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P1 令和４年度定時総会 全議案が承認されました 

P2～P5 令和４年度 日臨技学術奨励賞受賞コメント 

P5 第72回日本医学検査学会 in GUNMA 

P6 令和４年度 認定認知症領域検査技師制度 行列のできるスキルアップ研修会PartⅪ を集合研修にて開催 
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令和４年度定時総会 

全議案が承認されました 

 令和４年６月25日（土）に開催された令和4年度定時総会は、出席正会員38,270名（有効正会員数

67,157名、定足数33,579名、出席率56.9％）で成立するとともに、各号議案の説明と採決の結果、

全議案に対して「承認する」が過半数を占め、すべての議案が承認されました。出席者の内訳は以下の

通りです。議決権行使の事前受領は、電磁的方法が88.3％（前年度84.3％）、書面が11.7％（前年度

15.7％）となり、電磁的方法による議決権行使の定着が進んでいる一方、令和３年度定時総会に比べ

ると出席率は61.9％から56.9％に大きく減少した結果となりました。 

 総会終了後に行われた令和４・５年度新役員で構成される理事会では、代表理事に宮島喜文氏、長沢

光章氏、丸田秀夫氏の３名が選定され、会長候補者選挙当選者である宮島喜文氏が会長となり、残る代

表理事２名が副会長となることもあわせて承認されました。また、代表理事以外に７名の執行理事が選

定され、滝野寿氏、深澤恵治氏を専務理事、益田泰蔵氏を常務理事とする提案も承認されました。その

ほかの執行理事としては、続任の白波瀬浩幸氏、新任の神山清志氏、勝山政彦氏、宮原祥子氏の体制と

なりました。また、常勤役員として、宮島会長、滝野専務理事、深澤専務理事が指名されました 。 

選任された理事によるご挨拶（前列は新任理事） 

  有効電磁表決 有効書面表決 当日有効出席 当日有効委任 合計 

出席者数 33,856 4,379 27 8 38,270 

比率 88.47% 11.44% 0.07% 0.02% 100.0% 
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 令和４年度日臨技学術奨励賞の受賞者が発表され、第71回日本医学検査学会にて表彰式が行われました。新

型コロナウイルス感染症の影響により、現地での表彰式に受賞者全員が参加していただくことはできませんで

したが、受賞者の皆様よりいただいたコメントをご紹介いたします。 

優秀論文賞 

 表彰の前年に発行された会誌「医学検査」に掲載

された優れた論文（原著、研究）に対する表彰。ま

た、この優秀論文賞のうち特に画期的な１編を「最

優秀論文賞」として表彰する。 

最優秀論文賞 

『新規APTTクロスミキシングテスト判定法である 

WaS-ALD50法の確立 』 

下村 大樹 

      公益財団法人  

            天理よろづ相談所病院       

 この度は、栄誉ある日臨技学術奨励賞

最優秀論文賞に選出していただき、大変

光栄に存じます。宮島会長はじめ日臨技理事の皆様、

そして選考委員の皆様に心より御礼申し上げます。 

 クロスミキシングテストは、凝固時間延長の原因を

推測できる有用な検査です。しかし、結果の解釈が困

難な例が散見し、判定に苦慮する症例もあります。そ

のため、当院では今回発表させていただいたWaS-

ALD50法を11年前に確立しました。それ以降WaS-ALD50

法を加えてクロスミキシングテストを判定し、その有

用性を臨床検体にて経験してきました。この「経験の

積み重ね」が成果として現れ、とても嬉しく思いま

す。 

 今後も、臨床検査の苦慮するポイントに着目し、そ

れらを解決できるような研究に取り組んでいく所存で

す。 

 最後に、今回の受賞は職場ならびに関係者の方々の

ご支援とご協力のおかげです。この場をお借りして心

より感謝申し上げます。 

優秀論文賞 

『Bm型およびABｍ型におけるABO遺伝子解析の意義』 

前島 理恵子 

       帝京大学医学部附属病院 

 この度は優秀論文賞にご選出いただ

き、誠にありがとうございます。賞選考

を担当していただいた皆様に感謝申し上

げます。 

 本論文は、ABO血液型に存在する亜型であるBm型、

ABm型に対して、従来の血清学的検査に加え、遺伝子

解析およびフローサイトメトリー解析を行うことによ

り、詳細な亜型分類を行うことが可能になったもので

す。最近明らかになったBm遺伝子の解析を発端に、血

清学的検査と遺伝子解析の結果に相違が認められたこ

とから、フローサイトメーターによる赤血球上のB抗

原量解析により、これまで報告の無かった極微量のB

型赤血球が認められる血液型キメラの可能性を見出し

ております。 

 本研究の遂行にあたり、ご指導いただいた藤原孝記

技師長をはじめ、ご協力いただいた輸血部スタッフの

皆様に感謝申し上げます。  

優秀論文賞 

『食事による影響が推測された一過性の 

血中カリウム値上昇についての検討』 

中川 裕美 

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 

   倉敷中央病院リバーサイド 

 この度は優秀論文賞に選出していただ

き、誠にありがとうございます。血清カ

リウム値が思いがけない値になることは日ごろからよ

く経験することと思います。本研究では、患者からの

聞き取り情報をもとに、カリウム豊富な食事の摂取に

焦点をあて、血清カリウム値の変動と尿への排泄時間

との関与について検討を行いました。その結果、健常

人でも一過性に血清カリウム値が変化することが検証

できました。 

 かつて「最先端の特殊な研究でなくとも、自分の足

元をしっかり見てルーチンの疑問を解明する研究をし

ていきなさい。」と恩師に言われたことがあります。

ルーチンで日々起こる小さな「なぜ？」に対して、一

緒に答えを追求し検証しようとする仲間がいてくれた

からこそこの優秀論文賞を受賞することができたと

思っております。 

 いつも実験に協力してくれる仲間とご指導くださっ

た先生方に心より感謝を申し上げます。 

学会での表彰式典 
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優秀演題賞 

 表彰の前年に日本医学検査学会にて発表された優れ

た演題に対する表彰。また、優秀演題賞のうち特に優

秀な１題を「最優秀演題賞」として表彰する。 

最優秀演題賞 

『TSH共用基準範囲の適応と臨床データへの 

影響について』 

矢野 美沙紀  

   医療法人 野口記念会 野口病院 

 この度は、日臨技学術奨励賞最優秀演

題賞という名誉ある賞をいただき大変光

栄に存じます。選考委員の皆様を始め、

大会関係者の皆様、発表に協力してくださった皆様に

深く御礼申し上げます。TSH値のハーモナイゼーショ

ンの方針と基準範囲が発表された当時は、情報の少な

さからその対応に苦慮した施設も多いのではないで

しょうか。TSH値と甲状腺ホルモンとのバランスは初

診時の診断、投薬量の決定や治療経過の指標となるた

め、基準範囲の変更によりそれらに影響を与えないか

検討を行ったことが本演題の発表につながりました。

甲状腺専門病院である当院で日々蓄積されるデータか

ら解析した今回の検討結果が多くの方の目に留まりこ

のように評価していただけたこと、大変嬉しく存じま

す。 

 今回の受賞を励みとし、今後も日常にあふれるデー

タを大切にする心を忘れることなくより一層精進して

まいります。  

優秀演題賞 

『小児における一過性高アルカリホスファターゼ 

血症の後方視的検討』 

中口 駿 

   社会医療法人真美会  

                大阪旭こども病院  

 この度は、優秀演題賞という名誉ある

賞を授与していただき、大変光栄に思い

ます。発表の機会をいただきました学会

関係の皆様には、改めてお礼申し上げます。 

 本演題「小児における一過性高アルカリホスファ

ターゼ血症の後方視的検討」は、当院のこども専門病

院という施設の特性を活かし対象患者22,094名のうち

ALP（JSCC勧告法）2,000IU/L以上を呈した256名の解

優秀演題賞 

『皮膚保護剤の混入による尿沈渣への影響』 

富永 美香 

            山口大学医学部附属病院  

 この度、日臨技学術奨励賞「優秀演題

賞」を頂戴し、誠に光栄に存じます。関

係者の皆様に心より御礼申し上げます。 

 本演題は尿路変向術後の尿沈渣に、カプセル状成分

が出現したことに疑問を抱き、原因を検討いたしまし

た。ストーマ装着部に使用する皮膚保護剤が、尿沈渣

成分や糞便成分と類似していると報告できたことは、

日常業務に役立つ情報提供となったのではないかと考

えております。今回の受賞を励みに、今後も医学検査

の発展に貢献できるよう精進してまいります。 

 末筆ではございますが、これまでにご指導ください

ました皆様に深謝申し上げますとともに、今後ともご

指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

学会での表彰式典 

析を行いました。結果として、疾患特異性はなく、

ALPアイソザイムを測定しデンシトグラムを確認する

ことにより、採血が難しい小児にとって必要以上の検

査を回避することができると考えられました。今後こ

の研究が少しでも子どもたちのためになれば幸いで

す。 

 今後もこの賞に恥じないように日々精進していきた

いと思います。本当にありがとうございました。ま

た、この場をお借りして本研究のサポートしてくだ

さった方々に深くお礼申し上げます。 

優秀演題賞 

『在胎週数による新生児の血球数および 

白血球分画について』 

福田 佳織 

地方独立行政法人奈良県立病院機構 

      奈良県総合医療センター 

 コロナ禍で学会運営にご尽力いただき

ました運営関係者の皆様に深く感謝申し

上げます。 

 この度は、優秀演題賞という名誉ある賞をいただ

き、大変光栄に思います。 

 本テーマは、検査データの標準化の一端とし取り組

んだ研究であり、臨床現場に少しでもお役に立てまし

たら幸いです。今後もこの賞に恥じないよう日々精進

していきたいと思います。 

 最後に、本発表にあたりご指導いただきました検査

部のスタッフの皆様に心より感謝申し上げます。 

優秀演題賞 

『血液培養ボトル内容液を用いた直接ディスク法 

（DDD）による薬剤感受性試験の検討』 

河内 誠 

    JA愛知厚生連 江南厚生病院 

 この度は、栄誉ある日臨技学術奨励

賞・優秀演題賞をいただき、大変光栄に

存じます。 
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特別奨励賞 

 満35歳以下の正会員による学術成果を対象とし、表

彰の前年に日本医学検査学会に発表された演題若しく

は、会誌「医学検査」に掲載された論文で、独創的か

つ将来性があると認められたものに対する表彰。 

優秀演題賞 

『大学病院における手術室での 

医師から臨床検査技師へのタスクシフト』 

堀 絵美子 

      国立大学法人 九州大学病院 

 この度は、日臨技学術奨励賞・優秀演

題賞をいただき大変光栄に存じます。選

考委員の先生方、学会関係者の皆様に厚

く御礼申し上げます。 

 また、我々の日常の取り組みが認められたことをう

れしく思います。今後ともより一層精進してまいりま

す。 

 今回の発表にあたり、ご指導、ご協力してくださっ

た皆様に心より感謝申し上げます。 

優秀演題賞 

『術中神経モニタリング装置の精度管理方法の検討』 

渡邉 一儀 

   獨協医科大学埼玉医療センター 

 この度は、栄誉ある賞を頂戴し、大変

光栄に思っております。学会会長ならび

に関係の皆様にお礼申し上げます。 

 今回の演題内容は、アイデアを形にしたもので、そ

れがこのような評価をいただけたことは、私にとって

大変励みになりました。この栄誉は、私ひとりの力で

はなく、支えていただいた方々のお陰と思っておりま

す。心から感謝申し上げます。 

 術中モニタリングは、これまで電極類を含めた機器

の事前チェック方法（精度管理）が確立されていな

かったため、結果の評価に不確かな部分が生じていま

した。臨床検査技師が手術室スタッフとして信頼され

るためには、多様な手術に対して、信頼性の高い情報

をリアルタイムで執刀医に伝えられることが、最低限

必要なことだと考えています。 

 今後、皆さまのお力添えをいただきながらも、一層

精進して参ります。何卒よろしくお願い申し上げま

す。 

優秀演題賞 

『生殖医療センターにおける 

患者満足度向上に向けて』 

藤田 京子 

                小牧市民病院 

 この度は栄えある優秀演題賞をいただ

き、大きな驚きとともに、とても光栄に

思っております。選考委員の先生方をは

じめ、ご担当くださった関係各位に心より感謝申し上

げます。ありがとうございました。 

 不妊治療の認知度が高まる昨今、一方で治療に対す

る不安や迷い、情報不足などから二の足を踏む患者さ

んが多く存在するのも事実です。また、治療の長期化

も重なり、気持ちがふさぎ込んでしまうことも多く、

少しでも力になりたいという思いから、同僚の協力の

もと、手探りの状態ではありましたが活動を開始しま

した。我々の活動に関心を寄せていただき、たいへん

嬉しく思います。 

 今後は、受精率や妊娠率などの結果を重視した取り

組みもさることながら、この活動を通じて「患者に寄

り添う検査技師」として成長していきたいと考えてい

ます。 

学会での表彰式典 

特別奨励賞（論文） 

『プロカルシトニン測定試薬の性能評価と 

臨床的有用性の評価』 

竹渕 真由 

        信州大学医学部附属病院 

 この度は、日臨技学術奨励賞「特別奨

励賞」という栄誉ある賞をいただきまし

て、大変光栄に存じます。選考委員の先

生方、ならびに学会関係者の皆様に厚く御礼申し上げ

ます。 

 本研究では新しく発売された定量試薬であるプロカ

ルシトニン測定試薬とイムノクロマト法を用いた半定

量試薬の性能評価と臨床的有用性の評価を行いまし

 本演題は、敗血症診療において重要な検査である血

液培養について、血液培養ボトル内容液を用いた直接

ディスク法を行うことにより、抗菌薬変更のタイミン

グを早めることを目的としています。たとえ遺伝子検

査装置を持たない施設でも、本演題のように既存の技

術を活用することで臨床貢献することは可能だと感じ

ております。今回の受賞を励みにし、臨床検査技師が

感染症診療ならびに抗菌薬適正使用支援に貢献するた

め、今後も継続して取り組んでいきたいと考えていま

す。 

 最後に、忙しい中膨大なデータを収集してくれた当

院スタッフ、ご指導いただいた先生方、常に切磋琢磨

しあえる環境を与えてくれた愛知県の仲間に、この場

を借りて心より感謝申し上げます。  
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 コメントをお寄せいただいた受賞者の皆様あ

りがとうございました。 

特別奨励賞（演題） 

『LC-MSを用いた有機酸代謝異常症の 

検査システムの構築』 

植栁 泰 

     国立大学法人 九州大学病院 

 この度は「日臨技学術奨励賞 特別奨

励賞」に選出していただき、大変光栄に

存じます。 

 有機酸分析は有機酸代謝異常症の診断に不可欠な検

査です。現在、有機酸分析はガスクロマトグラフィ-

質量分析（GCMS）法が主流ですが、測定手技が煩雑で

数時間以上を必要とします。そのため、多くの施設で

は外部委託となり結果報告に１～２週間を要していま

すが、このことは診断・治療上の問題となっていま

す。 

 本演題は液体クロマトグラフィ-質量分析（LCMS）

を用いた、これまでにない新しい分析法を構築したも

のになります。本分析法は、試料前処理からLCMS分析

までの全ての工程を自動処理し、所要時間も１検体あ

たり１時間程度と従来よりも簡便で迅速な有機酸分析

特別奨励賞（論文） 

『炎症の影響を受けにくい栄養マーカーの検討と 

腎障害および高TG血症が与える影響』 

山田 暁 

          札幌医科大学附属病院 

 この度は、「日臨技学術奨励賞 特別

奨励賞」を受賞させていただき、大変光

栄に思います。 

 栄養評価に汎用されているALB、RTPといった栄養

マーカーは、炎症状態では濃度が低下することが知ら

れています。本研究は、炎症の影響を受けにくい栄養

マーカーを検索しており、得られた知見は、術後・感

染症などの炎症状態にある患者の適切な栄養評価に寄

与することが期待されます。 

 本研究に対し評価いただいたことは、今後の研究活

動の励みになると思います。 

 最後に本研究を行うにあたり、御指導いただきまし

た検査部スタッフの皆様に、心より感謝申し上げま

す。  

法となります。今後は、各有機酸のカットオフ値を設

定するなど検討を進め、本分析法の社会実装化に向け

て尽力したいと思います。 

 最後に、本研究においてご指導をいただきました先

生方および本研究にご協力いただきました島津製作所

へ深く感謝申し上げます。 

た。定量法が利用できない施設でも半定量法であるイ

ムノクロマト法を利用して細菌感染の重症度評価を行

うことで診断と治療につながる可能性があると考えて

います。 

 最後に、本研究にあたり、忙しい業務の中ご指導い

ただきました諸先輩方に心より感謝申し上げます。今

回の受賞を励みに、医療に貢献できるよう精進してい

きたいと思います。 

学会長   井田 伸一 

      （公益社団法人 前橋市医師会） 

実行委員長 梶田 幸夫 

  （桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院） 

事務局長  岡田 顕也 

              （群馬大学医学部附属病院） 

主催 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

担当 一般社団法人群馬県臨床検査技師会 

第72回 日本医学検査学会  

in GUNMA   
 

2023年 5/20（土）・21（日） 

Ｇメッセ群馬・高崎芸術劇場 



Vol.28No.13                会報JAMT ホームページ掲載                  令和4年7月1日号 

（編集後記）定時総会は会員が意思を示すことのできる機会、権利を行使いただきありがとうございます。今年度

の議決権行使率は56.9％。年々、議決権行使率が下がっています。 

 令和４年度日臨技学術奨励賞を受賞されました皆様には心よりお祝い申し上げます。第71回日本医学検査学会式

典での表彰を拝見し、多くの会員からご参列いただければと考えるのは私だけでしょうか？ 

 日臨技の活動に対する会員の関心を高める事が新理事の役割になると考えます。          （桑原） 

加藤 正彦 
 今年のスキルアップ研修会は「認知症の症状、検

査、診断、治療 －オーバービュー－」というテーマ

で、久々の現地開催、とはいうものの大半はビデオ

メッセージでの講義でしたが、知った顔ぶれを見て、

自分自身が認知症になるのではという不安は一掃しま

した。 

 さて、講義内容ですが、松原先生の「アルツハイ

マー型認知症」では、精神心理検査と診断機器を組合

せた早期発見とリスク回避が重要であるが、睡眠とメ

ラトニン分泌が予防因子であることに、認知症カフェ

に関わっている者として参考になりました。水上先生

の「レビー小体型認知症」は、うつとの鑑別や薬剤過

敏への注意がとても参考になりました。寺田先生の

「前頭側頭型認知症」では、この疾患を他の三大認知

症との定義の違いから説明、症例で特徴を解説されま

した。語義失語のための運転危険性は、コロナ禍で自

動車外出する高齢者が増えておりますので、とても参

考になりました。佐治先生の「血管性認知症」では、

沢山の画像診断を解説していただきました。安価で検

出率の高い脳小血管マーカーの開発は検査技師の得意

分野、今後に期待したいと思います。腸内細菌、食事

と認知予防も興味深かったです。涌谷先生は鑑別診断

の必要な内科疾患を、とても分かりやすく説明してい

ただきました。結びの「内科疾患による認知機能障

害・精神疾患には、適切な臨床検査が重要」との言葉

に、改めて総合的な臨床知識を持った臨床検査技師の

必要性を強く感じました。 

 コロナ禍で、外出できない、受診できない高齢者が

増加しております。コロナ対応で一杯一杯の検査室で

すが、認知症を常に意識した、アフターコロナに向け

た検査技師の活躍にとても期待したいと思います。 

石川 真帆（鶴川サナトリウム病院） 
 認定認知症領域検査技師のWeb研修は参加していま

したが現地開催は初めてでした。 

 認定認知症領域検査技師の資格取得を考えているた

め専門点数の取得と試験対策になると思い参加しまし

た。 

 研修会では各認知症の各論など（アルツハイマー型

認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側

頭型認知症、認知症の鑑別診断に必要な内科疾患）を

聴講し、症例などにより各認知症の復習や予防方法な

ど混同していたため整理がつきました。またMRIなど

画像検査の領域が理解に乏しいことが分かりました。

自施設では初診時に行っている検査（採血や心電図、

レントゲン、MRIなど）は内科疾患による認知機能障

害を発見するために役立っていることが再認識できま

した。 

 最後の情報交換会では私と同じく認定資格を目指す

方や何十年ぶりに思い出すために参加した方など参加

理由は様々であり、各地から参加している方が居られ

ました。 

 これまでWeb研修に参加し、画面越しでしか見られ

なかったため現地の雰囲気を感じ、講師の先生やWeb

上で研修会をされてきた方などお会いすることができ

て良い経験になりました。また現地での研修会に参加

したいです。 

 令和４年度認定認知症領域検査技師制度の行列のできるスキルアップ研修会PartⅪが第71回日本医学検査学会

の前日である５月20日（金）に現地開催の集合研修として開催されました。「認知症の症状、検査、診断、治療

―オーバービュー―」をテーマに、各種認知症の特徴を整理し、医師がどのように診断し、その後の経過を観察

しているのかを理解できるような構成の研修会としました。感染対策を行い、距離をとっての開催でしたが、久

しぶりの現地開催での研修ということもあり、受講された皆様の間でも情報交換が行われるなど、有意義な時間

となったようです。受講されたお二方からの感想をいただきましたので、ご紹介いたします。 


