宮城県臨床検査技師会の受講者

より成果の報告です。 

竹本 真喜(市立加西病院)  

 当日参加してはじめに思ったことは、参加者が少ない

ということでした。私自身、職能開発と言われても「何

を行うことなのか」「そもそも私のような経験の浅い技

師が何をどうできるのか」と参加する前から疑問や不安

を感じており、もしかすると同じような気持ちの方もい

らっしゃったのかもしれません。しかし、会長講話・基

調講演を受け、今、医療が直面している問題や将来に向

けての構想、そのために臨床検査技師はどうあるべきな

のか、その理想に向けて何ができるのか等、自分なりに

考えられるようになりました。グループワークでは、

様々な施設の方と話したことで、従事する医療の現場が

異なれば考え方も違い、今まで自分にはなかった視点が

得られたり、反対に、どの現場でもこれは同じなのだと

森川 貴道 （㈱兵庫県臨床検査研究所）  

 私は今回の講習会を受講し、法律や制度、臨床検査技

師としての働き方の意識を変えなければならないと感じ

ました。今回の講習を受けるまで、法律や制度に興味が

なく、知ろうという意識もありませんでした。しかし、

今回の講習を受け、どれだけ大きく医療現場の情勢が変

化しているのかを知りました。日々の業務の中で当たり

前に行っている精度管理の法律が６月までなかったとい

うことには衝撃を受けました。また、保険点数の改正が

どのような情報をもとに行われているかを知り、検査セ

ンターで働いている私は、検査センターの在り方に危機

感を覚えました。 

 これからの臨床検査技師は、医療現場の情勢の変化に伴

い、今までの意識を改め、検体採取や在宅医療、患者へ

の検査説明・結果説明など、様々なニーズに対応してい

く必要があると感じました。私自身も、幅広い知識・技

術を身につけ、これからの医療現場で求められるような

臨床検査技師になりたいと感じました。 

横地副会長による基調講演 

グループワークの様子 

グループワーク後に

は各グループの意見

をまとめて発表 

及川 寛子 (大崎市民病院 )  

 今回「初級・職能

開発講習会」に参加

し、これからの臨床

検査技師がどの様に

変わるのか、また変

わっていかなければ

ならないのかを考え

るきっかけになりま

した。講習会では宮島会長の講話、横地副会長の講義を拝

聴し人工知能（AI）の進歩や医療情勢が急速に変化してい

く中、私たち臨床検査技師は検査室だけで仕事をするので

はなく、患者さんに寄り添い、患者さんのより近くで検体

採取や検査説明などのできることを増やして行かなければ

活躍できる場所がなくなってしまうと、焦燥感を持たずに

はいられませんでした。午後からの「意識改革」「組織強

化」についてグループディスカッションがあり、私たちの

グループでは検査室内の部門間の交流が乏しい、部門間の

意思疎通が希薄であるという意見の施設が多く、その対策

として、ローテーションをより多く取り入れ、部門の協力

体制を強化しなければならないという意見が出ました。

日々の業務に追われる中で、ローテーションを推進するこ

とは難しいと思いますが、今回の講習会を通して、我々一

人一人が未来の臨床検査技師像をイメージし意識改革して

いく必要があると思いました。 

感じられたりしました。学んだことを実践しながら、これ

からも地域医療のために貢献していきたいと思います。 

（次ページへ続く） 
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伊藤 彩美 （米沢市立病院）  

 「業務体系の

変革(受動から

能動へ)」につ

いて、グループ

ワークで話し合

い発表しまし

た。 

 様々な施設の

方達との議論の中で、「主治医からオーダーが出された

ら、それに従い検査を行い、結果を返す」ことが受動的

になっているという意見が多く上がりました。その一方

で「パニック値の報告は、直接先生に伝える」「たとえ

パニック値でなくても前回値の値と乖離してあるものが

あれば先生に報告している」などの能動的意見も上がり

ました。今後、さらなる能動的な業務を拡げるために

は、医師や看護師などの他職種とのコミュ二ケーション

を大切にすること、そして、病院の研修会やチーム医療

などを通して検査側から全体へと情報を伝達することに

よって更なる医療の向上に貢献できると考えました。 

 小林 航太 (仙台市立病院 )  

 今回、初級・職能

開発講習会へ参加さ

せ て い た だ き ま し

た。グループワーク

では、「スタッフの

意 識 改 革 と 組 織 強

化」、「業務体系の

変革(受動態から能動

態へ)」という2つのテーマについてディスカッションしま

した。スタッフの意識改革ということで、新人教育のあり

方について多く意見が出ました。新人の意識改革ととも

に、上司との関わりについても意見が出たのが印象的でし

た。今回の講習会で、他施設の方々の意見を聞くことがで

き、非常に有意義でした。 

 現在の医療情勢の変化や医療現場がどのような臨床検査

技師を求めているのかを知ることができるとても有意義な

講習会でした。 

 岡山県臨床検査技師会では、平成 29年 11月４日

（土）、岡山コンベンションセンターにて、「健康と臨

床検査展」を開催しました。「血管年齢」などの無料検

査や、臨床検査体験、大学説明コーナーに290名の方々が

来場され、どのコー

ナーも大盛況でした。

42名のスタッフの丁寧

な対応に大変喜んで頂

けました。ラジオの生

放送もあり、スタッフ

がゲストとして呼ばれ

「臨床検査」「臨床検

査技師」について多く

の方々に知って頂くこ

とができました。 

（岡山県臨床検査技師会 小林 尚子） 

 第4回「検査と健康展」

を 平 成 29 年 11 月 11 日

（土）名 取 市 の イ オ ン

モール名取にて開催しま

した。 

 会員ボランティアによ

る検査体験コーナーで頸

動 脈超音 波検 査、肺年

齢、骨年齢、血管年齢の各検査、ストレスチェック、物

忘れ度チェックを実施しました。 

 さる11月11日（土）、10月の長雨を払拭するかのよう

な秋晴れのもと、第15回「検査と健康展」をイオンモー

ル佐久平店セントラルコートのイベント用スペースの一

角お借りして開催しました。臨床検査技師が主催するイ

ベントであり、臨床検査技師を全面に出せることで医療

従事者の中で目立たない存在である臨床検査技師のア

ピール活動として意義のある公益活動でした。日常の医

療業務から飛び出して、健康意識を高める活動や検査知

識の普及活動を通じて地域の人々とふれあうよい機会と

なりました。無事イベントを終えた充実感と安堵感を胸

に、当日はやけに茜色に映える西の夕焼けを眺めながら

家路につきました。 

臨床検査専門医お二人による検査説明コーナーでは丁寧

な説明は今年も好評でした。 

 エコー画像展示やリーフレットの配布等、皆で協力し

て今年も無事終了いたしました。 

（宮城県臨床検査技師会 遠藤 幸子）  

（長野県臨床検査技師会 菊池 重忠） 
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 石川県において、今回初

となる単独の催し物として

の「検査と健康展」を行いま

した。大型ショッピングセ

ンターの通路の一角にある

開放された催事場で、無料

の検査と検査説明を行い、

総数280名の方に参加して

いただきました。「あんたら何の人や？」（きつい文面になっ

ていますが、方言で意味合い的には親しみがこもったもの

です）？とよく尋ねられ、たくさんの方に興味を持っていた

だくことができました。 

（石川県臨床検査技師会 木村 由）   

 平成29年11月11日(土)

津田沼モリシアホールに

て全国「検査と健康展」

inChibaを開催し、各種臨

床検査の他、臨床医による

検査説明相談を行った。地

元の習志野市HPへの掲載

や新聞への折込広告を

行った結果、来場者は昨年より増加した。 

 実施内容は血管年齢測定(CAVI)、肺年齢測定、骨密度測

定、皮下脂肪測定、貧血検査を行った。来場者の95%は「満

足」と答えており、継続を希望する声も多く聞かれた。地道

な活動が少しずつ実を結んでいると思われる。待ち時間等、

改善する点はあるが、今後も地道に開催していきたい。 

（千葉県臨床検査技師会 東 和彦） 

ポスター掲示やパンフレットの配布、臨床検査専門医２

名による検査相談コーナー、乳腺模型の触診体験、顕微鏡

の体験、無料検査（ストレスチェック検査とインボディ計

測）、さらに臨床医２名による「がん検診を受けよう！」

のテーマで講演会を行った。 

 がん検診を受診することにより死亡率を下げることは

広く認知されているが、市町村や施設によって検診内容が

異なることがある。よって、検診内容について理解するこ

とが大切であると、今回の講演を通して「がん検診」の重

要性について県民に啓発した。 

広大な面積を有する岩手県において巡回形式で「検査

と健康展」の３回目を奥州市で開催した。当日は寒さ厳

しい悪天候の中、多くの県民が来場した。新聞各社から

取材を受け、健康展の趣旨や、検査技師の役割について

アピールできた。来場者から「肺年齢が人に言えないぐ

らい高かったが、お医者さんからは普通に生活する分に

は大丈夫と言われほっとした」と感想を頂いた（岩手日

日新聞記事より一部抜粋）。２体のゆるきゃらが来場者

をお迎えし、キッズコーナーでは技師会員が作成したバ

ルーンを配布し、色とりどりのバルーンを持つ子供達が

会場内に溢れた。 

盛岡地区と中部地区の会員の共同運営だったが、初顔

合わせの面々でも検査技師の優れた団結力を見せてくれ

た。 

  

静岡県では秋晴れの11月12日（日）、静岡市清水区の

エスパルスドリームプラザにて開催しました。 

 頸動脈エコー、

体成分分析検査、

静脈可視体験、顕

微鏡検鏡、SMBG、

血圧および血管機

能検査、物忘れ相

談プログラム、検

査技師の仕事説明

の８ブースを設営

し、更に医師による相談コーナーでエコーやSMBGにて異

常値の方に対応しました。４時間の開催で体験者数は延

べ1,000人余りでした。 

開催を通じて、私達は体験者とのコミュニケーション

の重要性およびそのスキルアップの必要性を再認識し、

体験者は日常生活を振り返りながら改めて健康を意識

し、同時に臨床検査技師の仕事内容も広く知ることに

なったと思います。会場でご尽力頂いた皆様方、誠にあ

りがとうございました。 

（静岡県臨床衛生検査技師会 中島 和浩）  

（岩手県臨床衛生検査技師会 川村 将史） 

県民自身ががん検診の重要性を理解することにより、

がん予防の意識向上につながると考えた。また、臨床検

査技師という職業を広くアピールすることにより臨床検

査技師の知名度向上につながったと考る。 

（和歌山県臨床検査技師会 田中 規仁） 



（編集後記）１月８日は成人の日です。昔は１月15日が成人の日でしたが，2000年以降は国民の祝日が月曜日に固

定されたため毎年１月の第２月曜日になっています。国民の祝日を迎える機会にふと日本という国を意識すること

があります。みなさんは世界で一番長く続いている国がどこかご存知でしょうか？それは日本です。その歴史は

2678年（紀元前660年から）。二番目に続いている国はデンマークで約1000年。三番目はイギリス約900年、その他

のほとんどの国は200年足らずで滅びています。当会は昭和27年に日本衛生検査技術者会として設立され、65年の

年月が流れました。日本国とは比べ物になりませんが、長い歴史には時代時代の在り方がありました。これからの

技師会は今の時代の私たちが築いていかなくてはなりませんね。2月11日は建国記念日。翌日は振替休日。ちょっ

と得した気分です。                                      （中井） 
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 今回は沖縄県の南

部地区（南風原町）

で 開 催 し た が、

ショッピングセン

ターとタイアップす

ることで、来場者も

多く（約 500名）、

準備した配布資料も

12時過ぎには無くな

るほどの盛況であった。特に親子連れも多く、中には臨

床検査技師を目指す小学生もおり、母親共々熱心に説明

を聞かれており、感謝の言葉もいただいた。SASコーナー

ではビデオを真剣見入っていた方も多くみられた。ま

た、毎年このようなイベントをやって欲しいとの意見も

多く聞かれた。 

（沖縄県臨床検査技師会 運天 芳浩） 

平成29年11月11日（土）・12日（日）、ヤマダ電機

LABI1高崎LABIGateにて、全国「検査と健康展」を開催

し、300名を超える方々のご来場をいただきました。『健

康展』では骨年齢、肺年齢の測定、検査説明、検査医に

よる健康相談を実施し、『検査展』では、パネル展示の

ほか顕微鏡を使ったがん細胞・血液・細菌の観察や超音

波透視・血液型、尿糖測定の模擬体験、分子拡散の原理

の７ブースを設置し、小さい子供から大人まで幅広い世

代の方が体験さ

れ ま し た。ま

た、今年は県内

２つの大学によ

る進路ガイダン

スを開催し、学

校紹介や進路相

談 を 行 い ま し

た。来場者から

は、丁寧な説明

で分かりやすかった、子供の進路の参考になった、来年

も参加したいなど好評でした。今後も臨床検査技師の仕

事に興味を持ってもらえるような企画を増やしていけれ

ばと思います。 

（群馬県臨床検査技師会 神山 晴美）  

徳島県臨床検査技師会は、平成29年11月12日(日)に徳

島市の徳島県医師会館において｢検査と健康展｣を開催し

ました。前日より気温も低く肌寒い天候にもかかわら

ず、約170名の市民の皆様にご来場いただきました。 

健康チェックで

は血糖・HbA1c測

定、頚動脈エコー

を実施し、120名

前後の方に検査を

受けて頂き、大き

なトラブルも無く

概ね良好な運営が

できました。今回

の催しを契機に今

後も健康チェックを継続していただけたら幸いです。 

また、ご来場いただいた皆様には臨床検査に関する資

料を配付し、臨床検査についての情報提供もできたもの

と思います。 

（徳島県臨床検査技師会 篠原 正勝）  

 11月11日に全国「検査と健康

展」（埼玉会場）を浦和コルソ

にて開催しました。当日は天候

にも恵まれ、多くの市民の来場

があり、大変盛況でした。内容

としては昨年も実施した骨密度

測定、血管年齢測定、検査相

談、乳がん触診検査体験を行

い、今年は鼻腔検体採取モデル

を使用した、検体採取体験と臨

床検査技師が鼻腔からの検体採

取をできるようになったことを

PRしてきました。 

 昨年同様新聞折り込み広告による広報活動を会場周辺の

22000世帯に実施し、当日は配布されたチラシをもって来

場される市民もおり、開催前から健康展参加の希望者の列

ができていました。最後に大きなトラブルもなく、終えら

れたのも臨床検査専門医会からお越しいただいた土屋先

生、村上先生と当日運営スタッフ25名のみなさまのおかげ

だと思います。ありがとうございました。 

（埼玉県臨床検査技師会 濱本隆明） 


