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深澤恵治 

P1～P2 平成30年７月豪雨 日臨技災害対策本部を設置！ 

P3 厚生労働省「こども霞が関見学デー」が今年も開催されました！ 

P4～P5 第56回大韓臨床病理士協会総合学術大会参加報告 

P6 共催企画 第４回乳房超音波技術講習会開催報告 
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平成30年7月豪雨 

日臨技災害対策本部を設置！ 

 今回の豪雨災害では広島、岡山、愛媛を中心に甚大な

災害をもたらした。事態を重く見た日臨技は７月14日に

災害対策本部を立ち上げ被災現地に本部役員を派遣し災

害支援と情報収集に努めた。 

７月５日から九州～中部地方にかけて停滞した梅雨前線

に向かって台風７号がもたらした暖かく湿った空気が流

れ込むことで梅雨前線が活発化、それに加えて太平洋高

気圧が衰退し、その縁を回って流れ込む湿った空気によ

り、西日本の各地で活発な雨雲が形成され記録的な大雨

となった。 
  

７月６日17時10分 長崎、福岡、佐賀の３県、さらに19

時40分に広島、岡山、鳥取、22時50分に京都、兵庫と続

き、１日で８府県に大雨特別警報が発表された。 
 

７月７日12時50分 岐阜県に大雨特別警報が発表。 
 

７月８日５時50分 高知、愛媛の２県に大雨特別警報が

発表。 
 

最終的に運用を開始して以来最多となる計11府県で大雨

特別警報が発表され、平成に入ってからの豪雨災害とし

ては最悪となる死者200人以上の被害を出すこととなっ

た 

（８月７日現在 死者２２０人、安否不明10人） 

平成30年７月豪雨 発生！ 

日臨技の対応 ～災害対策本部立ち上げ～  

 災害発生当初は様々な地域からの被災情報が十分に日

臨技に届かず、日臨技本部から、豪雨被害にあった該当

県にメールや電話連絡等で情報収集に努めるとともに日

臨技ホームページ上で被災者へ「平成30年7月豪雨被害

について(お見舞い)」を掲載、被災会員へ「平成30年7

月豪雨被害による被災会員に対する お見舞金申請手続

きについて」の発信をおこなった。 
    

 ７月13日、広島県臨床検査技師会へ広島県庁医務課よ

り避難所でのDVT検診実施の可能性を打診されたという

情報が入り、支援のため翌日（７月14日）に宮島会長を

本部長とする日臨技災害対策本部を設置。宮島本部長の

命により、災害対策の支援と被災地（広島、岡山、愛

媛）の情報収集のため、同日から深澤を本部委員として

派遣し、様々な支援策を実行してきた。深澤の14日～19

日の被災地での活動に関してはそれぞれ後述する。ま

報告：専務理事 深澤 恵治 

平成30年７月豪雨 

日臨技災害支援対策時の組織図  

た、日臨技としては７月25日に第２回災害対策本部会

議、7月28日に第３回災害対策本部拡大会議（理事全

員）を開催し、今回の災害活動に関して広報としてホー

ムページや会報JAMTへの掲載を決めた。また、義援金の

取り扱いや今後の日臨技としての災害対策の方向性につ

いては、災害対策WGで検討し執行理事会・理事会へ答申

することとしている。  

広島県 

安芸郡坂町 
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広島での活動 ～避難所においてDVT検診の実施～   

 広島では、今回の災害

に対して立ち上げられた

“クラスターミーティン

グ（注１)”の中の医療救

護班の一員として活動し

た。医療救護班は医療救

護班コーディネーターの

責任者（派遣時には高知

赤十字病院の西山医師、現場では統括コーディネーター

として広島赤十字病院の有馬医師）の指揮の下で様々な

医療を避難所で活動を展開していた。 

 今回のDVT検診の依頼は医療救護班に帯同して広島市

坂町、呉市天応町などで実施した。まず、具体的な実施

概要を打ち合わせ、日臨技災害対策WG委員の一員である

千葉寛技師（盛岡市民病院）から東日本大震災や平成28

年熊本地震で得た豊富な経験を広島県臨床検査技師会に

伝授していただき、具体的な活動について取り組みを始

めた。今回の大災害が起きるまで広島県臨床検査技師会

では災害に対して臨床検査技師としての取り組みを経験

したことがなく、実際の避難所での活動が実施されるま

で、毎日深夜までにおよぶ対策会議が行われた。今回の

活動で災害対策の重要性を植え付け、実際の動きを体感

できたことは広島県臨床検査技師会としても大きな自信

になると確信している。今回の具体的な活動と実際の結

果としては以下（別表１）のようになっている。 

※注１：被災地で各支援チームが活動予定や実績、所持している機

材等の情報を共有し、業務調整を行うことで支援の効率を高めるた

めの枠組み。 

クラスターミーティングの様子 

中心となった度重なるアセスメントや聞き取り調査など

から肺塞栓（PTE）などを発症している事例が見られな

いことや、他に必要な医療（外傷対策、感染症対策な

ど）を中心とした活動が優先されるため、今回の活動自

体は見送りとなった。しかし、岡山県臨床検査技師会で

は実際の活動について具体的なシミュレーションを行

い、依頼があれば実施できる組織作りも行ったことは大

きな経験になったと確信している。 

愛媛での活動 ～愛媛県臨床検査技師会の対応～  

 愛媛県も今回の災害で大きな被害を受けた地域があっ

た。宇和島市、大洲市、西予市で長時間の豪雨の影響に

より土砂災害や河川の洪水による床下・床上浸水などの

被害が出た。 

 愛媛県臨床検査技師会では愛媛県庁に高村愛媛県臨床

検査技師会長が直接出向き、平成28年熊本地震での実際

の活動を基に、災害に対し臨床検査技師が協力できるこ

とを提示し、その結果として避難所において７月28日

（土）にDVT検診を実施した（別表２）。臨床検査技師

会が地元行政に対して積極的なアプローチを行い、太い

パイプを作っていくことは理想的な展開である。ぜひ他

の都道府県も見本としていただければと思う。 

災害に対する日臨技の今後の対応について 

 今回の災害支援で考えさせられたのは、厚労省を

始めとする行政に対して日臨技は災害支援団体とし

て、認められていないことである。この災害が発生

する数か月前に厚労省に対し、臨床検査技師が災害

医療で貢献できることを説明したが、その際の反応

もあまり芳しいものではなかった。臨床検査技師が

災害発生直後に行える直接的な医療貢献は少ない

が、発災中期になればエコノミークラス症候群の危

険性、インフルエンザや食中毒などの感染症の発症

など臨床検査技師が貢献できる医療ニーズも出てく

る。これらのことを行政にアピールする必要があ

る。もちろん発災直後の各地臨技の動きに関して、

日臨技が作成したマニュアルでは不完全な部分もあ

り、今後の精査も必要性を感じている。 

災害はいつどこで発生するかわからない状況であ

る。南海トラフの危険性、地球温暖化による気候変

動など、日本各地で想定しているよりも危険な災害

が潜んでいる。今後、日臨技として災害が発生した

際に、いつでも迅速に対応できる状況を構築し、災

害時にあっても国民への適切な医療提供を行うこと

が、私たち臨床検査技師の務めではないだろうか。 

今回の課題に関して日臨技としては、災害対策WG

などで適切に検討し、各都道府県臨床検査技師会に

広報していきたいと考えている。 

岡山県倉敷市真備町での活動 
 ～KuraDRO（クラドロ）とは？～    

 今回の豪雨災害では倉敷市真備町の４分の１が水害に

あった。その真備町では岡山県から委託を受けた倉敷地

域災害保健復興連絡会議（KuraDRO）が中心となり“戻

ろうすべては復興のため”を合言葉に避難所などにおけ

る被災者への医療を一手に引き受けている。KuraDROの

活動目標は“地元医療保険従事者を支え地元保険従事者

にお返しする”ことであり、DMATや地元保健所、JMAT、

地元医師会、災害ナースなどすべての医療者がこの組織

の一員となって被災地の医療を支えている。 

 今回、石巻赤十字病院の植田医師が責任者でもあり避

難所でのエコノミークラス症候群を懸念するアセスメン

ト結果から日臨技にDVT検診を７月と８月の２回実施し

てほしいとの依頼があった。具体的な活動について岡山

県技師会が中心となり計画を行っていたが、KuraDROが

（別表１） 

（別表２） 
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～ 子どもたちの未来のために、社会を広く知るための各府庁の施策と親子体験活動 ～ 

臨床検査コーナー「臨床検査を体験してみよう！」 

 ８月１日（水）、２日（木）の２日間、子供たちに政

府の仕事を紹介するための夏休みイベント「子ども霞が

関見学デー」が各府省庁で開催されました。本年度も日

臨技は東京都、京都府、茨城県の協力者を中心に臨床検

査振興協議会の一員として参加加盟団体である日本衛生

検査所協会、日本臨床検査薬協会、日本臨床検査専門医

会とともに参加させていただきました。 

 このイベントは「子どもたちを対象に業務説明や職場

見学等を行うことにより、親子の触れ合いを深め、子ど

もたちが広く社会を知る体験活動の機会とする」という

趣旨のもと、毎年夏休み期間中に開催されており、本年

度は８月１日、２日に26府省庁等が連携して取り組みを

行ったほか、全国の機関で職場見学など様々な体験イベ

ントが実施されました。 

 私たちが協力したイベントブースは例年「白衣を着て

臨床検査を体験してみよう！」をテーマに様々な臨床検

査を体験していただいています。本年度は血液検査（血

液細胞の働きの説明、血液細胞の顕微鏡による観察、血

液細胞動画の説明）のコーナー、おしっこ検査のコー

ナー、うんち検査のコーナー体験していただき、訪れた

参加者は１日目222名、２日目224名と多くの家族連れで

にぎわいを見せていました。このイベントでこれから進

路を決めていく小中学生とそのご家族に臨床検査の体験

を通して、楽しさを感じていただけたのではと思ってい

ます。ご参加いただいた子どもたちの反応、親子ともど

も興味を持ってくれたことなど、臨床検査について理解

を深めていただく意義のあるイベントになりました。 

（専務理事 深澤 恵治） 

血液検査体験コーナー  

 ヒトの血液細胞について大型

ディスプレイで細胞の観察と働き

の説明、ディスカッション顕微鏡

で実際の血液細胞の観察、ラット

の血管を用いた血液細胞動画の観

察を体験してもらいました。保護

者も顕微鏡をのぞきこみ、協力者

に鋭い質問を飛ばすなど、熱心に

体験していただきました。 

おしっこの検査体験コーナー  うんちの検査体験コーナー  

 おしっこの検査では清涼飲料水を

検体に見たてて尿試験紙を用いて糖

分の測定を体験していただきまし

た。  今年度の目玉ともいえるうん

ちの検査は、疑似便を用いて便潜

血検査を子どもたちに体験してい

ただきました。真剣にうんちの検

査に取り組む姿やパネルを用いた

説明を聞く姿に将来の臨床検査技

師の姿を重ね合わせる一場面とも

なりました。 

りんしょう犬さん 
臨床検査振興協議会 
マスコットキャラクター 

 

～ ご協力いただいた皆様ありがとうございました ～ 
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＝ Summary = 
 

第56回大韓臨床病理士協会 総合学術大会が、平成 30 年 ６月 29 日(金)～30 日(土)を会期とし、韓国大田

（テジョン）の大田コンベンションセンター（DCC）で開催された。 

海外からは日本をはじめ、台湾、シンガポールが参加した。韓日代表者会議に役員が出席し、その他、ガラディ 

ナー、文化交流の社交行事に参加し全員無事に帰国した。 
 

総参加者数：3,661名（韓国 3,637名、他国 24名）、日本からは13名が参加 

日臨技代表団：横地副会長、長沢副会長、白波瀬執行理事 

日韓功労者会：山名正夫、浅井正樹、今村文章、米坂知昭（韓日交流功労賞受賞者） 

CONFERENCE（オーラルセッション） 

・シンポジスト： 豊川真弘、静野健一 

・学生フォーラム発表者：長野美柚、櫻井百花 

＝ Conference report ＝ 
 

 日臨技からの参加者は６月28日（木）に成田空港、中

部空港、福岡空港よりそれぞれ出発し、仁川空港で合流

した。成田空港からの出発便が１時間半ほど遅れたこと

により、中部組、福岡組、さらに台湾臨床検査技師会代

表団、シンガポールからの代表者が、仁川空港で成田組

の到着を待ち、その後３時間ほどバス移動して学会場の

ある太田市に着いた。大田市には予定時刻より遅い到着

となったが、全員Welcome Banquetに出席し初日を終え

た。なお、学生フォーラム発表者のサポートや通訳、引

率のため国際WGの委員１名と事務局員１名が同行した。 

※ 

 学会１日目の６月29日（金）、朝食後に大田コンベン

ションセンターへ移動、学会登録を終えて、９時からの

学生フォーラムを全員が傾聴した。長野美柚さん（静岡

医療科学専門大学校）が「Biomedical laboratory technolo-

gist active for safety and security of person to be taken 

blood」のタイトルで、櫻井百花さん（桐蔭横浜大学）

が「What I would like to do internationally as a BLS」のタ

イトルで発表を行った。 

 10時半より代表団３名（横地副会長、長沢副会長、白

波瀬執行理事）は韓日代表者会議に出席し、他の参加者

は展示ブースツアーを行った。 

 代表者会議では、張仁鎬会長より「第56回大韓臨床病

理士協会総合学術大会」への歓迎の挨拶と「第67回日本

医学検査学会」のお礼を、横地副会長からは招聘へのお

礼の挨拶が述べられた。第57回大韓臨床病理士協会総合

学術大会が平昌（ピョンチャン）市において2019年８月

30日～31日となる旨、大韓臨床病理士協会（以下、

KAMT）より報告された。第68回日本医学検査学会が下関

市において2019年５月18日～19日になる旨、日本臨床衛

生検査技師会（以下、JAMT）より報告された。議案に移

り、現状に合わせた日韓協定書の改定内容についての協

議や、共同シンポジウムのガイドライン作成、来年の日

韓交流40周年の式典等について協議を行った。 

 その後、情報交換を兼ねた昼食をとり、14時からは交

流功労者会議、同時間に国際シンポジウムにて日本のシ

ンポジストの発表が行われた。シンポジウムでは、豊川

真弘技師（福島県立医科大学）が「The current status of 

次ページに学生フォーラム、国際シンポジウムそれぞれの参加者

から報告をいただきましたので紹介します。 

 laboratory methods for the detection of antimicrobial resistant 

bacteria in Japan」と題して発表し、静野健一技師（千葉

市立海浜病院）が「The Role of Medical Technologist in 

Antimicrobial Stewardship Team in Japan」と題して発表を

行った。 

 15時半に行われたテープカットには横地副会長が代表

として参加し、16時から開かれたオープニングセレモ

ニーは、日本からの全員が参加し、宮島会長の祝辞（横

地副会長より代読）、交流功労賞の受賞（米坂知昭先

生）などが行われた。 

 ガラディナーは、日本、台湾、シンガポールからの参

加者とKAMTの中央会執行部、各市道臨床病理士会、分科

学会、今回学術大会の執行部及びスタッフが参加し開催

され、大いに盛り上がった。 

 学会２日目の６月30日（土）は文化交流を行い、夕方

に開かれた閉会式に参加した。その後夕食会に移り、両

国の若き技師の交流や来年の日韓交流40周年について意

見を交わすなど、交流を一層深めた。 

 最終日は朝食後、ホテルのチェックアウトを終え、７

時半に仁川空港に向かった。昼前には仁川空港に到着、

それぞれ成田空港、中部空港、福岡空港へ帰国し、無事

日程を終えた。 

（敬称略） 
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静野 健一（千葉市立海浜病院） 

今回、６月29日、30日に韓国の大田（Daejeon）で

開催された、第56回大韓臨床病理士学会のインターナ

ショナルシンポジウムに参加させていただきました。

大田は韓国の中心に位置します。日本、台湾、シンガ

ポールの参加者が仁川空港で待ち合わせ、バスで３時

間半かけて向かいました。 

シンポジウムでは、日本の多くの病院で今年から組

織されているAntimicrobial stewardship teamについて、

制度の仕組みと自分の職場での取り組みについて紹介

しました。知り合いの韓国の臨床微生物検査担当技師

からは「韓国とはチーム医療体制が異なるし、隣国な

のに耐性菌の分離頻度も大きく異なるなど、非常に興

味深い」との意見をいただきました。台湾、シンガ

ポールの方と知り合うのは初めてでしたが、このよう

な交流をきっかけに他国のことにも興味を持ち、視野

を広げていきたいと感じた学会でした。事務局の方々

を始め、多くの方にお世話になり非常に良い経験をさ

せていただきました。ありがとうございました。 

 学生フォーラム 
    ～ 自信に繋がる体験 ～     

豊川 真弘（福島県立医科大学） 
去る 2018年６月 29、30日の両日、韓国の大田

（Daejeon）において第56回大韓臨床病理士協会総合

学術大会および国際シンポジウム（Song Chi Ung大会

長）が盛大に催されました。日本出発前は連日の雨予

報でしたが、晴れ男の威力を発揮したおかげ（？）

で、ほとんど雨に打たれることなく、時折、太陽も顔

を出し歓迎してくれました。 

本大会のテーマは「臨床病理士の未来」と題され、

多くの発表と活発な質疑が行われました（内容はまっ

たくわかりませんでしたが）。学生フォーラムでは臨

床検査技師の卵達が自身の取り組みや思いについて英

語で発表している姿に感銘を受けました。ちなみに私

は国際シンポジウムの発表者として韓国、台湾、シン

櫻井 百花(桐蔭横浜大学) 

 今回、第56回大韓臨床病理士協会総合学術大会の日

韓学生フォーラムに参加させていただきました。この

発表が初めての学会発表でした。初めての学会発表が

海外ということもあり不安と緊張でいっぱいでした。

さらに、国際学会ということで慣れない英語での発表

はとても緊張しました。しかし、英語の面倒を見てく

れた先生方のおかげでとても良い発表ができました。

この発表を経験したことにより、人前で何かを発表す

ることに自信を持つことができました。 

 学会期間中は韓国や台湾、シンガポールの方々とお

話をする機会が多々あり、他国の文化に触れることが

できました。この貴重な体験を生かし、将来、臨床検

査技師として国際的に活躍していきたいです。 

 今回、このような素晴らしい発表の機会を与えてく

ださったことに深く感謝申し上げます。また、楽しく

充実した韓国での旅をサポートしてくれた方々にも深

く感謝申し上げます。 

 国際シンポジウム 
      ～ 出会いに感謝 ～     

長野 美柚（静岡医療科学専門大学校） 

 はじめに、今回このような学会発表の機会を与えて

くださったことに深く感謝申し上げます。 

 私はこの発表が初めての学会発表でした。海外に行

くこと自体が初めてだったということもあり、沢山の

不安がありました。しかし、学校の先生方や韓国でお

世話になった先生方の暖かなお言葉のおかげで無事や

り遂げることができました。 

 韓国では英語の重要性を再認識しました。挨拶や他

愛もない会話が上手に伝えられず、自分の能力の低さ

をもどかしく感じました。この気持ちを忘れずに自分

の意見を多くの人に知ってもらうためにも、英語には

さらに力を入れていきたいです。 

 KAMT学会への参加は、自分の視野が大きく広がり自

ガポール、日本の先生方と共に貴重な経験をさせても

らいました。 

ここに書面をお借りして、KAMTおよび大会関係者の

方々、ならびに素晴らしい時間を共有させていただき

ましたJAMTの方々に心よりお礼申し上げます（カムサ

ハムニダ）。 

信に繋がるものになりました。まだまだ私は未熟者な

ので、これからも学会や行事に積極的に参加し自分を

成長させていきたいです。そして、将来は医療の第一

線で活躍できるような臨床検査技師を目指し、向上心

を持って自分の限界に挑んでいきたいと思います。 



（編集後記）今年は経験した事のない暑い日が続き、猛暑を超える酷暑という言葉が当たり前のように使われています。そ

して酷暑の中お盆を迎えました。日本人にとってお盆は祖先の霊を祭る宗教行事ですが、最近はGWや年末年始のように夏季

休暇としてとらえられてきています。それでも多くの人たちはお墓参りをすることが恒例にもなっています。先祖を思うこ

とは、目に見えないものへの「感謝」の気持ちをあらすこと。医療の世界においても、目に見えない形の治療や看護もある

と思います。それは「思いやり」や「感謝」ではないでしょうか。それが想像以上に効果を発することさえあります。近未

来はAI治療がどんどん発展するでしょうが、私たち臨床検査技師が唯一AIに負けないことは、人であることです。人には

「思いやり」や「感謝」する心があります。その部分をもっと意識すれば、どんなにAI化やIoT化が進んでも臨床検査技師

は必要とされ続けると思います。とはいえこの暑さ何とかならないものでしょうか。             （中井） 
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共催企画 

 平成30年７月21日（土）、22（日）に第４回となる乳房超音波技術

講習会が東邦大学医療センター大森病院にて開催されました。本講習

会は超音波併用乳がん検診の精度向上を目的とし、乳がん検診の超音

波検査、あるいは精密検査機関の乳房超音波検査に従事、または従事

予定の乳房超音波検査経験のある方を対象として行われました。ま

た、この講習会はNPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構（精中機

構）教育・研修委員会との共催となっており、平成24年までJABTS

（旧：日本乳腺甲状腺超音波診断会議、現：日本乳腺甲状腺超音波医

学会）が開催、共催していた超音波講習会を引継いだものです。 

 本講習会では全体での講義、講習のほか、「ハンズオン１：画像評

価」「ハンズオン２：走査法」「いろいろな病変の超音波画像・病変

を見つけるコツ」「カテゴリー診断樹に即した診断法（腫瘤）」「カ

テゴリー診断樹に即した診断法（非腫瘤）」「鑑別診断と総合判定」

の６グループに分かれ少人数でローテーションをしながら講習を行い

ました。また、２日目後半に文章試験、画像試験を実施、その後、解

答の解説を行いました。 

 会場が東京ということもあり、東日本の方を中心に48名の会員が参

加されました。代表して２名の方に感想をいただきましたのでご紹介

します。 

より精度の高い乳房超音波検査を目指して 

永田 佳子（一般財団法人日本健康増進財団 健診センター） 

 本講習会では全体講義とグループ講習によって、普

段使用している装置の乳房超音波検査における適否や

画質調節、乳房の解剖から診断法までの網羅的内容の

講習が行われました。 

 「カテゴリー診断樹に即した診断法」の講習では、

超音波画像を実際に見ながらカテゴリー判定をしまし

た。診断樹と超音波画像を結びつけて考えることが難

しかったのですが、解説がわかりやすく、今まで曖昧

だった点が理解できました。また、検診の現場ではい

ろいろな病変を動画で見る機会はあまりないため、動

画を使った講義はとても参考になりました。 

 本講習会を受けたことによって乳房超音波検診では

超音波診断装置、画質、検査実施者の精度が高いこと

が基本だということを再確認し、自分の修正すべきこ

とがわかりました。乳がん検診において重要なのは生

命予後に影響するような乳がんを見落とさないこと、

そして良性病変を拾い上げすぎないこと。この経験を

活かしてこれからもより精度の高い乳房超音波検査を

目指し、後輩の育成にも役立てていきたいと思いま

す。 

乳がんの早期発見は人生だけでなく 

社会や家庭を守る 
岡野 宏美（地方独立行政法人 栃木県立がんセンター）  

 講習会では乳がんについての疫学からはじまり、良

悪性を含めた乳腺疾患の超音波所見、超音波の物理学

的特性を踏まえた病変の見え方など、根拠に基づいた

検査法を学ぶことができました。さらに、適切な走査

法、画像の調整に関しても細かいご指導をいただきま

した。 

 １日目は９時から19時まで講義、２日目は講義と試

験というタイトなスケジュールで眼精疲労がひどく大

変でしたが、普段日常の業務に追われ、じっくりと乳

腺について学ぶことができない受講生にとっては有意

義な時間だったのではないかと思います。 

 現在、乳がんは罹患率、死亡率とも女性がかかるが

んの１位です。好発年齢は40歳〜と他のがんに比べて

若く、この年代の女性は社会や家庭の中でも重要な位

置にいます。乳がんの早期発見は女性の人生を守るこ

とだけではなく、社会や家庭を守ることにつながると

考えます。講習会で学んだことを活かしながら日々の

検査に携わっていきたいと思います。 
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