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P1 第64回日本医学検査学会報告

P3 検査説明・相談ができる臨床検査育成講習会 事業経過報告

P4 日本救急検査技師認定機構主催 指定講習会始まる
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第64回日本医学検査学会は一般社団法人 佐賀県臨床検

査技師会が担当し、福岡県にあります福岡国際会議場・マ

リンメッセ福岡にて開催いたしました。残念ながら佐賀県

内に日本臨床検査技師会の学会開催規定を満たす施設がな

く、福岡市の施設を利用しての開催となりました。佐賀県

が日本医学検査学会を担当するのは初めてで、九州の開催

は宮崎市以来８年ぶりとなります。

メインテーマは「SAGA 創 未来」（さがそう みら

い）サブテーマは「時代が求める風になれ」といたしまし

た。臨床検査技師が“縁の下の力持ち”を自負し、医療に

携わる時代は昔の事。今こそ、時代の求め以上の力を発揮

して医療の先陣を切れるような未来を示したく、このテー

マといたしました。

一般演題722 特別講演系５企画 特別フォーラム・シ

ンポジウム系９企画 分野別企画13企画 企業展示86社

企業セミナー25企画を開催しました。会員・賛助会員併せ

て4507人、学生534人が受付を通った参加者です。企業の

展示のみのスッタフの方などは受付いたしませんので、

6000人以上は会場にいたと思います。

特別企画では、テーマに則した企画として、特別フォー

ラム「時代が求める風となれ」を行いました。渡辺真俊

厚生労働省医政局 医事課長、堺常雄 日本病院会 会長、

中畑高子 関東中央病院 副病院長・看護部長の豪華シンポ

ジストが臨床検査技師に奮起を呼びかけ、宮島喜文会長

（日本臨床衛生検査技師会）が考えを示すという斬新な内

容でした。さらにはメインテーマ「さがそう未来」では、

ラウンドテーブルディスカッションとして臨床検査に従事

して３年目の会員が、自らが切り開く未来構想を発表し、

これをコンテストとして優秀な演者を表彰する企画でした

が、直前に「個人の夢を評価するのはいかがなものか」と

の意見をいただき順位はつけませんでした。

地方色としては、招待講演「肝がん死亡率１位からの脱

却」として、佐賀県野10年以上連続肝がん死亡率全国１位

という不名誉な記録への対策を、官学一体となって取り組

んでいる実態を前佐賀県健康福祉本部 健康増進課 前山恵

士郎係長と佐賀大学医学部 肝疾患医療支援学講座 江口有

一郎教授に紹介いただきました。また、特別講演として、

佐賀県鳥栖市にある国際重粒子線がん治療センター 工藤

祥センター長に「心と体に優しい重粒子線治療」と題して

開設より年が経過した現状を紹介いただきました。

学会長 百田浩志（佐賀県臨床検査技師会長）

さらには、文化講演を市立図書館

の経営を民間企業TUTAYAに委託し、

内部にコーヒーショップを招聘して

全国で話題となった元佐賀県武雄市

市長 樋渡啓祐氏にユーモアあふれた講演をいただきまし

た。他にも、福岡県久山町の住民健診データを50年にわた

り積み重ねた解析を紹介する「久山町コホート研究」を九

州大学教授 清原裕先生に、特記するほどではありません

が、学会長講演として佐賀藩に伝わる武道書「葉隠」を臨

床検査技の心得に結び付けて私が紹介しました。

来年度の65回学会はIFBLS（国際学会）と同時開催にな

りその前哨として、一般演題の中に英語演題を区別せず織

り込む試みをいたしました。また、国際パネルディスカッ

ションでは宮島会長（日臨技）をはじめ国際舞台で活躍の

技師が講演され、さらには、国際学生フォーラムも行いま

した。また、韓国、台湾の技師会代表の方々も多く来場い

ただき演題発表や交流会議、親善事業を行なわれました。

３年目を迎える「R-CPC」は東京大学 矢富裕教授にコメ

ンテーターを務めていただき、２題の症例の元、討議いた

だきました。

展示発表会場はコンサートでは１万人を収容できる隣接

したマリンメッセ福岡を使用したため、多くの人に足を運

んでいただきました。機器展示のほかに、佐賀県物産が当

たるスタンプラリーをおこない、地方色豊かな博多とんこ

つラーメンや唐津バーガーなどの軽食も好評でした。また

情報交換会には佐賀県の食材を豊富に準備し、唐津曳き山

囃子、佐賀県出身の「はなわ」さんによるミニコンサート

（写真）で盛り上がりました。臨床検査技師の未来を語り

合う場となったことと思います。

最後になりますが、本学会の開催にあたりご尽力いただ

きました佐賀県、佐賀県医師会、友松会長をはじめとする

福岡県臨床衛生検査技会様、熊本保健科学大学様、協賛企

業の皆さまに心より感謝申し上げます。

第64回日本医学検査学会報告

佐賀医科大学医学部

附属病院肝疾患セン

ター キャラクター

肝ちゃんも共演
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■IFBLS2016先取り企画として

来年に迫ったIFBLS2016KOBEに向けた試みが企画されま

した。

１）国際学生クローズドフォーラム

IFBLSプログラムの特徴である「Student Forum」の体験準備

として、日臨技国際WG坂本秀生委員が中心となって企画し、

韓国学生２名、日本学生11名の計13名および日本学生の教

官、国際WG委員、協力員が参加して、５月16日（土）午後、２時

間かけて開催されました。

自己紹介の後、テーマにそった討論と交流を行いました。

翌日の５月17日（日）に行われた国際学生フォーラムでは前

日の交流もあり、例年以上の盛り上がりとなりました。

２）国際関係者交流会

IFBLSプログラムの目玉イベントの１つGala Party も多彩な国

際交流の場として毎回盛り上がります。

5月16日（土）夜の情報交換会場に隣接するレストラン「ふよ

う」を借り切って、韓国代表団、台湾代表団、国際学生企画参

加者、名誉会員、日韓交流功労者、国際WG委員、協力員の

総勢約60名が参加しました。

会場内は日韓台３国の参加者が入り混じって、リラックスした

ムードで国際交流がなされました。

会場内には、情報交換会のステージがモニターで放映され、

同時進行イベントとしての色彩を保ちました。

■各種ブースを出展

１）JAMT技術教本シリーズ出版会ブース

初めての試みとなります。学会に間に合うよう発刊された「臨

床検査技師のためのチーム医療技術教本」が隣接した書籍販

売コーナー（丸善）で販売される中、シリーズの計画概要を紹介

し、宮島会長による「発刊記念サイン会」も開催されました。

２）IFBLS2016KOBE ブース

出来立てほやほやの学会ポスターが掲示され、学会チラシ、

ノベルティ（オリジナルマグネットブックカバー 写真） が配布さ

れました。来年、同時開催となる第65回日本医学検査学会

ブースも隣接して設置されました。

３）日本臨床検査技師連盟ブース

日臨技と表裏一体で活動する政治連盟のブースが今年も出

展されました。大判の各種ポスターが掲示されました。

■都道府県システム説明会を開催

本年からDBの見直しを含め、改善される都道府県システムの

事前説明会が学会場に隣接する福岡サンパレスの会議室内で

開催されました。学会期間中、ご多忙のところ出席いただきまし

た都道府県技師会関係者の皆様に御礼申し上げます。



日臨技では、平成24年度に発足したチーム医療推進

検討委員会からの答申で、チーム医療に関する最優先

課題としてあげられた、検査説明・相談ができる検査

技師の育成事業が進められている。本事業は日臨技が

定めた標準カリキュラムに則り、平成26年度より各都

道府県において「検査説明・相談ができる臨床検査技

師育成講習会」を３年間の継続事業として開催するも

のである。

育成講習会の内容は患者心理、接遇の基本、検査説

明・相談の実例紹介、Ｒ-ＣＰＣ、検査説明・相談の模

擬演習など、検査説明・相談に必要な基本的なスキル

を習得する内容となっている。３年間で１割以上の会

員が、本講習会受講を終了することを目標としてい

る。平成26年度においては、41都道府県で講習会が開

催され、1,825名の臨床検査技師が受講した。講習会終

了直後の受講者へのアンケート調査では、受講者の

96％から『受講してよかった』との回答が得られ、良

好な評価が得られた。

実際に検査説明を行うとしたらどのような領域につ

いて可能か？の質問（複数回答可）には、『糖尿病外

来・SMBGなどの糖尿病関連』39％、『健診全般』

26％、『生理検査全般』17％、『検査の少ない診療

科』10％、『検査の多い診療科』8％であった。
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～事業経過報告～

よかった よくなかった どちらでもない 記入なし 合計

1630 5 25 47 1707

講習を受けてどうでしたか？

検査説明しうる分野（複数回答可）

糖尿病外来 SMBG 健診全般 生理全般
検査の多い

診療科

検査の少ない

診療科
合計

714 542 839 546 318 235 3194

今後検査説明・相談ができそうか？の質問には

『できそう』32％、『まだわからない』62％、『で

きない』2％であった。

検査説明・相談を進めるにあたっての課題につい

ての意見では、『施設・医師の理解』、『マンパ

ワーの充実』、『検査に限らず幅広い知識の習

得』、『検査技師による説明範囲の明確化』等に関

連する回答が多く見られた。

今後、当会並びに、都道府県技師会との連携のも

とにそれらの課題の解決に取り組む必要があると考

える。２年目を迎える本年度においても各都道府県

で開催の準備が進められているので多くの会員の参

加をお願いしたい。本年４月より新たに実施可能と

なった検体採取等の業務を進めて行くにも、患者さ

んへ解りやすく説明ができる能力は必須であり、臨

床検査技師が基本的に習得していなければならない

スキルである。

担当執行理事 丸田 秀夫

今後検査説明相談ができそうですか？

できそう できない まだわからない 記入なし 合計

565 30 1084 64 1743

良くなかった 0％ どちらでもない 1％ 記入なし 3％

糖尿病外来 22％

SMBG 17%

健診全般 26%

生理全般 17%

検査の多い診療科

10％
検査の少ない診療科

８％

Ｎｏ． 開催日時 都道府県 参加者数 Ｎｏ． 開催日時 都道府県 参加者数

1 2014/7/27・8/10 山梨県 30 23
2015/1/24・25

広島県 77

2 2014/8/2 ・3 秋田県 23 24 青森県 39

3 2014/8/30 ・31 愛知県 114 25

2015/1/31・2/1

岩手県 53

4 2014/9/6・7 長崎県 40 26 三重県 56

5 2014/10/4・5 北海道 34 27 大分県 30

6
2014/10/12・13

岡山県 45 28 2015/2/7・8 奈良県 19

7 石川県 80 29
2015/2/14・15

山口県 32

8
2014/10/18・19

神奈川県 104 30 徳島県 20

9 和歌山県 29 31 2015/1/18・2/15 佐賀県 51

10
2014/10/25・26

宮城県 32 32
2015/2/21・22

福井県 24

11 大阪府 48 33 埼玉県 71

12 2014/11/15・16 岐阜県 33 34 2015/2/28・3/1 鳥取県 31

13 2014/11/29・30 福島県 38 35

2015/3/14・15

富山県 46

14 2014/12/6・7 群馬県 40 36 茨城県 32

15
2014/12/7・

2015/1/18
滋賀県 18 37 高知県 40

16
2014/12/13・14

愛媛県 38 38
2015/3/21・22

福岡県 71

17 兵庫県 64 39 沖縄県 17

18 2014/12/20・21 山形県 34 40

2015/3/28・29

東京都 54

19

2014/6/15・

7/20・8/17・

9/21・10/19・

12/21

長野県 30 41 新潟県 47

20 2015/1/10・11 京都府 34

21
2015/1/17・18

鹿児島県 56

22 静岡県 51

平成26年度 講習会実施実績

募集人数：1,701名
参加人数：1,825名

できそう 32％

よかった 96％

記入なし 4％ できない 2％

まだわからない 62％
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（編集後記）掃除機をかけていたら、ゴミが一杯になった。ゴミを捨てるときふと思った。うーんこんなに取れた。

これが頑張った成果だなぁ。そこで提案。掃除する前にゴミを空にしておくと頑張った分が定量的にわかる。拭き掃

除や片付けは定性かもしれない。人は成果が眼に見えると頑張ったことが楽しく思える。成果が見えないと疲れが残

る。掃除機は使った後ゴミを空にしておくと良いと思った。妻に話したら私はいつもそうしているわよ。日々の家事

作業ありがとうございます。 【中井】

日本救急検査技師認定機構（本機構）が実施する、救急検

査技師認定試験の受験資格の一つとして、全国六カ所で開催

される指定講習会を最低１回受講することを必須条件として

いる。

三年目を迎えた本機構主催、日本臨床衛生検査技師会後援

の平成27年度第一回指定講習会が５月24日、岡山県倉敷市に

ある川崎医科大学メディカルミュージアムで開かれた。受講

者は、本機構の広報不足もあったのか例年に比しやや少なめ

であったが、講師と受講者の一丸となった熱い講習会が展開

された。

午前中のプログラムでは、まず最初に「救急医療における

検査技師の役割（救急医療概論）」を倉敷中央病院救命救急

センター長の福岡敏雄先生にご講義頂いた。福岡先生は、

「救急医療はチーム医療であり、我々（救急医療現場）に

とって検査技師の参画は、心強くまた望むところである」と

熱弁された。そのあと、本機構理事による「救急医療におけ

る検査の進め方（救急検査総論）」と大阪府枚方市にある枚

方公済病院の藪圭介先生に「BLS（Basic Life Support：一次

救命処置）について」ご講義頂いた。

午後からは、症候としての「呼吸困難」をテーマに、その

初期診療のありかたを川崎医科大学救急医学講座の井上貴博

准教授に救急医の立場からお話し頂いた。また救急医療にお

いて必要な検査の各論として、大阪府三島救命救急センター

濱田宏輝技師に「血液ガス」を、水島共同病院田中淳子技師

に「肺機能検査の基礎」をそれぞれご講義頂いた。

第一回指定講習会全般を通して、講師の先生方の熱い講義

に勝るとも劣らず受講側の意気込みが随所に感じられる講習

会であったと同時に、救急検査技師認定取得に対する受講者

の気迫を感じずにはいられない講習会であった。

なお平成27年７月以降の指定講習会スケジュールについて

表に記す（図１）。 注：第二回（中部）は6月21日終了

次に去る６月４~６日に富山で開かれた「第18回日本臨床

救急医学会総会・学術集会」において、本機構が企画開催し

たシンポジウム「 救急初期診療検査の標準化に向けて 」を

合わせて報告する。

本シンポジウムは、救急初期診療における臨床検査の現状

と課題を明らかにし、救急初寮時検査の標準化への足がかり

とすることを目的に企画した。会場には、検査技師をはじめ

医師、看護師など100名を超える参加者があり、活発な意見交

換がなされ、３時間枠を余すことなく使う大盛況の会となっ

た。

平成27年度 第三回 第四回 第五回 第六回

地 域 東北･北海道 九州・沖縄 近畿 関東・甲信越

日 時 7月26日 (9:55～) 8月23日 (9:55～) 9月13 (9:55～) 10月11日 (9:55～)

会 場 仙台市内 福岡市内 大阪府高槻市内 東京都内

メインテーマ 感染症 意識障害 胸痛 外傷

基調講演をお願いした横田順一朗（前日本臨床救急医学会

代表理事）先生は、救急診療は時間軸に焦点を当てたシステ

ム化とチーム医療が不可欠であり、チーム医療は共通の認識

と意思決定に基づいた医療であることを述べられた。八木啓

一（横浜みなと赤十字病院 救命救急センター長）先生は、

自施設での救急検査構築にあたり検査部門と綿密に協議した

ことの紹介や、展望として検査技師に研修医の教育なども含

めて臨床側との連携にも積極的な参加を期待することを述べ

られた。諏訪部章（岩手医科大学臨床検査講座）先生は、救

急診療の特徴を踏まえた精度保証についての説明に加え、

「検査技師による検査説明」や「検査技師による検体採取」

についても言及された。隈﨑聡美（和泉市立病院救急外来）

看護師は、救外看護師の立場から検査技師が初期診療に参画

することは看護師業務にも大きな支援になることを強調され

た。森谷裕司（愛知医大）救急検査認定技師からは、迅速性

について、検査依頼から検査結果を担当医が確認するまでの

時間（TTAT：Therapeutic turn around time）の短縮が重要

であり、検査依頼時から関わり検体の処理・輸送を行い、結

果も医師に直接伝達するなど、救急診療に検査技師が関与す

ることの有用性を示された。

最後に、学会２日目の夕方よ

り開いた救急検査認定技師の意

見交換会の模様を報告する。前

述シンポジウムの興奮が残って

いたこともあると思うが、乾杯

前から参加者のテンションが異

常に高く、ジョッキ片手に「救

急検査のあり方」について、熱

いディスカッションがあちらこ

ちらで繰り広げられた。また、

ゲストとしてシンポジストの横田、八木の両先生も参加して

下さった。お忙しい学会期間中にもかかわらず、両先生とも

中座されることなく最後までお付き合いいただき、検査技師

からの質問攻めにも丁寧にお答えいただいた。翌日、演題発

表の方も多かったが誰も帰るとは言わず、閉店までたっぷり

楽しんでいただき、富山の山海の幸より大きなお土産を職場

に持ち帰られたことと思われた。

来年は、５月に福島県で開催されるので、救急検査認定技

師だけでなく、今後認定取得を目指される検査技師の皆様も

是非参加くださることを心からお願いする。

図１：今後の講習会スケジュール

先生方よりそれぞれの視点から救急診療に検査技師が

関与することの有用性が示された

活発な意見交換が行われた
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