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横地常広 

P1～P2 平成29年度認定病理検査技師制度資格更新指定講習会（特定講習会）開催報告 

P3～P4 「病棟で必要な能力開発実践研修会」開催報告 

P5 「初級・職能開発講習会」開催報告（４） 

P6 全国「検査と健康展」2017 各地からの報告第５回 
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 平成26年に認定病理検査技師制度が始まって、すでに

４年目を迎えている。これまでに全国47都道府県で555

名の認定者（１～３回）が世に輩出された。昨年11月に

は４回目となる認定試験が行われ、平成30年４月にはめ

でたく４期生が輩出される予定である。その数も目標で

ある1,000名まであと少しである。病理医の間にも徐々

に「認定病理検査技師」の名称が浸透してきている。そ

して何より、平成29年10月24日に閣議決定された「がん

対策推進基本計画（第３期）」においては、病理診断分

野の取り組むべき施策として、認定病理検査技師を適正

に配置するよう言及されている。また、がんゲノム医療

中核拠点病院（仮称）およびがんゲノム医療連携病院、

そして病理専門医研修認定施設の申請要件の中にも認定

病理検査技師が取り上げられている。このように認定病

理検査技師に対して、厚労省をはじめ外部から非常に大

きな期待が寄せられていることがわかる。そんな中、今

回、平成29年度認定病理検査技師制度資格更新指定講習

会（特定講習会）が開催された。この講習会は認定病理

検査技師合格後、５年毎に資格更新をする際に、受講が

義務付けられる特定講習会である。 

北は北海道から南は九州／沖縄まで260名もの参加が

あった。テーマを『これからの認定病理検査技師を創生

する！！』とした。講義内容も今後の認定病理検査技師

が歩む方向性を強く意識したものであった。講習会会場

となったのが、第１回認定病理検査技師制度受験のため

の参加必須指定講習会と同会場であった。講習は２日間

にわたり、14講義を企画した。認定病理検査技師が病理

診断を巡る新たな潮流を肌で感じとり、それら多様性に

柔軟に対応していく意義を理解し、求められる認定病理

検査技師のあるべき姿を、各講義を通じて再認識でき、

意識高揚を図ることができることを企画目的とした。 

初日は、森井英一先生『病理学会 病理検体取扱いマ

ニュアル』に始まり、滝野寿『精度管理（日臨技、

JPQAS を中心に）』、山田雄二先生『デジタルパソロ

ジー導入の実際』、白石泰三先生『病理学会 デジタル

病理画像を用いた病理診断』、滝野寿『がんゲノム医療

コーディネーターについて』、佐々木毅先生『人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス』、そし

て畑中豊先生には『病理学会 ゲノム診療用病理組織検

体取扱い規程』と、『次世代シークエンシング（NGS）

平成29年度 

を用いた遺伝子パネル検査』の２講義を、郡司昌治先生

には『がん治療における個別化医療（含 FISH）』の講

義をいただいた。２日目は、組織マネージメントに関す

る講義内容を企画した。特に、久森英樹先生には、『人

財育成の基本的な考え方と研修方法』、『評価方法と対

処方法』、『コーチングの基礎』と題して組織リーダー

としての資質を磨くためのご指導をいただいた。会場か

らも多くの質問が寄せられた。砂川恵伸医師には『感染

管理』、根本誠一技師には『医療安全』についてご講義

いただいた。いずれの講義も受講生の興味を引く内容で

あり、テーマの意味を十分に理解し、今後の活躍に生か

せるものであったと確信している。意見交換会にも非常

に多くの参加があり、久しぶりに会う認定者同士が旧交

を温めている様子があちらこちらで見受けられた。認定

技師制度を通じてできた深い絆を感じることができた。 

555名の認定病理検査技師のこの４年間はどんなもの

であったのだろう。資格を得たものの何から手掛けてい

けば良いものか、まさに暗中模索の日々ではなかったの

か。そのご苦労は計り知れない。しかしながら、少しず

つではあるが、社会の中で認知され、活動も意義深いも

のになってきたと実感できるようになった。一人一人の

活動は弱く小さなものであっても、全体としては確実に

大きな一歩を歩み始めたのではないだろうか。これから

国民医療に貢献するために、そろそろ次のステップへの

飛躍を考える頃なのではないだろうか。既に認定病理検

査技師を巡る大きな波が起こっている。是非、この潮流

に乗って新たな職域を拡げていかれることを期待して止

まない。そして、認定病理検査技師が生涯にわたり高い

知識と技能の水準を維持するよう積極的に研鑽するとと

もに後進の育成に努めることを望んでいる。 

(担当執行理事 滝野 寿) 
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認定病理検査技師制度資格更新指定講習会 

（特定講習会）を終えて 

北澤 綾 （新潟県立がんセンター新潟病院） 

 研修会の数日前まで東京で大雪が降るなど交通機関の

乱れが心配でしたが、当日は天候に恵まれ、タイム24ビ

ル９Fソフトバンク青海キャンパス大会議室において、

１月27日（土）、28日（日）の２日間にわたり、平成29

年度日臨技認定センター認定病理検査技師制度資格更新

指定講習会に参加させていただきました。 

 朝から晩まで座りっぱなしで講義続きという、集中力

を維持することが難しい講習会ではありましたが、どの

講習も非常に興味深く、考えさせられることの多い内容

でした。 

 常日頃の講習会は、どうしても手技などの日常業務に

直結したものになりがちですが、今回はコーチングや人

事評価、医療安全などの講習も含まれており、認定病理

検査技師に何が求められているのかがよく分かり、身が

引き締まる思いでした。 

 お忙しい中、講師を努めていただきました先生方、講

習会を企画・運営してくださった役員の皆様に感謝を申

し上げます。ありがとうございました。 

林 裕司（滋賀医科大学医学部附属病院）  

 縁あって認定病理検査技師制度第１回認定試験を受験

し、なんとか、ギリギリで合格してから３年…。資格更

新要件の「認定センターが主催する特定講習会」なるも

のが、この間１度も開催されず「いつあるんだろう…」

と、更新年度も迫って来て、内心ヒヤヒヤしていたとこ

ろに、遂に特定講習会が開催されるとの情報を得て、取

る物も取りあえず参加して来ました。 

 ２日間カンヅメで、内容はゲノム医療、次世代シーク

エンシング（NGS）等のトピックス的な講義、コーチン

グの基礎、人財（人材ではない）育成等の講義、医療安

全・感染管理等、と盛りだくさんで、頭の中に無理矢理

叩き込まれたという感じでしたが、「なるほど！」と思

わず手を叩きたくなる話もあり、私たちの世代・（職場

での）ポジションにマッチした内容だったと思います。 

 また、全国の認定病理検査技師が集まっていたので、

懐かしい人に会えて、いろんな話ができて勉強になりま

したし、なにより楽しかったです。 

また、機会があれば勉強しに行きたいと思います。 

１日目：1 月 27日（土） 

開講式・オリエンテーション 
 

『病理学会 病理検体取扱いマニュアル』 

 大阪大学 森井 英一 

『精度管理（日臨技、JPQAS を中心に）』 

 名古屋市立大学 滝野 寿 

『デジタルパソロジー導入の実際』 

ソフトバンク株式会社 山田 雄二 

『病理学会 デジタル病理画像を用いた病理診断』 

 桑名総合医療センター 白石 泰三 

『がんゲノム医療コーディネーターについて』 

日臨技 滝野 寿 

『人を対象とする医学系研究に関する 

             倫理指針ガイダンス』 

東京大学 佐々木 毅 

『病理学会 ゲノム診療用 

           病理組織検体取扱い規程』  

北海道大学 畑中 豊 

『がん治療における個別化医療（含 FISH）』 

名古屋第一赤十字病院 郡司 昌治 

『次世代シークエンシング（NGS）を用いた 

              遺伝子パネル検査』 

北海道大学 畑中 豊 
 

意見交換会  

２日目：1 月 28 日（日） 

『人財育成の基本的な考え方と研修方法』 

株式会社 アクアブレイン 久森 英樹 

『評価方法と対処方法』 

株式会社 アクアブレイン 久森 英樹 

『コーチングの基礎』 

 株式会社 アクアブレイン 久森 英樹 

『感染管理』 

昭和大学 砂川 恵伸 

『医療安全』 

ひたちなか総合病院 根本 誠一 
 

修了書授与式・閉講式  

 

（敬称略） 

講習会内容 
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平成30年２月11日・12日において「病棟で必要な能力

開発実践研修会（検査後工程）」が滋賀県のニプロi-

MEP（アイメップ）において開催されました。 

まず、１日目の開講挨拶では当会の横地副会長から、

日臨技が病棟業務推進にかける思いを熱く受講者に語り

掛けることから始まりました。次に病棟業務に必要な法

的知識を丸田秀夫常務理事に、安全な医療を提供するた

めの具体的な取り組みに向けて（検査データの活用につ

いて）を千葉正志執行理事にご説明いただきました。２

コマ目の講義はR-CPCと題して、信州大学医学部附属病

院中央検査部の菅野光俊技師長に、実際の症例を用いて

ご説明いただき、検査データから病態を導き出させるス

タイルで進めていただきました。受講者からは「とても

勉強になった」、「説明の資料がほしい！！」など大変

好評となりました。午後からは実践訓練Ⅰとして検査説

明・相談の模擬演習でした。午前のR-CPC結果を踏まえ

た、実際のベッドサイドでの検査説明・相談演習で、實

原正明理事と菅野先生のご担当で進めていただきまし

た。実践訓練Ⅱの移

乗介助の実技では、

ストレッチャーから

の移乗介助を滋賀医

科大学医学部附属病

院の平岡葉子副看護

師長に、車いすから

の移乗介助を滋賀医

科大学医学部附属病

院看護臨床教育セン

ターの小野幸子講師に、ベッド搬送からの移乗介助を同

じく滋賀医科大学医学部附属病院看護臨床教育センター

の多川晴美准教授に、それぞれ実際の経験に基づいた理

論をご説明いただきました。１日目を締めくくるナイト

セミナーでは“病棟業務参入への中期目標実現のための

１戦略法「業務量分析化」メソッド”と題して、横地副

会長から熱い講演があり、受講者の側からもたくさんの

質問等をいただき、時間を忘れるほど熱気あふれるナイ

トセミナーとなりました。 

２日目の１コマ目の講義は、入院患者への輸血対応

（説明・同意から副作用確認まで）を多川晴美准教授

に、２コマ目の講義は患者持参薬・治療薬の作用機序と

検査値へ与える影響（入院患者を対象として）を千葉大

学病院薬剤部の横山威一郎室長に、それぞれご説明いた

だきました。午後は患者急変対応の講義を「危険の察知

（ABCアプローチと生命維持）」と題して、（株）ファ

ルコバイオシステムズ（草津総合病院ラボラトリー）の

福田篤久技師から講義をいただき、その講義を基に実技

訓練Ⅲの「患者シミュレータを用いた患者急変対応訓

練」を国家公務員共済組合連合会枚方公済病院の藪圭介

技師、大阪府三島救命救急センターの濱田宏輝技師、滋

賀医科大学医学部附属病院看護臨床教育センターの多川

晴美准教授に、２コマ目の講義は患者持参薬・治療薬の

薬・治療薬の作用機序と検査値へ与える影響（入院患者

実践訓練Ⅱ～移乗介助～ 

～臨床検査の活用に必要な後工程の集中能力向上トレーニング～  

を対象として）を横山威

一郎室長に、それぞれご

説明いただきました。午

後は患者急変対応の講義

を「危険の察知（ABCア

プローチと生命維持）」

と題して、福田篤久技師

から講義をいただき、

その講義を基に実技訓

練 Ⅲ の「患 者 シ ミ ュ

レータを用いた患者急

変対応訓練」を藪圭介技師、濱田宏輝技師、多川晴美准

教授に見守っていただきながら、また「患者シミュレー

タを用いたBLS実技訓練」では、和泉市立病院櫛引健一

事務長、福田篤久技師の指導の下にそれぞれ進めていた

だきました。実際に病棟で遭遇するような症例や緊急事

態でのBLS訓練には、吹き出す汗を拭いながら受講者全

員で、真剣に取り組んでいただきました。 

 平成30年度からは「検査説明・相談ができる検査技師

育成事業」の次のステップとして、日臨技が各都道府県

に開催を依頼している「多職種連携のための臨床検査技

師能力開発講習会」が実施されます。この講習会は臨床

検査技師が他職種の業務等を学び、多職種連携のチーム

医療に参画し医療の質の向上に貢献することを目的とし

ています。多くの会員の皆様にご参加していただき、各

医療施設においては臨床検査技師が病棟などの様々な現

場で貢献できるよう活躍の場を広めていただくことをお

願いして、結びの言葉といたします。 

 担当執行理事 深澤 恵治  

実践訓練Ⅲ：患者シミュレータを用いた

患者急変対応訓練  

電源や機器がなくてもできることがある 

秦野 満喜子（隈病院）  

 私の職場では実際に病棟へ出向いて業務をしていませ

んが、検査技師として学ぶべきことが凝縮された内容を

目にしてこの研修会に３回参加しました。 

 研修会は２日間のほぼ半分が実技と実践に即した内容

で、実際にロールプレイすることによりイメージも掴み

やすく、机上の研修より実りが大きいと感じました。 

 技師として何ができるかという可能性を学び、電源や

機器がないと何もできないと感じていたことが、検査説

明や色々なロールプレイを通じて「できることがあるん

だ」という気持ちに変わりました。ぜひ多くの方に参加

して欲しい研修会です。 

 自分が出しているデータを他職種の方がどう活用して

いるのかを看護師・薬剤師の講師から学び、私達ならで

はの活用ができるのではないか、さらに他職種の方と歩

み寄れば自分の知識の幅が広がるだけでなく、もっと患

者様に有益なことができるのではないか、と考えさせら

れました。 

（次ページへ続く） 
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検査技師が病棟業務を行える環境作りをしていきたい  

喜田 高志 （ベルランド総合病院） 

 今回、病棟業務における能力開発実践研修会（全３

回）に参加させていただきました。正直な所、当院では

未だ検査技師が病棟業務を行うまでに至っておりませ

ん。この研修会に参加したきっかけは、当院で検査技師

が外来患者の鼻腔及び咽頭の検体採取業務を始めるにあ

たって、知識・技術を習得するのが目的で、元々はそれ

に関係する第１回のみの参加予定でした。 

 しかしながら、後に第２回、第３回の研修内容を確認

すると、各種医療機器の使い方、患者急変時の対応、R-

CPCなどこれからの検査技師業務に必ず役に立つであろ

う内容ばかりであったため、後の２回も続けて参加させ

ていただきました。 

 実際に参加した感想は、まず研修施設の内部が本物の

病棟とほとんど変わりなく再現してある点、更には研修

用の医療機器が充実していることに驚きました。講師の

方々も著名な方ばかりで、大変わかりやすく講義及び技

術指導をしていただきました。 

 さらに他の参加者の方とも情報交換をすることがで

き、大変自分にとって収穫のある研修となりました。 

 今回の研修会で学んだ事を生かし、当院でも一日も早

く検査技師が病棟業務を行える環境作りをしていきたい

と思います。 

まずは実績を増やすこと 

三島 賀美（市立大津市民病院 ） 

私がこの研修会に参加した理由は２つあります。まず

１つ目は、臨床検査技師が病棟業務を行うことは、病院

や検査室にとって必要なことであり、今後は病棟業務が

できる環境や人材の育成が必要であると感じていたから

です。そして２つ目の理由は、研修会の会場が近かった

からです（笑）。こんな感じで申込みをしましたが、研

修内容はとても濃く、充実した２日間でした。 

この研修会はシリーズで行われていて、今回が３回目

であり、受講者の中には１回目から全て参加という方も

おられました。また、既に病棟業務の一部（検査説明な

ど）を行なっている方もおり、様々な話を聞くことがで

きました。当院でも将来的には検査説明や病棟業務がで

きればいいと思います。しかし、人員の問題等もあり今

は現実的ではありません。 

今回、薬剤師の先生の講義で、「私達は、まず病棟へ

出て行き病棟薬剤師の必要性のアピールと実績を増や

し、その後加算がとれた」と聞きました。臨床検査技師

も、まず各都道府県の技師会などでもこのような研修会

を活発に行ない、参加者を増やし、病棟検査業務をする

施設が増えていけば、『病棟検査業務加算（仮称）』の

様な点数が付く日が来るのではないかと思います。 

コミュニケーションスキルや、検査全般の知識など…

私にとってはまだまだ課題が山積みですが、この研修会

を通じてこれからの時代の流れにあった臨床検査技師の

在り方を学べたように思います。今後も自己研鑽に励み

たいです。 

１日目 

病棟業務に必要な法的知識  
日臨技 常務理事 丸田秀夫  

安全な医療を提供するための具体的な取組に向けて 

       ～検査データの活用について～ 
 日臨技 執行理事 千葉正志  

R-CPC 
信州大学医学部附属病院 中央検査部 菅野光俊 

実技訓練Ⅰ～検査説明・相談②～ 

   R-CPC結果を踏まえた実際の検査説明・相談模擬演習 
日臨技 理事 實原正明 

実技訓練Ⅱ～移乗介助～  

    ストレッチャー・車イス・ベッド搬送  

     ～患者対応・検査の説明も含めて～ 
滋賀医科大学医学部附属病院 看護臨床教育センター 

多川晴美 平岡葉子 小野幸子 

【ナイトセミナー】  

企画Ⅰ：より患者の寄り添うために 

 ～日臨技医療政策企画の今後の方向性について～ 
日臨技 執行理事 深澤 恵治  

企画Ⅱ：中期目標実現のための1戦略法 

「業務量分析化メソッド」 
日臨技 代表副会長 横地 常広 

 「険（のある）詐欺師になるな」という日臨技理事の

言葉を心に刻みながら日々探求して行きたいと思いま

す。 

 ３回を通して出会った仲間はもとより、新しい仲間と

会えることを期待して今後も研修会に参加していきたい

と思います。この研修会を企画・開催してくださった日

臨技理事の方々に感謝いたします。 

 最後にお忙しい中、今回の研修会を企画・運営してい

ただいた日臨技役員の方々を始め、講師の方、施設職員

の方にもこの場をお借りして心より感謝申し上げます。 

２日目 

入院患者への輸血対応 

 ～説明・同意から副作用確認まで～ 
 滋賀医科大学医学部附属病院 看護臨床教育センター  

多川 晴美 

患者持参薬・治療薬の作用機序と検査値へ与える影響 

 ～入院患者を対象として～ 
千葉大学病院 薬剤部 横山 威一郎 

危険の察知 ～ABC アプローチと生命維持  
（株）ファルコバイオシステムズ 

（草津総合病院ラボラトリー） 福田 篤久 

実技訓練Ⅲ：患者シミュレータを用いた患者急変対応訓練 
国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 藪 圭介 

大阪府三島救命救急センター 濱田 宏輝 

滋賀医科大学医学部附属病院 看護臨床教育センター  

多川 晴美  

   ：患者シミュレータを用いたBLS実技訓練 
和泉市立病院 櫛引 健一 

（株）ファルコバイオシステムズ 

（草津総合病院ラボラトリー） 福田 篤久 

 

 

 

（敬称略） 

プログラム内容 
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安藤 咲絵 （厚生連高岡病院） 

 本講習会に参加して、医療情勢が今も刻々と変化し

ており、それに伴い臨床検査技師に求められる役割が

変わっていくという現実を知りました。変化とは、具

体的には、人工知能(AI)の進歩や、在宅医療へのシフ

トなどが挙げられます。私たちは検査室だけで仕事を

するのではなく、患者さんの近くで検査説明や検体採

取などのできることを増やし、活躍の場を広げること

が大切なのだと思いました。午後からのグループワー

クでは、①スタッフの意識改革と組織強化②業務体系

の変革(受動態から能動態へ)③生涯教育の意義とあり

方、というテーマでディスカッションしました。 

 様々な施設の方と意見を交換し合うことで、今まで

の自分になかった視点を得ることができました。今日

学んだことを今後に活かしていきたいと思います。 

百石 祐一朗 （富山市民病院） 

 今回の初級・職能開講習会では初めに宮島会長の

「医療現場が求める臨床検査技師像」、次に横地副会

長の「医療現場が求める臨床検査技師像」・「自己学

習支援システム(eラーニング)の概要説明」、午後か

ら「多様なニーズに対する臨床検査技師のあり方」と

して各グループでテーマを決めての話し合いとグルー

プ発表を行いました。 

 中でも私が一番印象に残っているのは、グループ発

表後に横地副会長が部下の技師に言われた言葉でし

た。部下の技師が患者さんに「簡易血糖測定器の測定

方法の説明をしたい」と言ったことに対して、横地副

会長が「それではだめだ」と言ったということでし

た。私は測定方法を説明するのは患者さんにとってい

いことではないかと最初疑問に思いましたが、横地副

会長が「それだけでは患者さんのためにならない。そ

れで説明したと自分たちの自己満足になっていない

か。本当に患者さんのためにするなら、一カ月測定し

た血糖の値を説明するところまでやらないとだめだ」

という話を聞いて、患者さんのためと思っていること

が本当は自己満足になっていないかと考えされまし

た。 

 今後は、どうしたらもっと患者さんのためになるか

ということを考えながら検査や説明をしたいと思いま

した。また、今回のような講習があるときには積極的

に参加したいです。  

宮島会長講話「医療情勢と今後の方向性について」  

横地副会長基調講演  

「多職種連携医療で活躍する臨床検査技師」  

グループワーク 

「多様なニーズに対応する臨床検査技師のあり方」  

今回は、富山県臨床検査技師会「初級・職能開発講習会」の報告です。近年まれに見る寒波の中での開催になり

ました。当講習会の受講対象者は、卒後3年から5年という基準はありますが、すでに開催された技師会においては、

卒後10年くらいまでは年齢幅を広げて開催されています。今回の富山県臨床検査技師会においては、若い技師が少な

いとのことで、中堅技師の参加もあり、年齢構成は20才代55％、30才代13％、残り32％が40～50才代となりました。 

参加者からは、「病棟や在宅医療へ新たな活躍の場を求める大切さを知った」「日々の業務のことだけなく、臨

床検査技師の今後のことを考えるいい機会になった」「他病院の方と交流が持て、同じような悩みを共有できた」

「自分の病院で足りない部分など比較することができた」などの感想がありました。また、経験を重ねた方からも、

「他職種との関わりが大切、若い方の意見が聞けてよかった」という感想がありました。 

以下に受講者からの感想を掲載します。  



（編集後記）平昌オリンピックが閉幕し様々な競技において躍動する選手たちに会員の方々も熱い声援を送られた

事と思います。私も加齢が手伝い（？）テレビの前で涙する場面が多々ありました。メダルを獲得した競技に限ら

ず、オリンピックというステージで何年も努力した成果を披露する選手、チームの姿に熱いものを覚えたのだと思

います。私たちも職場環境や分野など各々に違うかもしれませんが臨床検査というフィールドで共にプレイする選

手であり仲間だと思います。日臨技という媒体をとおして困った時には共に悩み、喜ばしい出来事には共に笑い合

える関係でありたいですね。                                  （土居） 
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 11月 25日（土）、

昨年と同様、東京ス

カイツリータウンに

おいて、全国「検査

と健康展」2017を開

催いたしました。天

井からはクリスマス

ツリーのイルミネイ

ションが飾られており、幻想的な感じにも見えます。 

 骨ウェーブ測定、血管年齢測定、乳がん触診モデル体

験、健康相談に延べ550名を超える多くの方に参加して

いただきました。 

 開催場所の特徴から、都外在住の方や海外の方、若年

層の体験も目立ち、特に健康チェックに興味を示してい

ただけました。 

（東京都臨床検査技師会 三橋 太） 

 今回で５回目となる全国「検査と健康展」を佐世保市中

央公民館で11月26日10時より開催した。広報不足のため

か、出足が鈍かったものの全体で220名の来場があった。

今回初めて行った認知症検査では、認知症疾患医療セン

ターの精神保健福祉士に事前にレクチャーを受けていた

ため、スムーズに対応することができた。 

 有線テレビの取材を受け、臨床検査の重要性、臨床検査

技師の役割などの説明や検査風景が映し出され、多くの

市民にその内容が伝わったのではないかと思う。 

（長崎県臨床検査技師会 溝口 一彦） 

 当日は冬の冷たい雨

が降る朝となり出足が

心配されたが、始まる

頃には20人ほどが列を

作った。毎年１時間以

上前から並ぶ人もい

て、関心の高さがうか

がえる。最終的には過

去最高となる188人が

来場したが、このうち143人は過去にも参加経験があり、

スムーズな運営ができた要因のひとつであった。 

 今回は、国の動向を受けて新たに物忘れプログラムを

取り入れたが、高齢者が多いので結果がボーダーとなる

人が目立った。技師による検査説明はマニュアル作りが

進んでいて順調であった。県民が自分の健康に関心を高

めるいい機会となった。 

（秋田県臨床検査技師会 佐藤 多佳子） 

 12月３日に横浜SOGO前、

新都市プラザにて「検査と

健康展」が開催されました。

会場では検査体験（認知症

検査・血管年齢・頸動脈エ

コー）、パネル展示、生活習

慣病ミニ講演、DVD上映、パ

ンフレット配布、医師によ

る検査説明等の啓蒙活動が

行われました。 

 検査体験は「是非やってみたい」「何か見つかりそうで

怖いから止めとくわ」など反応は様々でしたが、体験後は

皆満足そうでした。検査に加えて医師による検査説明が

充実していたためだと思います。３時間と言う短い時間

ではありましたが、多くの方に臨床検査技師をアピール

できたと思います。 

（神奈川県臨床検査技師会 塚越 由紀子） 


