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P1 「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」追加開催がスタート！ 

P2～P4 PCR検査拡充に向けた各地での取組 

P4 一般社団法人 日本臨床検査薬卸連合会 様より寄付を賜りました 

P5～P6 2020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 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

平成26年「地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律」等の改正により、平成27年４月１日から臨床検査

技師も検体採取が実施できるようになりました。検体

採取を実施するにあたって、平成28年４月以前に臨床

検査技師養成校に入学し臨床検査技師の免許を取得し

ている者は、あらかじめ厚生労働大臣が指定する研修

（以下、指定研修）を受けなければならないとされて

おり、当会が実施している「検体採取等に関する厚生

労働省指定講習会」が指定研修に該当します。 

 当会では、平成27年１月より令和元年12月までの５

年間にわたり全国９か所、延べ229回の指定研修を開

催し、59,965名が受講されました。しかしながら、病

院・診療所に勤務している約３割弱の臨床検査技師が

本講習会を未受講の状態にあります。 

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生を受けて、

厚生労働省医政局医事課長から各都道府県医務主管部

局長あてに令和２年６月２日付けで、今後、他の流行

性感染症を含む、さらなる感染拡大に対応する検査体

制の強化のため、普段従事する業務において検体採取

を行う予定がない検査技師においても、特段の理由の

ある場合を除き、あらかじめ指定研修を受講するよう

にという旨の通知が出されました。当会では、この通

知の内容と指定研修の重要性を鑑み、「検体採取等に

関する厚生労働省指定講習会」を再開することとなり

ました。 

 まず、10月３日（土）～４（日）に日本臨床検査技

師会館にて、令和元年12月までに開催された本講習会

で台風等の影響により一部のプログラムを受講できな

かった方を対象として研修を行いました。27名が参加

し各自不足分のプログラムを再受講いただき、修了証

が発行されました。 

⇒こちらから講習会案内画面に進

み、「講習会に参加を申し込む」

をクリックすると申込可能な研修

会が表示されます。 

※本講習会の修了にはすべてのプログラムの受講が必須です。

遅刻・早退等で一部受講ができなかった場合には再受講が必要

となります。移動時間などを考慮してお申込みくださいますよ

うお願いいたします。 

11月７日（土）～８日（日）開催からは本格的に

本講習会が再開され、令和３年以降も開催してまいり

ます。当面の間は新型コロナウイルス感染症の状況を

注視しながら、収容可能人数と受講者数を調整しなが

らの開催となります。また、これまで５年間の開催実

績を考慮し、開催は主に東京会場となります。受講生

の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご

協力のほどをよろしくお願い申し上げます。 

 初回分はすでに満席となっておりますが、令和３年

３月20日（土）～21日（日）開催分が11月４日からの

受付開始となります。未受講の皆様はぜひご受講くだ

さい。 

 今後も会場・講師の調整が付き次第随時ホームペー

ジ上に掲載されますので、受講を希望される方は、当

会ホームページの下記のバナーからご確認ください。 

10月３日の講習の様子 
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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりPCR検査等の検査体制の強化、拡充が求められています。そ

のような要請に応えるため、各都道府県技師会でも自治体・行政と連携して検査体制の強化、情報共有に

取り組んでいます。都道府県技師会での好事例を紹介しています。 

～ 新型コロナウイルス研修会 

 開催報告 ～ 

滋賀県臨床検査技師会  副会長 西尾 久明       

 すでに新型コロナウイルスの「第２波」に突入した

８月、当会は県との合同研修会を３回開催したので、

その概要を報告します。 
 

 第１回目［８月１日（土）14:00～17:00］は40名の

参加のもと、県担当者ならびに会員の情報共有を目的

として講演のみによる研修を行いました。まず、行政

側の滋賀県感染症対策課からは「滋賀県における検査

体制と発生動向」について講演いただき、技師会から

は「院内での検体採取への取組」、「各施設のPCR検

査体制の現状」について、さらには意見交換会も行

い、研修会後にお願いしたアンケート結果において

も、「行政の体制が把握できた」や「他施設の状況が

参考になった」とのご意見を多数いただきました。 
 

 第２回目［８月22日（土）14:00～17:00］は、検体

採取とPCR（簡易法）の実地研修（参加者 検体採取

15名、PCR13名）を病院長、臨床検査科科長のご理解

のもと、彦根市立病院で開催しました。検体採取は

PPEの着脱から検体採取の講義・実習のかなり奥深い

内容で、PCR研修も具体的な研修内容であったため、

多くの参加者から「疑問に思っていた内容を解消でき

た」とのご意見をいただき、また、日臨技基礎研修の

動画を事前に受講されたことから、さらに理解できた

ようでした。 
 

 第３回目［８月29日（土）14:00～17:00］は、行政

支援コースのPCR実地研修（参加者12名）を県立総合

病院研究所で行いました。このコースは本来であれば

１日要する研修会ですが、今回のような流行時は難し

いと考え、PCRのポイントとなる内容を重点的に行

い、代わりに今後勉強いただくための資料を数多く用

意しました。今回の参加者は初めてPCRを行う会員も

多く見受けられ、改めてPCRの作業工程の多さを理解

できたようでした。 
 

 今回の研修会を通じて、滋賀県における検体採取と

PCR検査体制の整備に少しは貢献できたものと考えて

おります。今後も、会員の知識・技術のレベルアップ

PPE脱着の講習 

行政支援コース 

～ 福島県臨床検査技師会における

PCR検査拡充の取組  ～ 

福島県臨床検査技師会  会長/日臨技 執行理事 

山寺 幸雄      

 福島県臨床検査技師会(福臨技)では、５月25日厚生

労働省からの通知「感染症発生動向調査事業の活用に

よるPCR検体の体制強化のための研修会の実施につい

て」を受け、福島県と協力し研修会を企画・開催いた

しましたので、その取組についてご報告いたします。 
 

 令和２年９月12日(土)、福島県須賀川市にある公立

岩瀬病院にて「新型コロナウイルス感染症の診断を目

的としたPCR検査のための鼻咽頭拭い液の採取に関す

る研修会」を開催しました。この研修会の対象者は、 

に向けたフォローアップも必要と感じています。最後

に、本研修会の講師の皆様、準備のために調整いただ

いた、滋賀県感染症対策課 間野哲也主任主事、衛生

科学センター 辻浩司所長、また事前にご意見を伺い

ました京都府臨床検査技師会 白波瀬浩幸会長に感謝

申し上げます。 
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 仲村先生からは、新型コロナウイルスの発生機序、

構造、陽性患者の状態等の基本的な事から、検体採取

において重要なポイント、接触感染予防策について分

かり易く解説していただき、聴講した臨床検査技師も

興味深く聞き入っていました。 

 小針先生からは、院内感染制御部看護師の立場か

ら、個人防護具の適切な着脱方法や手指衛生の重要性

について、詳しく解説していただきました。実際に防

護具の着脱を経験した臨床検査技師からも「着脱時に

注意する点が分かりやすく理解できた」との声があり

ました。 

 滝澤先生からは、検体採取時に気を付けなくてはい

けないポイントを分かりやすく解説していただきまし

た。さらに実習用教材を用いて一人一人検体採取を体

験しながら、スワブの持ち方や挿入の方法についてレ

クチャーしていただき、聴講者からは、「実践に近い

経験ができて自信がついた」といった感想がもらえま

した。 

【研修プログラム】 

・挨拶  

福島県臨床検査技師会 松田美津子 副会長 

・新型コロナウイルス感染症に関する 

基礎知識・感染管理の基本 

福島県立医科大学付属病院 感染制御部  

仲村究 副部長・准教授 

・正しいPPE着脱について 

福島県立医科大学付属病院 感染制御部 

小針朱子 看護師長 

・鼻咽頭からの検体採取の方法 

星総合病院 中央検査科 滝澤貴叙 技師長 

新型コロナウイルス感染症に関する基礎知識・感染管理の基本 

【研修会】 

 今回の研修会受講修了者は、新型コロナウイルス感

染症の診断を目的としたPCRおよび抗原検査のための

鼻咽頭拭い液の採取が可能となるため、自施設にもど

り検体採取の機会がある場合には積極的に実践してい

ただくようお願いし研修会を終了いたしました。 

鼻咽頭からの検体採取の方法 

～ 長崎県臨床検査技師会 

での取組 ～ 

長崎県臨床検査技師会  会長 門脇 和秀      

 長崎県臨床検査技師会（長臨技）では、長崎県から

の委託を受けて「新型コロナウイルス感染症の診断を

目的とした核酸増幅検査（PCR等）において採取した

検体の検査手技の研修」を開催しました。研修会開催

に至るまでの経過と内容について報告いたします。 
 

 

【経緯】 

 ５月30日の長臨技総会にて会長交代が行われたが、

県や大学病院との調整や準備に関しては前会長にご尽

力いただいた。 
 

６月12日：日臨技九州支部PCR検査強化説明ZOOM会議

が開催された。 

６月22日：長崎大学病院検査部と長崎県医療政策課に

新旧会長交代の挨拶を兼ねて訪問し、PCR研修会開催

へのご理解とご協力を要請した。開催協力を快諾いた

だき、県・大学病院・長臨技の協力体制を基盤とし

て、以後、開催に向けての準備が進められた。 

９月12日：長崎大学病院検査部にて研修会が開催され

た。PCR基礎研修修了者43名の内、実地研修受講希望

は 23名と多数の申込があったが、感染対策の観点か

ら10名を対象とした。受講者自身の唾液を検体とし、

５名の指導員が関わる形で実習が行われた。 

 開講式では県医療政策課担当者からのご挨拶をいた

だいた。県からは２名の立ち合いがあり、最初から最

後までを熱心に見学されていた。また、県担当者と参

加者が直接情報交換する場面も見られた。 

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会(以下、指

定講習会)を受講されていない臨床検査技師で、日臨

技が開設しているWeb講習(検体採取基礎研修)修了者

20名と指定講習会受講修了者４名のあわせて24名の参

加のもと研修会を実施いたしました。 

 また、研修会当日は、感染対策として会場入り口で

検温と手指消毒を実施し、会場内では３人用の長テー

ブルを１人で使用し密にならないよう工夫いたしまし

た。 
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【参加者の感想】 

 研修会終了後に実施したアンケートでは、「日頃の

問題点が理解できた」「作業環境なども確認でき自施

設で行うときの参考になった」「少人数で指導しても

らえたのでよかった」「疑問点もその場で確認でき有

意義であった」「実習の待ち時間に講師や参加者と自

由に意見交換ができた」などの感想をいただきまし

た。 

【まとめ】 

 今回、大学病院検査部の協力が得られ、行政の理解

が得られたことが研修会の開催に向けて重要でした。

特に行政の窓口となった担当者が同じ臨床検査技師で

あったことは大きかったです。参加者の感想にもある

ように、丁寧できめ細やかな説明と実技指導、指導員

と参加者および参加者同士の情報交換ができたことな

ど内容的には充実したものでした。今回の研修会を

きっかけとして、最先端の技術と知識を有する大学病

院と参加者を含むPCR検査従事者との情報交換ができ

る仕組みの必要性を感じています。ホームページや

メール等の活用など、長臨技としてどのように対応す

べきかを考え実行していきたいと思っています。ま

た、PCR検査の外部精度管理調査が重要であるため実

施してほしいという県からの要請を受けており、当会

染色体遺伝子検査研究班班長により今後実施される予

定です。 

研修会の様子 

【研修内容】 

・個人防護具の着脱方法 

・検体処理 

・RNA 抽出 

・試薬調整 

・RT-PCR 法 

・解説「新型コロナウイルス遺伝子検査のテクニックとピット

フォール」 

・結果判定 

一般社団法人 日本臨床検査薬卸連合会 様より 

寄付を賜りました 

 新型コロナウイルス感染症が蔓延す

る中、医療現場の第一線で活躍する

臨床検査技師のために一般社団法人

日本臨床検査薬卸連合会様より多額

の寄付を賜りました。 

 そのご厚意に対し、令和２年８月

６日 当会宮島会長より一般社団法人

日本臨床検査薬卸連合会 坂牧昇会長

に感謝状が贈られました。 

日本臨床検査薬卸連合会 坂牧会長（写真中央） 

当会 宮島会長（写真右） 横地副会長（写真左） 
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2020年度 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流行が長期化す

る中、対応に追われていることと推察いたします。ご多忙のところ誠に恐縮ですが、本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、ならびに分析結果から見えてくる問題点の洗出しに至るま

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、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。 

※新型コロナ感染拡大防止の観点から新しい様式での

開催となります。 
 

会期：令和２年11月28日（土） 

   午前９時50分～午後４時45分 予定  
 

会場：東京ファッションタウンビル TFTホール1000  

   〒135-0063  

    東京都江東区有明3-4-10  TFTビル西館2F  
 

交通：りんかい線「国際展示場駅」徒歩５分  

   ゆりかもめ「東京ビックサイト駅」徒歩１分  

※会場周辺地図は、「東京ビックサイト」のホー

ムページを参照ください。 

https://www.bigsight.jp/organizer/buildings/tft/  
 

参加費：無料 
 

参加資格等：「2020年度日臨技臨床検査精度管理調 

査」に参加した施設の方  
 

内容（予定）： 

 検査分野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 午前９時15分～ 
 

 2020年度 日臨技臨床検査精度管理調査報告  

 （敬称略、順不同) 

臨床化学検査      汐谷 陽子 

免疫血清検査      久保 光史 

微生物検査       中村 竜也 

血液検査        池田 千秋 

細胞検査        遠藤 浩之 

一般検査        米山 正芳 

生理検査        坂下 文康 

            立田 顕久 

            神野 雅史 

            堀内 正志 

            田邊 晃子 

輸血検査        三浦 邦彦 

病理検査        石田 克成 

遺伝子検査       三澤 慶樹 
 

※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。  

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）400人 ＋ 

非会員（申込書による公募） 50 人  

＝ 合計 450 人 ※先着順となります。 
 

申込期間：令和２年10月16日（金）～11月６日（金）

（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。 
 

※例年の開催形式とは異なりますので、変更点に

ご注意ください。 

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  
 

持ち物：【会員】会員証、筆記用具（検温記録用） 

    【非会員】申込書（当会受理済）、筆記用具     

    （検温記録用）  
 

注意事項： 

１.新型コロナウイルス感染防止対策を講じて、2020年

度の総合報告会は新しい様式にて実施することとな

りました。事前参加受付のみとなり、申込み締切後

のお申込み（定員に達した場合も含む）、当日参加

のお申込みはお受けできません。 

２.すべての方のマスク着用と検温ならびに手指の消毒

を徹底させていただきます。 

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。 

※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。 

３.感染拡大予防の観点から、代理出席は一切認めませ

ん。 

４.当報告会は、東京都、東京ビックサイト、日臨技感

染予防ガイドライン、指針等に従い開催します。 

５.「東京版新型コロナ見守りサービス」「厚生労働省

新型コロナウイルス接触確認アプリ」の登録をお願

いしております。 
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09：15～09：50  受付 
 

09：50～10：10  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 中川 英二 

10：10～11：20（70min）  生  理 

【心電図】                          立田 顕久（東京女子医科大学病院） 

【超音波】                          神野 雅史（東京都済生会中央病院）  

                                        堀内 正志（東京都立広尾病院） 

【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) 

 

11：20～11：30（10min）  質疑応答Ⅰ（生理） 

 

11：30～12：30  昼休み（60 min） 
 

【 第 ２ 部 】                                                                     司会 滝野 寿 

12：30～12：50（20min）  一  般             米山 正芳（杏林大学医学部付属病院） 

12：50～13：05（15min）  微 生 物                   中村 竜也（京都橘大学） 

13：05～13：25（20min）  輸  血                 三浦 邦彦（手稲渓仁会病院） 

 

13：25～13：40（15min）  質疑応答Ⅱ（一般、微生物、輸血） 

 

13：40～13：50  休憩（10 min）  

 

【 第 ３ 部 】                                                                   司会 水野 誠士 

13：50～14：20（30min）  臨床化学                汐谷 陽子（東京都立墨東病院） 

14：20～14：45（25min）  免疫血清                久保 光史（済生会和歌山病院） 

14：45～15：10（25min）  血  液          池田 千秋（国立がん研究センター中央病院） 

 

15：10～15：25（15min）  質疑応答Ⅲ（臨床化学、免疫血清、血液） 

 

15：25～15：35  休憩（10 min） 

 

【 第 4  部 】                                 司会 益田 泰蔵 

15：35～16：00（25min）  病  理                  石田 克成（広島大学病院） 

16：00～16：20（20min）  細  胞                 遠藤 浩之（済生会新潟病院） 

16：20～16：35（15min）  遺 伝 子             三澤 慶樹（東京大学医学部附属病院） 

 

16：35～16：45（10min）  質疑応答Ⅳ（病理、細胞、遺伝子、精度管理調査全般） 

 

16：45   閉会の挨拶             日臨技精度管理調査委員会 担当執行理事 滝野 寿 

 

（敬称略） 

※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。 

（編集後記）我が家では十五夜、十三夜にすすき、団子、栗、さつま芋（十三夜は豆）をお供えする習慣を

今も続けている。月を愛でながらの一杯は格別である。十五夜が終わると甘く煮た団子をつまむのも、また

楽しみの一つである。今年の十五夜は10月1日であったが来年は9月21日である。31日にはハロウィンもある

が、ディズニー好きの息子と行く楽しみもかないそうにない。このコロナ禍が早く収まることを祈るばかり

である。                                       （日高） 


