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P1 令和４年度認定認知症領域検査技師 認定認知症予防学会併設JSDP臨床検査技師講座スキルアップセミナー 

P2～P3 2022年度 日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会開催のご案内 

P4 季刊誌『ピペット』に寄せられた感想をご紹介  
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 令和４年９月25日（日）に福岡国際会議場で開催された日本認知症予防学会に

併設して、令和４年度認定認知症領域検査技師JSDP技師講座スキルアップセミ

ナーが開催されました。 

 今回は「臨床や研究で活かせる臨床検査に関する知識を得る 地域連携におけ

る臨床検査技師の役割を考える」をテーマとし、午前中には具体的な疾患の検査

について、研究領域での資格活用についての講義、午後には地域連携に関する講

義とグループワークが行われました。現地での開催ということもあり、参加人数

は30名程度と少人数となりましたが、３年ぶりに対面でのグループワークも行う

ことができ、参加者にとっては積極的な意見や知識の交換の場となりました。ま

た、認定認知症領域検査技師の資格を取得済みの方を対象とした講座でしたが、

本年度は資格未取得者も参加可能となり、資格取得を目指す受講者にも刺激とな

る内容だったようです。 

伊藤 育子（国家公務員共済組合連合会 東海病院）  

 世界アルツハイマー月間中の９月25日、令和４年度 

認定認知症領域検査技師制度 日本認知症予防学会併

設JSDP技師講座スキルアップセミナーに参加させてい

ただきました。久々に現地開催で対面講演、グループ

ワークに期待半分不安半分で会場に入りました。 

前半の講演では、病態症例、研究の実際を数多く

提示していただきとても実践的な内容で時間が短く感

じられました。 

後半の「地域連携の新たなステージに挑戦」とい

う内容でのグループワークは、オープンな会話によっ

て討論する“ワールドカフェ”という方法で行われま

した。５人のグループでいろいろな意見を出し、メン

バーを入れ替え意見を共有し、また元のグループに

戻って対話し発表する流れです。初めのうちはお互い

遠慮気味で発言が出ませんでしたがファシリテーター

（まとめ役）の先生方のおかげで徐々にスムーズに進

行し時間いっぱいまでグループ内での意見交換を行う

ことができて大変充実した研修会でした。 

コロナ禍でもあり、人数は30人ほどと少なかった

ですが、全員が緊張感をもってグループワークに挑む

ことができたように感じました。このような状況の中

セミナーを開催していただいた諸先生方に感謝申し上

げます。 

小田 実千代 （北須磨病院） 

 私は資格未取得者ですが、今回取得者対象のセミ

ナーに参加することができると聞き、こんなチャンス

は二度とない！と思い参加させていただきました。 

 セミナーの感想を一言でお伝えするなら「楽しかっ

た！」です。全力で楽しませていただきました。楽し

いだけではなく、本当に色々と考えさせられる経験と

なりました。 

 実際の検査に携わっている先生からの話。認知症領

域での検査・研究についての大切さ。そして地域連携

について。 

 「人」を知り、「想い」を知る。今回学んだすべて

の分野が患者様につながる。そう感じたセミナーで

す。 

 今後、臨床検査技師として、「人」として、もう一

歩近く患者様に寄り添い、病院という枠から一歩踏み

出して地域に貢献できないかと考え、まずは資格を取

得し、院内にて認定認知症領域検査技師を知ってもら

い、そこから活躍の場を広げ、患者様に寄り添い、地

域に貢献できるような臨床検査技師を目指していきた

いと思います。 

このような貴重な体験をさせてくださった先生方に感

謝を込めて。 
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 2022年度 日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会を下記のとおり開催いたします。新型コロナウイルスの水

際対策が大幅に緩和されましたが、引き続き「基本的な感染防止対策」を順守して開催いたします。ご多忙の

ところ誠に恐縮ですが、本報告会へご参加くださいますようご案内いたします。 

 報告会では、全ての部門における詳細な解析、ならびに今回より調査項目に加わりましたSARS-C0V-2遺伝子

核酸増幅、POCT呼吸器感染症項目につきましてもご報告いたします。また、バーチャルスライドを用いたトラ

イアル調査の結果についても報告いたします。分析結果から見えてくる問題点の洗い出し、是正改善のポイン

トに至るまで、当会の品質保証の方向性を知る絶好の機会となっております。 

 なお、本報告会は、昨年同様、新型コロナ感染症対策を施しての開催となるため、定数を減じるなど、ご不

便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。 

会期：令和４年11月26日（土） 

午前９時30分～午後５時00分 予定 
 

会場：幕張メッセ 国際会議場2F 

コンベンションホール 

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2－1 2Ｆ 
  

交通：◎JR京葉線「海浜幕張駅」徒歩５分 

◎JR総武線・京成線「幕張本郷駅」から「幕張

メッセ中央」行きバスで約17分 
会場周辺地図は、「幕張メッセ」のホームページを参照くだ

さい。https://www.m-messe.co.jp/access/ 
 

 

内容（予定）： 

検査部門ごとに実施項目数が異なる点を考慮した報告

時間の配分など、より効果的な報告会としたくご理

解、ご協力をお願いいたします。 
 

受付：９時00分～ 

2022年度 日臨技臨床検査精度管理調査報告  

               （敬称略、順不同） 

※新型コロナ感染拡大に伴い、演者、発表順、発表形式

が変更になる場合があります。 

臨床化学検査 永井 謙一 

免疫血清検査 久保 光史 

微生物検査、POCT(感染症項目)  中村 竜也 

血液検査 福田 幸広 

細胞検査 遠藤 浩之 

一般検査 大沼 健一郎 

生理検査 坂下 文康 

  立田 顕久 

  中野 英貴 

  堀内 正志 

  田邊 晃子 

輸血検査 福吉 葉子 

病理検査 坂根 潤一 

遺伝子検査 三澤 慶樹 

SARS-CoV-2遺伝子(核酸増幅) 

バーチャルスライドを用いた調査 

中桐 逸博 

石田 克成 

佐伯 仁志 

樫山 誠也 

生涯教育研修制度：基礎教科20点 
 

募集人数：会員（Webによる公募）800人 ＋  

非会員（申込書による公募）50 人  

＝ 合計 850 人  ※先着順となります。 
 

参加費：無料 
 

参加資格等：「2022年度日臨技臨床検査精度管理調査」

に参加した施設の方 
 

申込期間：令和４年10月11日（火）～10月29日（土）

（定員になり次第締め切り） 
 

申込要領：日臨技会員の方は、会員専用ページの「事前

参加申込」からお申込みください。 

当会会員の方は、当日参加受付をしますので、会員証

を忘れずにご持参ください。 

非会員の方は、ホームページに掲載の申込書に必要事

項をご記入し、ＦＡＸで下記までお申込みください。 
※お申込み締切後は一切受付けません。 

※開催案内をよくお読みください。 
 

申込先：〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7 

一般社団法人  日本臨床衛生検査技師会  

TEL 03-5767-5435 FAX 03-3768-6722 
 

資料：当日配布資料はありませんが、開催期間中のみ

Web上で閲覧が可能です。 
 

主催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 
 

注意事項： 

当報告会は、新型コロナウイルス感染防止対策を講じ

て実施します。感染防止のための適切な行動をお願い

します。下記の点にご注意ください。 

※運営担当者の指示に従わない場合は、参加をお断り

する場合があります。 

１.事前参加申込をしていない方は入場できません。 

 ※代理出席は一切認めません。 

２.体温が37.5℃以上の方、体調が優れない方は、入場

をお断りさせていただきます。 

３.「千葉市コロナ追跡サービス」「厚生労働省新型コ

ロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の登録を

お願いしております。  
 

持ち物： 
 【会員】会員証、筆記用具（検温記録用）、ネームカード※ 

 【非会員】申込書（当会受理済）、筆記用具（検温記録

用）、ネームカード※ 

※申込みが確定された方のみ開催約１週間前より順次発送

予定です。 
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開催日時：令和4年11月26日（土）午前9時30分～午後5時00分 

開催場所：幕張メッセ 国際会議場2F コンベンションホール 

     〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2－1 2Ｆ   

         ※新型コロナ感染拡大防止対策を講じた様式での開催となります。 

9：00～9：30  受付 
 

9：30～9：45  開会、会長挨拶                              司会 長沢 光章 

日本臨床衛生検査技師会 代表理事会長 宮島 喜文 

                                

【 第１部 】                                  司会 神山 清志  
 

9：45～11：05   生  理   

【心電図】  立田 顕久（東京女子医科大学病院） 

【超音波】  中野 英貴（小張総合病院）、堀内 正志（東京都立松沢病院） 

【呼吸機能】 田邊 晃子（慶應義塾大学病院） 

【神経生理】 坂下 文康（三重県立総合医療センター） 
 

11：05～11：15  質疑応答Ⅰ（生理） 
 

11：15～11：20  休憩 

 

【 第２部 】                                  司会 長沢 光章 

 

12：15～12：55  昼休み（40min） 

 

12：55～13：10  品質保証施設認証制度について     日本臨床衛生検査技師会 専務理事 滝野 寿 

 

【 第３部 】                                   司会 神山 清志 
 

13：10～13：25  一  般  大沼 健一郎（神戸大学医学部附属病院） 

13：25～13：40  微 生 物  中村 竜也（京都橘大学） 

13：40～14：00  輸  血  福吉 葉子（熊本大学病院） 
 

14：00～14：15  質疑応答Ⅲ（一般、微生物、輸血） 
 

14：15～14：20  休憩 

 

【 第４部 】                                   司会 藤田 孝 
 

14：20～14：45  臨床化学  永井 謙一（済生会川口総合病院） 

14：45～15：05  免疫血清  久保 光史（済生会和歌山病院） 

15：05～15：30  血  液  福田 幸広（船橋市立医療センター） 
 

15：30～15：45  質疑応答Ⅳ（臨床化学、免疫血清、血液） 
 

15：45～15：50  休憩 
 

 

【 第５部 】                                        司会 滝野 寿 
 

15：50～16：10  病  理  坂根 潤一（静岡県立総合病院） 

16：10～16：35  細  胞  遠藤 浩之（済生会新潟病院） 

16：35～16：50  遺 伝 子  三澤 慶樹（東京大学医学部附属病院） 
 

16：50～17：00  質疑応答Ⅴ（病理、細胞、遺伝子、精度管理調査全般） 

 

17：00      閉会の挨拶                  日臨技精度管理部会 担当理事  藤田 孝  
 

※新型コロナ感染拡大に伴い、演者、発表順、発表形式が変更になる場合があります。 

11：20～11：30 POCT（感染症項目） 中村 竜也（京都橘大学） 

11：30～11：45 SARS-CoV-2遺伝子（核酸増幅） 中桐 逸博（川崎医療福祉大学） 

11：45～12：05 バーチャルスライドを用いた調査   石田 克成（広島大学病院） 

佐伯 仁志（敦賀医療センター） 

樫山 誠也（広島大学病院） 

12：05～12：15 質疑応答Ⅱ（POCT、SARS-CoV-2遺伝子、バーチャルスライド） 
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（編集後記）紅葉もはじまり、秋晴れの空が心地よい季節となりました。とはいえ新型コロナ第８波＋インフルエ

ンザ同時流行やラニーニャ現象による厳冬の気配に、まだ気の休まることはございません。季刊誌『ピペット』に

寄せられた応援メッセージが紹介され、嬉しい限りですがコロナ禍の中頑張っている臨床検査技師の姿をもっと広

めて行ければと思います。 

 日臨技精度管理調査報告会も11月26日開催されますが、定数減とせずに開催される日が近いよう心より祈念いた

します。                                           （清水）  

当会では国民の皆様に臨床検査技師の存在をもっ

と知っていただくため『季刊誌 ピペット』を

年４回発行しています。 

 2022 夏号（vol.36）にも読後感想として、たくさんの応援メッセージ

をいただきました。 

 医療現場で働く会員の皆様にも励みにしていただきたく、寄せられた

メッセージをいくつかご紹介いたします。 

 『季刊誌ピペット』を配布いただける施設を募集しています。冊

子・送料は無料です。イベント等での単発の配布も承ります。 
 
 

ご協力いただける方は右のURLまたはQRコードから「配布協力施設登録申込用

紙」をダウンロードし、ご記入の上、当会事務局までFAXまたはメールでお申

込みください。 

https://www.jamt.or.jp/
books/pipette/ 
 
 

 Fax: 03-3768-6722  
 

mail: pipette@jamt.or.jp 

・臨床検査技師は測定原理や数値の意味を理解している診断の要です。もっと患者さんにPRできること

があると思います。（新潟県・男性） 

・臨床検査技師がどんな仕事かもっともっと知りたいです。（福岡県・女性） 

・笠井さんのインタビューで病気に対する心がまえを学びました。笠井さんも聞き手の方も笑顔の写真

が多いのがよいです。（茨城県・男性） 

・ピペットを読んで励まされました。皆さん諦めずに戦っているなと。自分も負けぬ様頑張ります。

（愛知県・女性） 

・検査前は「何をされるんだろう?！」とドキドキ…けれど、検査技師さんの優しく冷静な説明や機器

を使いこなす仕事ぶりに、自然と不安がほぐれます。日進月歩の領域での活躍、これからもよろしく

お願いします。（千葉県・女性） 

・臨床検査技師の仕事が多種類・多岐にわたり、大変だということがわかりました。（奈良県・女性） 


