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P1～P6 新役員としての抱負［理事］ 

P7～P8 PCR検査拡充に向けた各地での取組 

P9 新型コロナウィルス感染症対策におけるWeb研修会の取組について～ 京都府臨床検査技師会からの報告 ～ 
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理事・首都圏支部長 中山 茂 

 この度、日臨技理事を拝命いたしまし

た千葉県臨床検査技師会の中山です。ま

た、首都圏支部長を仰せつかりました事

の重責を感じております。首都圏支部の

まとめ役として各支部と連携をとり、臨

床検査技師の社会的地位向上並びに、よ

り働きやすい職場環境整備を求めて行きたいと思いま

す。微力ではありますが臨床検査技師のレベルアップ

の一助を担うとともに、日臨技発展のため尽くしてま

いりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

理事・中部圏支部長 浅野 敦 

 この度、令和２・３年度の日臨技理事

を拝命いたしました浅野敦でございま

す。岐阜県臨床検査技師会（岐臨技）会

長として２期目、中部圏支部では支部長

としても活動させていただきます。日臨

技と岐臨技の太いパイプとなって情報の

共有に努め、また他支部に負けない活気ある中部圏支

部組織の維持及び向上に向け尽力したいと考えており

ます。精一杯がんばりますので、ご指導ご鞭撻のほど

よろしくお願い申し上げます。 

理事・中四国支部長 水野 誠士 

 この度、２期目の日臨技理事を拝命い

たしました広島県臨床検査技師会の水野

誠士と申します。１期目は精度保証施設

認証制度、精度管理を主に参画させてい

ただきました。今期も医療法改正に対応

した臨床検査の品質保証の制度づくりに

取り組んでまいります。また、支部長として日臨技と

都道府県技師会の連携を強化し、日臨技の事業展開に

尽力したいと考えております。今後ともご指導、ご鞭

撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

理事・九州支部長 佐藤 元恭 

 この度、日臨技理事また、九州支部長

を拝命し、５期目となります。九州支部

最古参の大分県臨床検査技師会会長とし

て、今まで多くの事を諸先輩から教えを

いただき、勉強・経験をさせていただき

ました。その糧を中心にこれからも多く

の方々と更なる出会いと和を広げ、九州

支部の団結と調和、全国７支部と都道府県技師会の連

携を重んじて、日臨技の新たな組織強化のために微力

ですが、会発展のために努力していく所存です。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。 

理事 片山 博徳 

 この度、日臨技理事３期目を努めさせ

ていただきます。国際関係を中心に会務

に取り組んでまいりましたが、引き続き

緊張感を保って２年間の活動を行ってま

いります。 

 特に国際関係につきましては二国間交

流、技術支援活動などは現在の状況を考

慮するとニュースタイルの活動が求められると思いま

す。精一杯尽くしてまいりますので、どうぞ皆様のご

指導とご支援をいただけますようにお願い申し上げま

す。 

理事・関甲信支部長 神山 清志 

 ６月20日の定時総会で理事に選定され

ました浦和医師会メディカルセンターに

所属する神山清志と申します。後に拝命

いたしました関甲信支部長も含め２期目

となりますのでよろしくお願い申し上げ

ます。 

 今期は大所帯になった理事会の中で自分の役割をよ

く考え、会員・賛助会員が更に満足できる会務体制の

構築を、また、国民が安心して良質な医療の恩恵に授

かれるような体制づくりを宮島代表理事会長を始めと

する代表理事、専務理事、常務理事、執行理事、事務

局長の指導のもとで行ってゆく所存です。 



理事 橘内 健一 理事 齋藤 浩治 

理事 菊池 英岳 理事 藤巻 慎一 

Vol.26No.15                会報JAMT ホームページ掲載                  令和2年8月15日号 

理事 高橋 一彦 理事 居鶴 一彦 

 ２期目になります、日臨技理事を拝命

いたしました北海道臨床衛生検査技師会

（北臨技）の橘内でございます。北臨技

の理事としては９期目を迎え、現在は代

表理事を務めております。 

 “和顔愛語”対話を大切に、北臨技と

日臨技・北日本支部・都道府県技師会との連携に努

め、宮島会長が掲げるスローガン「日臨技を新生さ

せ、臨床検査技師の未来を拓く」のもと微力ながら会

務の遂行に尽力してまいる所存でございますので、ご

指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 先日行われた令和２年度定時総会で新

理事に承認され就任することになった岩

手県臨床衛生検査技師会（岩臨技）の菊

池英岳（きくちえいがく）です。理事会

は初めてWeb会議で参加しましたが思った

より一体感を感じました。  

 岩臨技の研修会等を見ていて、開業医等小規模の

施設で勤務する会員の参加率があまり高くないと感じ

ていました。そういうところにも目を向けて、全国の

皆さんの活動を参考にしながら魅力ある技師会を目指

し取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 この度、日臨技理事を拝命いたしまし

た青森県臨床検査技師会（青臨技）の齋

藤浩治です。青臨技会長２期目となりま

すが、全国の理事の皆様から沢山のこと

を吸収し、自分自身のスキルアップにつ

ながるよう努力したいと思っております。微力ではあ

りますが、臨床検査技師が医療人として、今以上に活

躍できるよう会員の皆様とともに努力していきたいと

考えておりますので、ご支援、ご協力をお願いいたし

ます。 

 この度、日臨技理事を拝命しました宮

城県臨床検査技師会（宮臨技）会長２期

目の藤巻慎一です。臨床検査のプロであ

る“臨床検査技師”が主体的に考え、具

体的に行動し、新しい価値を創造できる

環境整備と人材育成が学術・職能団体の

使命であると考えます。微力ではありますが、日臨

技・北日本支部・宮臨技のシームレスな連携を構築し

ていく所存です。何とぞ、会員の皆様のご支援・ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 この度、理事を拝命いたしました秋田

県臨床検査技師会の髙橋一彦です。今期

から全都道府県技師会より理事が任命さ

れ、その責務の重さに身の引き締まる思

いですが、更に厳しくなる医療情勢の

中、臨床検査技師の地位向上と職域拡大

を目指して尽力していく所存です。また支部、都道府

県技師会との連携任務も遂行し、日臨技の方向性を的

確に全世代へ伝達したいと考えております。微力では

ありますが会発展のため努力してまいりますので、ご

指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

理事 桑原 喜久男 理事 根本 誠一 

 この度、新たに理事を拝命いたしまし

た桑原喜久男です。日臨技の考え、進め

いている事業を北日本支部、新潟県臨床

検査技師会の会員各位へパイプ役とな

り、明るい臨床検査技師の未来像をお示

しできるように汗して働く所存です。多

職種協働、ワークシフトが叫ばれておりますが、多く

の会員が自信と誇りをもって臨床検査技師として働け

ることを目指します。臨床検査技師の能力（ちから）

を信じています。よろしくお願い申し上げます。 

 令和２・３年度の理事を拝命しました茨

城県臨床検査技師会の根本誠一です。微力

ながら会のため任務を遂行する所存です。

ご指導を賜りますようお願い申し上げま

す。医療とは質の管理がなされ、患者が安

全であることが最優先です。そのためには

医療従事者である我々がどうあるべきかを会員の皆様

へ提示していきたいと考えでおります。日臨技事業に

おいては根拠のあるデータ分析を基に決定され、実

施、継続できるよう務めてまいります。 

 日臨技理事を拝命いたしました居鶴一彦

です。山形県臨床検査技師（山臨技）会会

長３期目となりました。日臨技、北日本支

部そして山臨技との連携に努めてまいりま

す。医師の働き方改革を進めるためのタス

ク・シフト/シェアが推進され医療の高度化・専門化

の中で、魅力ある学術・職能団体として活動し、協力

してまいります。今後とも、ご指導ご鞭撻よろしくお

願い申し上げます。 



理事 日髙 裕介 

Vol.26No.15                会報JAMT ホームページ掲載                  令和2年8月15日号 

理事 林 和樹 

理事 中川 英二 理事 宮原 祥子 

 この度、令和２・３年度の日臨技理事

として就任いたしました群馬県済生会前

橋病院の林和樹と申します。先の定款改

定により、47都道府県から理事を選出し

た新しい体制となりましたが、臨床検査

技師を取り巻く環境が大きく変化する中

で、今我々に求められている社会的責務を遂行するた

め、また、日臨技と都道府県技師会とのパイプ役とし

て会の発展のために微力ながら努力させていただこう

と思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 この度、会員の皆様からご支援を賜

り、２期目の日臨技理事に就任しました

中川英二です。とても厳しい医療現場で

はございますが、タスク・シフト/シェア

でのチーム医療に貢献し、「社会貢献の

実践」や、「組織力の確立」ができるよ

う日々研鑽していく所存です。微力ではございます

が、日臨技と都道府県技師会、日臨技と会員の懸け橋

になり、会務に全身全霊で取り組みたいと思いますの

で、ご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 本年度、長野県臨床検査技師会から選

出されました宮原祥子と申します。日臨

技にはこれまで第４次マスタプラン作成

や認知症分野で関わらせていただきまし

た。今期は数少ない女性理事としての目

線も持ちながら、会員の皆様が必要とす

る情報を発信し、臨床検査技師が日本の医療そして社

会に貢献する方法を多角的に模索し、実現に向けて働

いていきたいと思います。微力ではありますが皆様の

お役に立てるよう頑張ります。ご指導のほどよろしく

お願いいたします。 

理事 杉岡 陽介 理事 小田 憲一 

 この度、神奈川県臨床検査技師会代表

として日臨技理事に就任いたしました関

東労災病院の小田憲一です。 

 昨今の新型コロナ感染症拡大を受け、

臨床検査技師個人個人が仕事を通して社

会貢献に寄与するのはもちろんのことで

すが、組織の強み、責任を果たすのが技師会の役割と

思っております。 

さらに日臨技と各都道府県技師会の結束が、組織力

の強化に不可欠と考えています。 

 微力ですが会員、国民の皆様のお役に立てるよう頑

張りますので、ご支援、ご指導よろしくお願い申し上

げます。 

理事 中根 生弥 理事 直田 健太郎 

 この度、日臨技理事を拝命いたしまし

た静岡県臨床検査技師会の直田（なお

だ）健太郎と申します。個人的には２期

目となりますので、落ち着いて、物事を

理解しながら会務に務められるよう心が

けたいと思います。また、今期より47都

道府県全てから理事が揃い、これまで以上に幅広い知

見を得ることができるようになりました。この組織力

を活かし、会員の皆様のお役に立てるよう、微力なが

ら尽力させていただきたいと思います。ご指導、ご鞭

撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 この度、日臨技理事を拝命いたしまし

たJA愛知厚生連豊田厚生病院の中根でご

ざいます。愛知県臨床検査技師会（愛臨

技）の理事として７期目を迎え、現在は

代表理事会長を務めております。愛臨技

は会員数も多く、多岐にわたる学術企画

はもとより、医師会や行政とも連携を図り公益事業に

取り組んでおります。愛臨技は創立70周年を迎える記

念すべき年であり、先人の熱い思いを胸に、日臨技理

事として臨床検査技師会の発展に尽力したいと思いま

す。 

 この度、東京都臨床検査技師会（都臨

技）推薦により理事に就任いたしました

都臨技副会長の杉岡です。今期は日臨技

首都圏支部副支部長を拝命いたしました

ので首都圏支部会員と日臨技との情報交

換役として会員の皆様のお役に立てるように尽力でき

ればと思います。 

 また、臨床検査技師の認知度を向上させ次世代の後

輩が誇りをもって臨床検査技師としての業務につける

よう努力してまいりますので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。 

 日臨技理事を拝命いたしました栃木県

臨床検査技師会の日髙です。先輩各位及

び会員の皆様のご助言、ご協力を仰ぎな

がら、これからの日臨技、都道府県技師

会を支える若い技師たちのために仕事が

できればと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。 
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理事 森本 誠 理事 長原 三輝雄 

理事 南部 重一 理事 大本 和由 

この度、令和２、３年度の日臨技理事を

拝命いたしました三重県臨床検査技師会

（三臨技）の森本と申します。本年度よ

り各都道府県技師会から１名の理事を選

出することとなり就任いたしました。三

臨技と日臨技を繋ぎ、当会の更なる発展と臨床検査技

師の地位向上のために尽力してまいりますので、会員

の皆様のご支援、ご指導のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 この度、近畿支部の推薦を受けて初め

て日臨技の理事として就任させていただ

くことになりました滋賀県臨床検査技師

会（滋臨技）の大本和由と申します。滋

臨技の理事として12年になり、本年度か

らは会長という立場をいただくこととな

りました。本年は新型コロナウイルスの感染拡大とい

う大変な状況ではありますが、私たち臨床検査技師の

真価が問われる時であると実感します。日臨技理事と

して微力ではありますがしっかりと会務を行ってまい

る所存ですので、ご指導のほどよろしくお願い申し上

げます。 

理事 綿貫 裕 理事 勝山 政彦 

理事 田中 規仁 理事 川上 優 

 この度、日本臨床衛生検査技師会理事

を拝命しました綿貫です。２期目となり

与えられた職務に対し、気持ちを新たに

一生懸命取り組みたいと考えておりま

す。 

１期目は、広報、組織強化WGなどに参画

させていただきました。今期はタスク・シフト/シェ

ア、組織強化を目指し広報活動を行い、臨床検査技師

の理想的将来像を提案できるように取り組んでまいる

所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

 この度、日臨技理事を拝命しました奈

良県臨床検査技師会の勝山です。コロナ

禍の下、大きく変わろうとしている世界

情勢や生活環境の中で、日臨技スローガ

ンの「日臨技を新生させ、未来を拓く」

を念頭に置き、有益な活動・変革ができますよう微力

ではございますが力を尽くしたいと考えております。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 この度、理事に就任いたしました富山

県臨床検査技師会の南部です。新任理事

として右も左も分からずご迷惑をお掛け

すると思いますが精一杯取り組みたいと

考えております。 

 将来の臨床検査の活躍の場を広げるた

めの意識改革、コロナ禍で臨床検査技師の存在を大き

くアピールできる機会。理事としての役目を果たすと

ともに都道府県技師会への繋ぎをリアルタイムに実現

します。微力ではありますが日臨技の発展に貢献でき

るよう努力してまいりますので、ご指導のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 この度、理事を拝命しました近畿支

部・和歌山県臨床検査技師会（和臨技）

の田中です。若輩者ですがよろしくお願

い申し上げます。和臨技でも理事５期目

を迎え、和臨技会長も務めています。私

の職場・労災病院の性質上、勤労者医療

の充実や安全向上、治療就労両立支援等といったこと

を念頭におきながら、地域医療支援の一助を担ってお

ります。このような経験を活かし、日臨技と都道府県

技師会や支部との橋渡しに貢献できるよう尽力いたし

ますのでよろしくお願い申し上げます。 

 この度、近畿支部よりご推薦いただ

き、日臨技理事に就任しました川上優で

ございます。福井県臨床検査技師会は400

名弱と会員数の少ない県ではあります

が、その分風通しに良い技師会ではない

かと思っております。日臨技の熱意を会員に届け、地

方技師の現状を全国に伝えられるよう精進していく所

存です。微力ではございますが、日臨技の益々の発展

に役立てれば幸いに存じます。今後ともご指導ご鞭撻

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 この度、令和２年度の日臨技定時総会

にて承認をいただき理事に就任しました

石川県臨床衛生検査技師会長の長原で

す。 

臨床検査技師を取り巻く諸問題を解決す

るには、法整備等の実現が不可欠です。

日臨技と都道府県技師会が連携して法整備等の実現に

取り組めるよう盤石な体制構築に努めたいと思いま

す。また、研修会等通じて、卒前から卒後にわたり

シームレスな臨床検査技師の育成に努めたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
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理事 木村 泰治 

 岡山県臨床検査技師会（岡臨技）から

選出された木村泰治です。今回の理事選

出の目的を理解し、日臨技と岡臨技、そ

して会員との架け橋となれるよう迅速な

情報伝達、連携強化、組織強化に努めた

いと思います。微力ではありますが日臨技、岡臨技、

会員の皆様のお役に立てるよう努力してまいりますの

で、更なるご理解、ご協力を賜りますようお願いいた

します。 

理事 楢林 秀記 

理事 錦織 昌明 理事 湯田 範規 

理事 小原 浩司 理事 高村 好実 

理事 山中 茂雄 

 この度、日臨技理事を仰せつかりまし

た山口県臨床検査技師会（山臨技）の楢

林秀記と申します。山臨技では副会長を

務めております。 

 コロナ禍において暗くなりがちな世の

中ではありますが我々、臨床検査技師の

役割を発揮するチャンスととらえ、前向きにかつ、明

るい姿勢で取り組みたいと思います。 

 また、都道府県技師会と日臨技の橋渡しができるよ

う心掛けていきます。２年間、精一杯務めさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本年度より島根県臨床検査技師会の会

長及び日臨技理事を拝命いたしました錦

織です。各支部学会の中止が発表され前

代未聞の事態に驚愕いたしました。先の

見えない状況下ですが、今やるべきこと

をコツコツと着実に実行しなければなりません。会員

の皆様のご支援を頂戴しながら職務にあたってまいり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この度、初めて日臨技理事になりまし

た鳥取県臨床検査技師会（鳥臨技）の湯

田です。鳥臨技の理事を12期務め現在は

代表理事をさせていただいています。各

都道府県から理事として出ることで日臨

技と都道府県技師会のパイプ役となり日

臨技の伝えたいことを会員に伝え、県技師会の会員の

声を日臨技に届けて、それを実行していければと思い

ます。不慣れではありますが、精いっぱい頑張ります

のでご指導のほどよろしくお願い申しあげます。 

 皆様こんにちは。愛媛県臨床検査技師

会（愛臨技）から理事に就任します高村

好実です。日臨技理事は２期目となりま

す。今期も会員の皆様のお役に立てるよ

うに頑張っていきたいと思います。今期

は、中四国支部各県とのつながりを多く

の分野で協力できるようにしたいと考えています。 

 また、愛臨技は社会人・組織人としてのスキルアッ

プ事業に取り組んでいますが、今後も新たな人材が日

臨技での活動に力を発揮できるように連携事業に積極

的に取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

理事 藤田 望 

 この度、日臨技理事を拝命しました徳

島県臨床検査技師会の藤田です。国難と

もいうべき新型コロナウイルス感染症に

より大きく社会が変容していく中、微力

ではございますが、日臨技の発展と臨床

検査技師の地位向上のために精進いたします。また、

日臨技と都道府県技師会の懸け橋となるように尽力い

たしますので、ご支援ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

 この度、日臨技理事・中四国支部副支

部長に選定されました高知県臨床検査技

師会代表理事の山中茂雄と申します。日

臨技理事としては初めてですが、支部と

都道府県技師会との緊密な連携を図るよ

う努めてまいりたいと思います。微力非

才の身ではございますが、誠心誠意、臨床検査技師会

の発展のため職務に尽力いたす所存でございます。今

後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

 この度、初めて日臨技理事を拝命いた

しました小原（こばら）浩司と申しま

す。これまでも香川県臨床検査技師会の

理事として活動しておりましたが、今期

からは全国の皆様より様々なことを学ば

せていただき、自分自身を成長できるように努め、日

臨技会員の皆様のお役に立てるように微力ながら尽く

したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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 この度、日臨技理事を拝命いたしまし

た長崎県臨床検査技師会（長臨技）の山

口英人と申します。長臨技では、副会長

として活動してまいりましたが、不慣れ

な点も多く、日臨技の新任理事としてど

のように活動して行けばよいのか不安な

思いで一杯です。新型コロナウイルスの流行で、臨床

検査技師の活動が注目されている中、自分にできるこ

とから、日臨技会員皆様のお役に立てるように努めて

まいりますので、よろしくお願いいたします。 

理事 西浦 明彦 理事 百田 浩志 

理事 山口 英人 理事 田中 信次 

 理事・執行理事を４期務め、今期が５

期目になります。福岡県臨床衛生検査技

師会の西浦明彦と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 来年令和３年５月15日・16日の両日開

催の第70回日本医学検査学会の学会長を担当させてい

ただきます。現状の新型コロナウイルス感染症に振り

回されない、良い学会にしたいと思います。多くの会

員皆様の参加をお待ちしています。 

 日臨技理事は都合３期目となります

が、前回より中８年空いておりますの

で新人同様です。九州支部推薦で、支

部では副支部長、佐賀県臨床検査技師

会では監事を担っております。職場は

済生会唐津病院に勤めております。日

臨技と都道府県技師会との協調を図りつつも、各都道

府県の特徴は維持できる棲み分け方を構築できればと

思います。また、強い結束力を持つ各種設立母体別技

師会の理解と協調をさらに深め、日臨技事業の推進や

広報力を高めることの一助となれればと思っておりま

す。 

 この度、日臨技理事を拝命しました日

本赤十字社熊本健康管理センターの田中

信次と申します。これまでは熊本県臨床

検査技師会を中心に活動させていただき

ました。今期より日臨技理事となり、全

国の日臨技会員の皆様からさまざまのこ

とを学ばせていただき見識を拡げ、精進

していきたいと思います。微力ながら今後の日臨技の

発展に寄与できればと存じます。ご支援、ご協力また

ご指導をお願いいたします。  

理事 花牟禮 富美雄 理事 小野 三智男 

理事 手登根 稔 

 この度、鹿児島県臨床検査技師会から

選出いただき理事に就任いたしました。 

今年は、有史に残る新型コロナウイルス

感染症に見舞われて、全世界の感染者が

1,000万人をわずか半年で超え、まだ増

加のスピードは落ちない状況でありま

す。このような未曾有な状況のなか、私たち臨床検査

技師は前史にない検査という有効な対抗手段でウイル

スに立ち向かうべく、技術をさらに増強しているとこ

ろで身が引き締まります。 

 スローガンの「日臨技を新生させ未来を拓く」に邁

進していきますので、よろしくお願いいたします。 

 この度、初めて令和２・３年度日臨

技理事を拝命いたしました沖縄県臨床

検査技師会の手登根です。学術関係で

全国委員を務めたことはございます

が、理事としては初めての経験です。

当初安易に引き受けたものの、この大

役に身の引き締まる思いであります。

コロナ禍の中、ピンチではありますがこれをチャンス

と考え、臨床検査技師の社会的地位の向上につながる

よう尽力していく所存であります。何とぞ、ご指導ご

鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 ６月20日の日臨技定時総会で理事に就

任いたしました宮崎県臨床検査技師会の

花牟禮です。今回、日臨技と都道府県技

師会との連携強化を図るために理事が増

えました。その趣旨を理解し、日臨技の

目的達成に向け、また臨床検査技師が医

療の日の当たる場所で更に活躍できるよう取り組んで

まいりたいと思います。新型コロナウイルス感染症に

よりこれまでとは異なる状況が想定されますが、ご指

導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

全国会員の皆様  

どうぞよろしくお願いいたします 
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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。前回に引き続き、都道府県技師会での好事例を紹介いたします。 

京都府臨床検査技師会 会長/日臨技 執行理事 

白波瀬 浩幸  

～ 新型コロナ遺伝子検査体制

の拡充に向けて～ 

１.Web研修会の開催 

６月６日（土）、Webによる京都府臨床検査技師会

（京臨技）研修会を開催し、「新型コロナPCR検査－

現在の市場と検査の注意点－」と題して、京都大学医

学部附属病院の喜田優人技師に講演いただきました。

内容は、新型コロナウイルスPCR検査導入までの流れ

から、検査の意義、RNA抽出試薬やPCR装置、PCR試薬

の種類と特徴について、また検査における注意点につ

いても、PCRを行う前段階と後段階に分けて解説いた

だき、これから導入を検討する施設にとって参考にな

ることが多く有意義な講演でした。 
 

２.実地研修会（基礎編） 

６月14日（日）京都府との共催事業として、京都市

伏見区にある京都府保健環境研究所にて実地研修会

（基礎編）を開催しました。行政検査を担う京都府保

健環境研究所及び京都市衛生環境研究所、保険診療分

の検査を担う医療機関や登録衛生研究所の検査担当者

が一堂に会して情報交換を行い、連携体制を構築して

第２波に備えることを目的とした研修会です。参加施

設は、すでに新型コロナウイルス遺伝子検査を導入済

みの医療機関が９施設、導入予定の医療機関が７施設

（６月14日時点）と、登録衛生検査所３施設、臨床検

査技師養成大学２施設の合計21施設から、50名の参加

がありました。 

＜研修会内容＞ 

・挨拶  

京都府保健福祉部長、京都府臨床検査技師会会長 
 

・新型コロナウイルスのPCR検査（講演） 

  京都府保健環境研究所 細菌・ウイルス課 

永田瑞絵技師 
 

・検体採取の講義と実習 

（PPE装着から脱着、鼻腔からの検体採取） 

  京都府立医科大学感染制御部 藤田直久准教授 
 

・意見交換会 
（事 前 にア ン ケ ー トを 実 施 して、ア ン ケー ト 資 料配 布） 
 

・検体送付実施のための包装責任者講習 
 

・京都府保健環境研究所遺伝子検査室見学 

新型コロナウイルスPCR検査のための鼻腔・咽頭か

らの拭い液に特化した検体採取講習会実施の通知があ

り、検体採取に係る厚生労働省の検体採取講習会未受

講者５名が講習を受講し、後日、日臨技のWebによる

検体採取の基礎研修の受講を行っていただき修了証の

発行としました。また、ゆうパックにより検体を送付

する際の包装責任者講習も開催し、参加者全員に京都

府より修了証が発行されました。 
 

３.実地研修会（実技編） 

 ６月29日(月)、７月３日(金)、７月８日(水)の３日

間、京臨技の実地研修会（基礎編）の受講者で、日臨

技のWebにより核酸増幅検査（PCR等）基礎学科研修の

受講予定者を対象として、各回定員10名で、実技研修

会を開催しました。講師は京都府保健環境研究所の細

菌・ウイルス課の皆さん。検体の前処理から、遺伝子

(RNA)抽出、反応準備、アプライ、遺伝子増幅、測定

結果の判定と工程ごとに丁寧にご指導いただきまし

た。実習の合間に質問や率直な意見交換ができ、有意

義な実技研修会となりました。今後はメーリングリス

トをつくって、引き続き情報交換する予定です。 

PCR法の実技実習の様子 

検体採取講習の様子 

当日はマスコミの取材も受けた 
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沖縄県臨床検査技師会 会長/日臨技 理事 手登根 稔  

～ コロナ禍における沖縄県臨床

検査技師会の取組 ～ 

 沖縄県臨床検査技師会（沖臨技）のこれまでの取組

について、時系列で述べてみたいと思います。 
 

１.緊急事態宣言発令時（４月） 

 沖縄県医師会理事よりPCR検査支援要請があり、沖

縄県の行政検査を補助している株式会社AVSSの検査要

員が不足しているとのことでした。翌日、臨時理事会

を招集し、①医師会長連名で各施設長宛ての技師派遣

依頼の公文書を発行する ②手当や補償をしっかり担

保する ③教育研修体制を確立する ことで技師派遣を

行うことを決定し、依頼発送の翌週には40名余りの希

望者が集まり多くの技師の心意気に感銘を受けまし

た。 
 

２.GW大型連休後（緊急事態宣言解消後）の状況 

 （５月） 

GW後にはCOVID-19も終息傾向となり、AVSS社との

調整を進めてまいりましたが、人的予算に対して沖縄

県からの助成が得られず、技師派遣への補償問題が解

決できない状況が続きます。 
 

３.第２波に向けての準備段階の時期（６～７月） 

沖縄県庁にて保健医療部長、統括監と面談し、臨床

検査技師の現状報告（会員の８割が検体採取可能、

AVSS社への派遣問題点）とPCR研修会準備状況、第２

波に向けての検査体制整備等を要望してまいりまし

た。その後、地域保健課班長へPCR検査研修会につい

ての依頼書・修了書の発行と経費について依頼いたし

ました。そのような中、米軍基地において100名近い

新型コロナウイルス感染者が発生。7月19日（日）、

ようやく第一回PCR検査実地研修会の開催に漕ぎつ

け、９名の修了者を出すことができました。 

第一回PCR検査実地研修会  

４.第２波到来！米軍基地問題、Go to キャンペーン

感染拡大による新たな展開（７～８月） 

沖縄県医師会より米兵が多く訪れる金武町商店街の

住民約200名におけるPCR検体採取について派遣要請が

あり、まず３名の理事を派遣しました。さらに翌週は

基地従業員約1,000名、翌々週は那覇市で発生したク

ラスターを懸念する繁華街飲食店従業員約2,000名を

対象に、これまでに延べ23名の技師を派遣しました。

当然ながらAVSS社へのPCR検査依頼は殺到し、補償は

AVSS社が負担することで、臨床検査技師５名の派遣が

実現しました。 
 

５.終わりに 

今回、他府県同様、沖縄県においても行政の動きが

非常に遅く、こちらから積極的に行動を起こすことの

重要性を痛感しました。また、医師会と密に連携を取

り信頼関係を構築していくことで社会との繋がりが広

がり、臨床検査技師をアピールする一番の方法かと思

いました。病院薬剤師のドラマのように、どなたかこ

のコロナ禍における臨床検査技師の活躍の状況をドラ

マ化していただけたら将来、臨床検査技師を目指す子

供たちも増えるのではと痛感します。 

まだまだ先の見えない状況ですが「このコロナ禍を

機にピンチをチャンスへ」を合言葉に乗り切っていき

ましょう！ 

米軍基地従業員対象PCR検体採取 

玉城知事（右から3番目）が激励訪問 

新型コロナウイルス感染症対応に向けた各都

道府県技師会の取組について、今後も随時掲

載していく予定です。  
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（編集後記）会員の皆様、長い梅雨が明けたと同時にひと肌を超えるような猛暑の日々が続いておりますが、いかがお過

ごしでしょうか？さて、今回の会報は、本年度日臨技の事業の重点でもある組織強化を目指した都道府県選出理事のご紹

介をさせていただきました。コロナ禍の中で、理事会などもリモート開催とさせていただいていますが、各理事の抱負か

らは猛暑を吹き飛ばすような熱い思いが伝わってきます。新型コロナウイルス感染が広がる中で医療も介護も大きな変換

が求められようとしています。この重大な局面に私たち臨床検査技師はどのように関われるのでしょうか？ どう関わる

べきなのでしょうか？今回選出された各理事によって臨床検査技師の未来は作られようとしています。    （深澤）  

京都府臨床検査技師会 副会長 今川 昇  

新型コロナウィルス感染症対策におけるWeb研修会の取組について  

～ 京都府臨床検査技師会からの報告 ～ 

 COVID-19の影響の中、学術活動でお悩みの方も多い

かと思います。 

 京都府臨床検査技師会では本年度４月からオンライ

ンによる会議や研修会、ハイブリッド型の研修会を開

催しましたので、その取組についてご紹介します。 
 

【準備段階】 

 さまざまなサービスがありましたが、我々は

「Cisco Webex」を利用しています。使用方法を模索

しながらの第１回Web理事会を開催。ハウリング発生

や主催権限を奪われるなどトラブルもありながら、無

事終了！何事も最初の一歩が重要です。回を重ねるご

とに、問題点も解消され学術活動への利用を模索して

いた頃、PCR検査導入で多くの会員施設が悩んでいる

との情報もあり、Web研修会の準備を進めることにな

りました。 

【研修会準備】 

 通常の研修会より、事前に準備することが沢山あり

ました。会場設定（通信環境の確認）、参加方法と注

意事項、参加者登録の確認・・・担当研究班もリハー

サルを実施し、万全の体制で開催することができまし

た。 

【Web研修の良い点・見直しが必要な点】 

 一番の反響は、会場までの移動がないことです。京

都市内の勉強会に参加する場合、半日休暇を取らない 

ハイブリッド式研修会に向けてWebマイク・カメラを購入 

Web総会の模様 

と参加できない方もいます。研修会が自宅で受講でき

て、育児や家事で忙しい方にも非常に好評でした。普

通の講義では質問しにくいこともチャット機能を使う

ことで気軽にでき、直接質問するよりも敷居が下がっ

たと感じます。 

 反対に講師からは、リアクションがよくわからな

い、受講者とのコミュニケーションが得にくい、受講

者からは、音声が途切れることや共有画面が固まる

（見えない）など不具合の時のバックアップが課題と

なりました（現在は、クラウド録画を実施していま

す）。 

【Web研修の工夫】 

・講師の方は、有線LAN推奨。Wi-Fiの場合、家電製品

使用やたくさん通信機器を接続している場合は、要

注意です。 

・発表者は、ゆっくりと丁寧に話す。一番のポイント

です。会場発表の速度で話すと聞き取りにくい場合

があります。スライドの文字もいつもより大きめの

フォント設定にするとスマホの方も見やすいです。 

・サポート役を作る。常にオンライン上の盛り上げ役

（チャット質問や参加者の反応をみる）に徹する人

が必要です。講師も講義に熱が入るかもしれませ

ん。 

・参加者のマイクミュート・カメラオフを推奨。参加

時に自動的にマイクオフができる設定を利用してい

ます。カメラオフにすることで通信量が軽減できる

ので、従量課金制のスマホ契約の方は、おススメし

ています（通信も安定します）。 

・不安定な通信状況をなるべく作らないこと。参加数

にもよりますが、開始時間直前のオンライン開場

は、避けたほうがよいと思います。なるべく余裕を

もった開場（１時間ぐらい）にすることで参加時の

混雑（トラフィック）を防ぐようにします。 

・プライバシー保護のため、背景画像を変更すること

もお忘れなく。 

【今後の展開】 

 現在は、ライブ配信研修会のため、同時刻の参加の

み受講できるシステムとなっています。今後は、録画

した研修会をアーカイブ配信するなど、ある一定期間

をオンデマンドで視聴できるように準備を整えたいと

考えています。ウィズコロナ時代によって、一気に進

んだオンライン化を効果的に活用し、会員の方へ学び

の環境を作っていくこと。一方でコロナ収束後の対策

も考えていかなければならないと感じます。 


