
２日目：『病理検査技術に求められる知識、 
技能を高める』 

講演8『検体受付・検体処理・包埋までに必要な知識と技能』  

筑波大学 古屋 周一郎 先生 

講演9『細胞診検体処理に必要な知識と技能』 

          東海大学 伊藤 仁 先生 

講演10『薄切から一般・特殊染色に必要な知識と技能』   

小田原市立病院 磯崎 勝 先生 

講演11『術中迅速標本作製に必要な知識と技能』 

熊本大学 徳永 英博 先生 

講演12『組織切り出しに必要な知識と技能』 

大阪大学 森井 英一 先生 

講演13『遺伝子検査の基礎』（組織検体取り扱いを含めた）  

防衛医科大学校 廣井 禎之 先生 

講演14『免疫組織化学・コンパニオン診断に必要な知識と技能』 

東海大学 芹澤 昭彦 先生 

講演15『認定病理検査技師制度の目指す方向と役割』    

名古屋市立大学 滝野 寿 先生 
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P1 平成27年度認定病理検査技師制度指定講習会報告 

P2～P4 「女性検査技師管理職育成セミナー」参加者の声 

中井規隆 

平成27年度 認定病理検査技師制度指定講習会が7月11日

(土)、12日(日)の２日間に渡り東京都立産業貿易センター

で行われました。本講習会は認定病理検査技師の試験を受

けるために必要な講習会となっており、当日１名の欠席が

ありましたが233名が受講されました。 

昨年度は３日間の講習会でしたが、受講者の負担等も考

慮して本年度は２日間に凝縮して行われました。一つ一つ

の講演時間は短くなったものの講師の方々のご努力によ

り、昨年と引けを取らない内容で１日目は日臨技認定病理

検査技師制度の目指す目的や方向性について解説し、認定

病理検査技師に求められる病理検査業務に関係するマネー

ジメント力を高めることを目的として『認定病理検査技師

に必要なマネージメント』を学び、２日目は日常業務にお

いて認定病理検査技師に求められる、組織検査および細胞

検査、遺伝子検査などの標本作製に必要な標準的な方法や

技術を修得し、標準化や精度管理能力を高めることを目的

として『病理検査技術に求められる知識、技能』を学びま

した。 

今回の受講者全員が本年度行われる第２回の認定試験を

受け、多くの認定技師が輩出されることを望みます。 

講習会風景 

１日目の講習終了後、会費制による自由参加

ですが119名の参加の下、情報交換会が行わ

れました。 

１ 日 目 ：『認 定 病 理 検 査 技 師 に 必 要 な             
マネージメント』 

講演1『認定病理検査技師に求められる法的知識』 

東京大学 佐々木 毅 先生 

講演2『病理検査における精度管理の重要性』                

         香川大学 羽場 礼次 先生 

講演3『病理解剖介助に必要な知識と技能』 

三重大学 白石 泰三 先生 

講演4『テレパソロジーに必要な知識と技能』       

北海道がんセンター 東 学 先生 

講演5『病理検査室における作業環境対策に必要な知識

と技能』 

日本医科大学 清水 秀樹 先生 

講演6『病理検査室おけるバイオハザード対策に必要な

知識と技能』 

藤田保健衛生大学 平澤 浩 先生 

講演7『危機管理リスクマネージメントに必要な知識と

手法』  

ひたちなか総合病院 根本 誠一 先生 

◆ 講習会プログラム ◆ 

担当理事 中山 茂 
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７月１５日号に報告を掲載しました「女性検査技師管理職育成セミナー」の参加者より感想を寄

せていただきました。セミナー２日目のグループ発表後の写真とともに紹介いたします。 

 問題を解決して未来に向かう  
 

小城市民病院 堤 玲子 

 ７月４日～５日にかけて開催されましたセミナー

に参加させていただきました。参加者の多くは技師

長職の方で恐縮しました。 

 １日目の講演はすべて他職種の講師の先生で、興

味深い内容でした。グループディスカッションでは

まずコメンテーターの先生の熱い講演に引き込まれ

ていきました。その後それぞれのグループで与えら

れたテーマに意見を出し合いました。宮島日臨技会

長の講演は我々の心を打つ内容で、もう少しお話を

お聞きしたいと思いました。ナイトセミナーでは美

味しいお酒と新鮮なお野菜で会話が弾みました。２

日目の『問題を解決して未来に向かうためのストー

リー』では新しいグループで討議し、我々のグルー 

グループ２：女性が輝く未来のために 

グループ３： 

教育制度改革 

仲間と一つの考えを作り上げる 
 

新潟県立がんセンター新潟病院 畔上 公子 
 

 セミナーでは主に女性が働く上での現状や情勢、メ

ンタルヘルスなどを学びました。 

 ２日間にわたって行われたグループディスカッショ

ンでは、「検査技師の未来への提案」に取組み、他の

研修者の考え方に触れることができたこと、グループ

の仲間と一つの考えを作り上げていく過程が有意義で

した。 

 「こういう取組みを行うと良いのでは」「これはど

うだろう」と様々な意見が飛び交い、紙面に考えが集

約されていきました。 

 出された知恵は、施設で取り組んでいることや、検

査室の質・地位向上に向けて取り組んできたことでも

あります。こうした知恵に触れることができたこと

も、私にとっては収穫でした。 

 この研修会を通して、業務に追われている日々では

ありますが、セミナーで取り組んだ「未来への提案」

が夢にならぬよう、一個人ではありますが行動してい

けたらと思います。 

 全国の女性技師との交流 
 

島根県立中央病院 石岡 秀子 
  

 ７月の梅雨空の中、第１回「女性管理職育成セミ

ナー」に参加しました。全国の同じような立場の女性

技師の集まりは初めてで、久しぶりの東京出張とも相

まって不安と期待を胸に日臨技会館にたどり着きまし

た。 

 最初に子育てをしながら霞が関で働いておられる河

村課長補佐から、女性の働き方の世界と日本の違いや

霞が関での取り組みを聞き、改めて現状を知ることが

できました。 

 ２日間にわたって行われたグループディスカッショ

ンでは、最初は何をどうやって書いていいのか戸惑い

ながらもみんなで話をしていくうちに模造紙１枚に壮

大な未来提案を作ることができました。プレゼンテー

ションでも「いいね」評価をたくさんいただきまし

た。 

 宮島会長をはじめ、全国の女性技師と交流ができ、

非常に充実したセミナーでした。 

 今後、このセミナーをどのように発展させていくか

が大きな課題であると思います。 

 末筆となりましたが、お世話頂きました方々に深く

感謝申し上げます。  

グループ１： 

飛びだせ臨床

検査技師 

プでは未来への提案として「教育制度改革」をあげ

ました。 

 皆様のご意見を聞くことができ大変有意義なセミ

ナーでした。  



 セミナーでは、日臨技第４次マスタープランに掲げ

た「女性技師の活躍支援・女性技師間の連携」の道標

模索から始まり、学生の育成から卒後教育、現役技師

の潜在能力を効率的に引き出すための様々な解決方法

まで論議された。既得権益の確保に全てのリソースを

注入するのではなく、新しい職域・職能の拡大に取り

組む事の必要性を確認しあった。私を含めた全国5.4万

人の臨床検査技師各人が、時間は二度と返って来ない

という事を認識し、日々の一瞬一瞬に全力を傾けて、

自らの力で自らの未来を描いて行くためのヒントを出

来る限り多く見つけ実践していかなければいけない

事。「国に変化を望もうとするなら、自らがその変化

になる事の意識改革」大切な事は、私は臨床検査技師

である前に患者様に誠の心を尽くす医療人であること

を再認識し、自分がどうベストを尽くすかを初めて行

こうと思います 。 

社会へのうねりを創出する 
 

栃木県県東健康福祉センター 奥山 啓子 
  

「女性の管理職だけで何をするの？」というのが参

加前の正直な感想でしたが、熱気あふれる会場に足

を踏み入れた瞬間から女性パワーに圧倒され続けた

２日間でした。 

 講義内容も充実していて、厚生労働省河村課長補

佐や立石先生からは目から鱗の講義を受けることが

できました。グループディスカッションでは「未来

への提言」に参加しました。経営意識や検査の質の

向上をスタートとし、新業務獲得や院内連携のポ

ジィティブスパイラルをベースとして、臨床検査技

師の社会への普及や在宅医療・地域医療構想に関わ

る社会へのうねりを創出するという壮大な提言が５

人の協力によりにまとまりました。 

 ２日目は「やりがいを武器に内から外へ」と、い

ずれも臨床検査技師として今後の大きな責任とプ

レッシャーとなるような内容でした。会長や理事の

みなさまからも多くのことを御教示頂きました。貴

重な機会を与えてくださった日臨技関係者の方々に

心から感謝いたします。 
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グループ４：It’s Money グループ５： 

やりがいを武器に内から外へ 

グループ６： 

女性検査技師 緊急性・

重要性マトリックス 

抱える問題の本質は同じ 
 

新潟脳外科病院  渡辺 都  
 

２日間のセミナーで、極めて刺激的で有意義な時間

を過ごさせて頂きました。職場ではルーチンに追わ

れ、家庭ではそれぞれの役割を果たし、せわしなく毎

日を送る女性職員の、モチベーションを上げる、ある

いは維持することは非常に難しく、もやもやしていた

ところでしたが、自分だけの悩みではないことがわか

り、安心する半面、課題の大きさを再認識して、ずし

りと重いものを感じました。 

私は小さな組織の技師なので、大きな施設や組織の

方とは悩みが違うかしら、と思いながら参加しました

が、抱える問題の本質は組織のサイズに関係なく同じ

ところにあると強く感じました。グループワークの発

表で、話の流れや結論の文言は違っても、出てくる

キーワードはどれも似ていて、同じ悩み、同じ不安、

同じ希望をそれぞれ違う大きさや形で持っていると感

じ、共有することができた事、これから相談しあえる

横の繋がりができた事に感謝しています。ありがとう

ございました。 

「臨床検査技師能力の最大限の発揮」      

＝「活躍」今何をすべきか？ 
 

医療法人日新堂 八角病院 櫛桁 久美 



 私がこのセミナーに参加するきっかけは、前からこの

ようなセミナーがあればいいなと思っていた所、管理者

としてスキルを伸ばすのに丁度よいと思ったからです。 

 ２日間でしたが、１日目は外部の講師の先生方の講義

とグループディスカッションでした。講義を聞いて、私

も子育てをしながらの仕事に戸惑いを感じながら、なん

とかしてきました。現在の社会情勢の中では問題も多

く、女性としての立場で難しいと思う反面、もっと女性

だからこそ活躍して欲しいと思いました。また、「心を

病まないために」と言うタイトルの講義をして頂きまし

たが、上に立つ管理職である以上、いつも心のどこかに

「心の余裕」を持ちながら、人に接する努力をしていき

たいと思いました。１日目の最後と２日目はブレーンス

トーミングという技法を用いたグループディスカッショ

ンでした。２日目のグループで話しあった事を皆さんに

わかりやすく説明しながらの発表でした。私は発表者に

なりましたが、思うように上手にできませんでした。プ

レゼンテーションは、ただ文章を棒読みに読むようなも

のではなく、「人の心を動かせる。人を納得させる。」

のが本来のプレゼンテーションだと感じ、これからは努

力していきたいです。 

グループ７： 

検査技師が生き残るために 

グループ８： 

知名度向上・地位向上 

 私がこのセミナーに参加した理由は２つありまし

た。一つは、プログラムを見てグループ討論が多かっ

たので、その場で自分の思考力、コミュニケーション

力を鍛えたかったこと。もう一つは、セミナー後もお

互いに相談し合える関係を築ける方々に出会えるチャ

ンスだ！と思ったことです。 

 グループ討論では発表する際、ストーリーの組み立

てが曖昧なまま喋り始めたため、結論がまとまらなく

なる事態となりました。この反省は今後に活かしたい

と思っています。 

また、人との出会いについては、女性特有のコミュニ

ケーション能力がいかされたことで、あっという間に

受講者同士がLINEなど連絡先を交換し、私が参加した

目的は達成されたと思います。 

 このようなセミナーを企画、実行していただいた宮

島喜文会長をはじめ、日臨技の理事の皆さまに心から

感謝申し上げます。 

 ナイトセミナー終了時、飛び入りで民謡・安来節を

唄わせていただきました。ご清聴ありがとうございま

した。 
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（編集後記） 夏がやってきました。日本の夏です（蚊取り線香のＣＭみたいですが）。昔から盆と正月くらい

は・・・と日本中の人たちが故郷や家族や仲間を思い、そして逢いにいく季節です。最近はお盆だからと特別な

行事も少なくなりましたね。盆踊りも７月で終わっちゃったりします。夏の風物詩。スイカ。花火。かき氷。海

水浴。ひまわり。セミ。ビアガーデン････。 

ぅん？ビアガーデン?!!夏がやってきました。日本の夏です。                                  【中井】 

 出会えるチャンス！ 
 

広島市医師会臨床検査センター 福原 由美 

 人の心を動かせる、人を納得させる力を 
 

北里大学病院 出村 裕子 

 同じ目線、同じ立場で働いている皆様にお会いできた

事、関わり合えた事、気持ちが通じた事、私なりのこれ

からの仕事で何かを見つけられたと思いました。 

 また、お忙しい中、この様な素敵なセミナーを計画

し、開催して頂いた日臨技の宮島会長はじめ、関係者の

方々や、講師の先生に厚くお礼を申し上げます。 

 このセミナーで学んだ事を糧にして、日々努力して行

こうと思いました。 


