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P1 日臨技支部医学検査学会開催報告（３）【九州支部】 

P2 全国「検査と健康展」2021 各地からの報告 第２回 

P3 令和3年度臨床検査技師のための臨床研究とCRCに関する研修/令和3年度職能拡大推進事業PSG研修会（第3回）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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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

学会長  山城 篤         

実行委員長 安里 光宏        パラダムシフト ～ ‶臨床検査″のさらなる挑戦  ～ 

2021年度日臨技九州支部医学

検査学会（第55回）は、11月６

日から12月12日までWeb開催が

行われました。本学会は、新型

コロナウィルスの感染拡大によ

り激しく変化する社会情勢の中

で、現地開催からハイブリット

（現地+Web）開催を経て、最終

的にはWeb開催という形で計画

変更を余儀なくされました。 

本学会では学会長を担当させ

ていただきましたが、前学会にあたる８年前の第49回

では実行委員長を務めさせていただき、そのときと比

較してみますと、まず、学会形式の違いに驚愕いたし

ました。開催までの学会運営面において、コロナ禍の

中、会議を開催することができず、メールやZoom会議

を駆使しても実行委員の反応が遅く、決定事項に時間

を要しました。また、学会の参加者数においてもかな

り苦労いたしました。従来ならば沖縄県は観光圏にあ

たり、参加者数には苦労しないのですが、今回はWeb

開催のため苦戦を強いられました。しかし、九州各県

の会長や事務局の協力があり、参加者数を増やすこと

ができました。本学会にて一番嬉しかったことは、コ

ロナ禍の最中、発表や式典、会議のためにライブ収録

会場へご参加いただいた宮島日臨技会長、佐藤九州支

部長（大分県会長）、平野佐賀県会長、門脇長崎県会

長にご参加いただいたことです。このように要職の皆

様が参加することにより、式典など学会自体が形とな

るため、涙が出るほど嬉しく感謝の気持ちでいっぱい

でした。 

本学会のテーマは「パラダイムシフト～‶臨床検

査″のさらなる挑戦～」となっており、九州支部学会

においてWeb開催は初めてとなりますが、現地でのラ

イブ録画を含めた日臨技企画（４）、沖臨技企画

（２）、部門企画（７）の講演やシンポジウム等のす

べてをビデオ収録し、一般演題のデータとともにオン

デマンド配信させていただきました。企画から一般演

題まで、様々な立場から素晴らしい内容のセッション

がみられ、まさに学会テーマに準じた内容に相当し、

演者や座長の皆様には深く感謝を申し上げます。ま

た、開催形式に関しては、今後の学会のあり方を問う

試金石となれば幸甚です。 

最後に、日臨技、九州支部各県技師会、企業の皆

様、そしてなによりも本学会にWebでご参加いただい

た九州支部以外も含む1,036名の日臨技一般会員の皆

様方に、2021年度日臨技九州支部医学検査学会実行委

員一同厚く御礼申し上げます。 

（学会長 山城 篤）  

ライブ収録会場にて 

（山城学会長） 

学会式典会場

にて 
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 山形県の全国「検

査と健康展」は11月

20 日（土）に 山 形

ビッグウイングで開

催しました。新型コ

ロナウイルスの感染

が心配されたため例

年より規模を縮小し

ての開催となりました。 

 会場が広く準備した全てのパネルを展示することが

できました。山形市の広報「広報やまがた」に掲載し

て開催の告知をしましたが、来場者が少なく、日臨技

のパンフレットは全て配ることができませんでした。 

 顕微鏡標本は血液標本などを例年どうり見ていただ

きました。新型コロナウイルスの簡易抗原検査キット

を準備し実物のキットとともに日臨技のパンフレット

を配布して使用法を説明しました。今後は一般市民の

方が購入して使用する可能性があるので説明ができて

よかったです。さらに、パルスオキシメーターを準備

して使用法を説明しました。 

 例年は手洗い体験と超音波骨密度検査を行っていま

したが、今年は実施できませんでした。代わりに心電

計を準備してデモ波形を見ていただきました。また、

認知症の検査の嗅覚検査を見ていただいたり、尿検査

の試験紙を準備して使用法を説明するなどを行いまし

た。臨床検査技師の仕事を紹介するDVDは一昨年まで

はパソコンを使用してを見ていただきましたが、今年

は会場に大きいスクリーンがあったため大きく映写で

きてよかったです。 

（山形県臨床検査技師会 髙橋 勝也） 

 ５つの圏域に分けて技師会を

運営している岩臨技では、これ

まで巡回形式で開催してきまし

たが、ついに一昨年度５圏域を

１周しました。昨年度は新型コ

ロナウイルス感染症の影響で中

止となり、２年ぶりの開催と

なった今回は、再スタートとして原点である盛岡地区

技師会を中心としての開催となりました。 

 感染対策に重点を置いた開催となり、来場者には入

館時に体温確認、手指消毒の徹底、マスクの着用をお

願いしました。接触感染防止のため、展示機器は原則

接触禁止としましたが、念のために周辺には手指消毒

剤を設置し、検査説明時はソーシャルディスタンスを

実践しました。来場者には、PPE体験コーナーを設置

し、実際に新型コロナ対策で医療従事者のしんどさを

体験していただきました。また、写真の「DNAイメー

ジ模型」は当地区のスタッフの手作りで、来場者から

は「実際にイメージでき、分かりやすかった」と好評

で、関心も高かったです。  

スタッフの感染対策としては、来場者との接触時間を

減らすようにするため、 ３から４名１組で１時間交

代として運営を行いました。コロナ禍でPCR検査な

ど、国民が興味を持ってくれている今こそ、それを臨

床検査技師が行っている仕事を直接県民に伝えること

ができ、臨床検査技師の認知度向上を図れたと実感し

ています。また、コロナ禍である今こそ重要な健康に

対する啓発活動も行うことができました。 医療機関

に従事するスタッフが多く、スタッフとしての参加規

制もあり、感染対策に関してはとても気を遣いまし

た。そのような中で、参加してくれたスタッフにはと

ても感謝しています。 

（岩手県臨床衛生検査技師会 川村 将史） 

 11月の気持ち良い秋空の

下、11月14日（日）10時～15

時まで長野県会場として長野

市のイオンタウン長野三輪に

て、令和３年度全国「検査と

健康展」を開催しました。 

 今回はコロナ禍での開催と

なり混雑しやすい「無料健康

チェック」を行わず、小学生

から大人まで楽しめる「体験型展示」を中心としてお

こないました。運営スタッフも実行委員兼実務委員と

して14名のみで実施しました。魚のシラスをH-E染色

したスライドが人気だった「顕微鏡を使用したミクロ

の世界観察」コーナーは32名、水中にタコの足やブ

ロッコリーやしめじを沈めたタッパーを黒ビニールで

覆い中身を当てる「超音波で透視の世界観察」コー

ナーでは45名、比重の違う色水をマイクロピペットや

スポイトを使用して層状にする「PCR検査体験（マイ

クロピペット体験）」には35名、臨床検査技師養成校

とのコラボ企画の講師による「お仕事説明・進路相

談」コーナーには３名、ミニ講義「生物学的側面から

見た新型コロナウイルス感染症」には10名、それぞれ

体験・相談・受講いただきました。 

 各体験コーナーでは実行委員が趣向を凝らし、色々

な年代の方に楽しんでもらうことができ、我々「臨床

検査技師」のことを知ってもらう、また仕事内容に興

味を持ってもらえる機会となったと思います。市民へ

の広報活動は制限しましたが、予想を上回る体験者が

来場され、盛況のうちに幕を閉じました。 

 最後に「検査と健康展」の開催にあたりご協力いた

だいた全ての皆様に感謝申し上げます。 

（長野県臨床検査技師会 竹内 誠志） 
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臨床検査技師のための臨床研究とCRCに関する研修を令和4年3月13日（日）にZoomを利用したオン

ライン研修として開催することをご案内いたします。 

臨床研究とCRCに関する研修は、平成30年度より3年計画で進めており、昨年度はコロナ禍のため中止

とし本年が最終の3年目となります。臨床検査技師を含む医療専門職が臨床研究・治験の基礎知識を習得

し、医療専門職として医療レベルの向上に協働するとともに、CRCを含めた臨床研究に携わる人材となり

活動の幅を広げることを主な目的としています。特に臨床研究・治験では倫理性、科学性および信頼性を確

保するため、医療機関が最新の法令に基づいた研究を実施するための体制が必要であり、今回の研修には実

施計画書の内容を理解することを学ぶためのプログラムを含めました。本研修の講義はライブ配信を予定し

ており、演習についてはブレイクアウトルームを利用して複数のグループに分かれてディスカッションを行

う形式で実施します。 

つきましては、参加申し込み締め切りを令和４年2月4日（金）とさせていただいています。コロナ禍の

ため、Face to Faceで実施できないのは残念ではありますが、皆様のご参加をお待ちしています。 

会  期: 令和４年３月13日（日）９時30分～16時00分  

会  場: Web 開催（Zoomの利用）  

募集人数： 60名 

受 講 料： 日臨技会員3,000円 非会員6,000 （税込） 

申込締切： 令和４年２月４日（金） 
      （定員になり次第、申し込みは締め切ります） 

申込方法： 会員の方  会員専用ページからの事前受付をしてください  

      非会員の方 申込書をメールで送付してください 
      ※申込書は当会HPの学会・研修会情報「日臨技主催研修会」からダウンロードできます。 

 第3回目となります「PSG研修会」を令和４年2月27日（日）に行うことといたしました。第１回目は

『睡眠障害の診断・治療に必要な各種検査の基礎知識』をテーマとし、主に睡眠関連呼吸障害の診断に用い

る各種検査の紹介と睡眠ポリグラフ検査(PSG)におけるセンサ装着の工夫と記録時の注意点について、第2

回目は『睡眠ポリグラフ検査解析に必要な基礎知識』をテーマに、PSGの判定ルールを学んでいただきまし

た。第3回目となる今回は『睡眠ポリグラフ検査判定の更なる応用と臨床事例を考える』をテーマに、前半

は睡眠関連呼吸障害以外の睡眠障害やPSGの判定方法について、後半は、睡眠関連呼吸障害の治療に用いら

れる在宅持続陽圧呼吸 (CPAP)機器の原理や使用上の注意点などを研修していただきます。また、これらの

知識がPSGの実施において、さらにCPAPの内部データを利用して患者指導を行う際にも活かせるように臨

床事例をもとに考える機会を設けました。 

 今後、私たち臨床検査技師は、施設内の検査に留まることなく、在宅における検査や治療にも積極的に関

わっていく必要があります。本研修会を受講した皆様がPSGの検査精度を向上させ、また、在宅CPAP治療

における役割を理解することにより、睡眠医療における検査技師の貢献度が高まる機会となれば幸いです。 

 本研修会は、一般社団法人日本睡眠検査学会（JAST）との合同企画となっております。講師については

JAST所属の臨床検査技師ならびに日本睡眠学会所属の医師に努めていただきシリーズとしてすすめてまい

りました。シリーズ第1、2回を受講されていない方々にとっても理解しやすい企画となっていますので、

是非とも多くの皆様のご参加を願っております。 

会  期: 令和４年２月27日（日）９時25分～16時00分  

会  場: Web 開催（Webinarによるリアルタイム配信）  

募集人数： 200名 

受 講 料： 日臨技会員3,000円（税込） ※非会員対象外 

申込締切： 令和４年２月10日（木） 
      （定員になり次第、申し込みは締め切ります） 

申込方法： 会員の方  会員専用ページからの事前受付をしてください  



（編集後記）今年の正月は２年ぶりに初詣に行ってきました。感染防止対策がとられる中、境内は新型コロ

ナウイルス感染症が確認される以前の賑わいでかなりの人出でした。昨年は支部医学検査学会、全国検査と

健康展、研修会などがWeb形式となり集まる機会がありませんでしたが、久しぶりに活気を感じることがで

きました。しかし、それも束の間のことで現在は第６波に突入しています。この感染の波が最後であること

を願いたいものです。                                 （花牟禮） 
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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。 

 2021 秋号（vol.33）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 

・臨床検査の結果が、診断や治療を大きく左右することが分かりました。（北海道・男性） 

・採血や検査説明などチーム医療になくてはならない職業なのだと思いました。（福島県・女性） 

・臨床検査技師のつぶやきを読んで、血液型の種類が300もあることに驚き、細かな血液型まで検

査することで、安全で効果的な輸血をすることができるのだと思いました。（福岡県・男性） 

・夫の手術日に『ピペット』を手に取り、表紙のさだまさしさんの大ファン！中には若い頃に患っ

たバセドウ病のことが書いてある。「あら！今日は何かとついてるかも⁉」と前向きな気持ち

になれました。（愛知県・女性） 

・足の血圧を測る時に「これも検査技師さんがするの？」と訊いたら「検査技師の仕事って範囲が

広いのですよ」と笑顔で爽やかに応えてくださり、温かさとやさしさを感じました。ありがと

う。（大分県・男性） 

・ドクターやナースの裏方で大事なお仕事いつも感謝しています。検査結果は大切に保管していま

す。これからも、よろしく‼（愛媛県・女性） 


