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中井規隆 

P1 全国「検査と健康展」中央会場（長崎県） 

P2～P3 日臨技支部医学検査学会開催報告（３） 

P3～P4 『基準測定操作法の技術習得のための講習会』を開催しました。 

      

の、昨年は測定する技師の数と機器が圧倒的に少なかっ

たため、かなりの市民の皆様に対し、お断りをせざるを

得ない状況にありましたが、今回多くの技師と機器を配

置したためこれらの検査を希望された方のほぼ全員の検

査を実施することができました。その甲斐あって来場者

からも感謝のお言葉をいた

だきました。その他、指尖

でヘモグロビン値を測定し

たり、顕微鏡を使い病理組

織・細胞診標本や血液標本

を見たりするコーナー、感

染 予 防 の た め の 手 洗 い

チェックコーナー、血糖

値、HbA1c測定コーナー、尿

検査コーナー、血液型検査をするところを実際に見せる

コーナー、超音波を使って体の中を観察するコーナーな

ど盛りだくさんで、会員の皆さんが手作りで作ったポス

ターには、来場者の方も真剣に目を注がれていました。 

 さらに時間内には二つの市民講演会を企画しました。

一つは健康講演会として東京女子医科大学病院 佐藤麻

子教授に「糖尿病と臨床検査」のタイトルでお願いし、

糖尿病の診断・治療においての臨床検査の重要性を市民

の皆さんへわかりやすく説明していただきました。その

後は特別講演会として「定年 外科医、海外医療ボラン

ティアへ行く」という題で多くの海外ボランティア活動

を経験されている外科医 菅村洋治医師より講演を賜り

ました。 

 今回は、来場者が目標に比べ少なかったものの、準備

から最後の片付けまで多くの会員の皆さんの協力を得る

ことができました。臨床検査技師の存在と臨床検査の重

要性について多くの市民の皆さんへ伝えることができた

ことは、会員の皆さんが職場で仕事をされる上も大きな

励みにも繋がったと確信しました。今回の会員の団結力

を今後も維持し、さらなる組織拡大に向け奮闘したいと

思いました。 
 
 最後になりますが、全国「検査と健康展」がここ長崎県におい

て成功裏に終了できましたことは、ご協力をいただきました長臨

技会員の皆様、さらには宮島会長はじめ日臨技役員の皆様の

おかげであり、心より感謝申し上げます。 

中央会場実行委員長 溝口 一彦(長臨技副会長)  
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 平成26年度日臨技主催全国「検査と健康展」の本年度

中央会場として、一般社団法人長崎県臨床検査技師会(以

下長臨技)が担当し、平成26年11月８日(土)、佐世保市体

育文化館において開催しました。 

 昨年、第一回目が群馬県で開催されましたが、同時

期、長臨技が地方会場として開催した全国「検査と健康

展」の来場者が600名あり、本年は中央会場ということも

あって、目標来場者を1000名としました。事前に行政機

関や教育委員会への協力要請、町内会などへの案内チラ

シの折り込み、街頭での案内チラシを配布するなど、多

くの集客を期待しましたが、昨年の会場と違って立地場

所が、国道を挟んで繁華街より離れている点や午後から

小雨模様となり思った以上に来場者の数が伸び悩み、午

前10時から午後16時までの開催時間で来場者は500名に留

まりました。 

 しかし、中央会場ということもあって、長臨技会員800

名中150名の会員の参加協力が有り、特に生理超音波検査

部門ではかなりの数の施設の会員が参加するなど改めて

当会の団結力を感じました。 

 開会式では、現地を代表して長臨技 丸田会長(日臨技

理事)、主催者を代表して日臨技 宮島会長より挨拶があ

り、来賓には朝長則男佐世保市長にもお越しいただき、

共催者を代表して日本臨床検査専門医会 佐守友博会長か

らご挨拶をいただきました。佐守先生には引き続き本会

場での臨床検査専門医による「検査相談コーナー」を受

け持っていただきましたが、「検査相談コーナー」では

佐守先生に加え、臨床検査専門医会より佐藤麻子先生(東

京女子医科大学臨床検査科教授)、長崎大学検査部より栁

原克記教授、森永芳智助教にもご協力をいただきまし

た。 開始直後からひっきり無しに相談者が押しかけ、

各先生方も対応に追われておりました。 

 各検査コーナーでは、昨年とほぼ同様の、生理超音波

検査関係では血管年齢検査(ABI検査)・頚動脈エコー検

査・骨密度検査を行

いましたが、相変わ

らずの人気コーナー

で、今回も整理券を

配り、スームーズに

検査ができるように

しました。開始前に

来場者の並び方でト

ラブルがあったもの 



 平成26年度、日臨技九州支部医学検査学会（第49回）

は、沖縄県宜野湾市の沖縄コンベンションセンターを会

場とし、11月１日（土）～２日（日）の２日間の開催

で、沖縄県臨床検査技師会が担当いたしました。本学会

テーマは「臨床検査イズムの発信～医療の絆を美ら南風

（かじ）にのせて～」で、九州各県からの学術的主張と

会員相互の連携をさわやかな南風（かじ）にのせて、良

質の医療を目指し、沖縄県から発信いたしました。 

一般演題134題、展示協賛41社54小間、広告31社ラン

チョンセミナー11社で、想定した目標を上回りました。

学会内容は、第１日目には、教育講演、特別企画、日臨

技指定講習会、シンポジウム、ハンズオンセミナーを企

画しました。教育講演Ⅰでは、長崎大学熱帯医学研究所

の山城哲先生に「日本の感染症研究の新たな展開～ベト

ナムでのサーベイランス～」と題して、教育講演Ⅱで

は、がん研有明病院臨床病理センターの小松京子先生に

「臨床検査のグローバル化を考える」で、教育講演の内

容は、日臨技でも力を入れている海外に目を向けた内容

を企画しました。次に、特別企画Ⅰ「医療の絆を美ら南

風（かじ）にのせて」のテーマで、他職種（医師、研修

医、認定感染看護師、管理栄養士）から捉え、臨床検査

技師に関して期待することや、チーム医療の必要性をア

ピールいたしました。日臨技指定講演会は、「精度保証

認証」と「検体採取・業務拡大」で、前者は岩上執行理

事、後者については下田常務理事から、経過と今後の動

向についてご報告をいただきました。他に、シンポジウ

ム３題、（微生物、輸血、細胞）、血液部門は症例カン

ファレンスを行いました。生理部門はハンズオンセミ

ナーを開催し、超音波検査による膵臓描出法について実

施しました。 

２日目の特別講演では市民公開講座を３題行い、富士

いきいき病院（静岡）の渡辺数由先生による「からだの

しくみから考える健康食品」、マンマ家クリニック【大 

家】の乳腺専門外科医・久高学先生による「医療常識を

創造的に破壊する」、沖縄美ら海財団の柳澤牧央先生に

よる「イルカの培養検査と感染症治療～究極の小児科治

療～」について、それぞれお話ししていただきました。

特別企画Ⅱは「臨床検査イズム～会長の主張～」と題し

て、日臨技会長（宮島喜文先生）、九州各県会長を対象

とした会長講演を行いました。それぞれのリーダーが、

これまでの経験、軌跡、これからの臨床検査技師のある

べき姿について、若者に向けたメッセージを含めた貴重

な内容を講演していただきました。 

 展示会場は、最新の医療機器、検査試薬、検査システ

ム等を展示し、一般市民の方にも臨床検査技師の業務

と、存在価値を認知して頂くために公開しました。さら

に展示会場内には、臨床検査技師を目指す高校生を対象

に「高校生向け進学支援ガイダンス」の相談コーナを設

け、琉球大学保健学科の教務、および各施設の検査室責

任者が担当し、対象者である高校生やその保護者へ強く

ＰＲいたしました。また、会場に隣接して血液センター

の献血車を配車し、献血者64名が協力し、救命医療の一

翼を担う責務として、学会を通して貢献できました。    

  日本最西端沖縄県での学会開催にあたり、遠方から

の地理的制約にも関わらず、学会参加者847名（会員687

名、メーカ・学生160名）の参加があり、大成功を収め

た学会でした。演者や座長、参加者をはじめ、ご支援頂

きました行政機関、賛助会員、機器メーカ、陰で支えて

くれましたボランティア会員各位に心より深く感謝申し

上げます。 
 
 学会２日間は、最高気温26度、夏を感じさせる最高の

晴天で流れ、学会終了後には、別れを惜しむかのように

突然のスコールがあり、沖縄県から九州各県および日臨

技の役員の方々に、感謝の意味を込めた涙（スコール）

で終焉となり、みなさまの胸に残った学会になったかと

感じます。またいつかこの地で、さわやかな南風（か

じ）を感じ、みなさまにお会いできることを心待ちして

おります。 

九州支部医学検査学会（第49回）報告  
学会長 松川 正男  

平成26年度日臨技 
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～医療の絆、美ら南風（かじ）にのせて～  
 
 早いもので、３回目の日臨技九州支部医学検査学会が、海を隔てた沖縄県にて開催されました。演題数・展示

ブースの確保など心配しておりましたが、沖臨技会員皆様方の力で盛会にて無事終了できました。福岡空港では少

し肌寒く感じながら搭乗したのですが、那覇空港ではムワッとくる真夏特

有の空気にビックリし、また帰路に就くときは突然の雨（スコール）でま

たまたビックリし、やはり九州は暑い!?と感じた２日間でした。 

 今回の学会では、全ての発表、講演及び展示は同一会場となっており、

会員・賛助会員の方々との情報交換の場として活用しやすく、懇親会場に

おいても展示ブースに隣接して開催されました。懇親会では、沖縄舞踊が

趣味で本業となった沖臨技会員の舞、子供たちの獅子舞、太鼓には参加者

一同は目を丸くして見入っていました。また、次期開催の鹿児島県から、

有村義輝会長が自ら西郷隆盛に扮して鹿児島弁で大いに語り本領を発揮

し、笑あり涙ありの懇親会でありました。 

 学会テーマは、「臨床検査イズムの発信」～医療の絆を美ら南風（か

じ）にのせて～と題し、幅広く盛りだくさんの内容が開催されました。その他に、特別企画Ⅱでは初めての試みと

しまして、各県技師会の次期を担う会員を育成する企画として、日臨技宮島会長や九州各県会長より、これからの

臨床検査技師や技師会に対する思いについて、様々な「思い」を語って頂きました。各県会長の人間味あふれた内

容は、少なからず若手技師へのメッセージとなったものと思われます。 

 また、臨床検査技師の新たな業務拡大として、チーム医療推進の一環でもある“検査説明・検査相談ができる技

師育成”を掲げられており、「検体採取～検査～検査説明」の一連の流れに我々技師が関与し、受身の検査から率

先して情報提供する動的検査への転換期となり、これからは今までにない多種多様性の変化が要求されてきていま

す。これらの多岐にわたる業務に対して、技師個人の力ではこのハードルを乗り越えて行く事は非常に難しくなっ

ており、技師同士の連携（コミュニケーション）が重要であります。そのため、新たな臨床検査技師を改めて見つ

め直す機会を、この沖縄より、“医療の絆、美ら南風（かじ）にのせて”、様々な情報発信の場となったと思われ

ます。また、今回の収穫は日臨技より会長はじめ理事の方々と九州の会員が交流を持てた事が一番の大きな成果と

思われます。同様に、日臨技執行部が各支部へ出向き見聞する事が、会員との絆を一層強くするものと考えます。 
 
 終わりに、学会開催にご尽力頂いた沖臨技の松川会長はじめ実務委員の方々、会員、賛助会員の皆様方には心から敬意を

表し感謝申し上げます。 

日臨技九州支部 支部長 佐藤 元恭  

 日臨技では平成19年度から、臨床検査が、いつ、どこで実施されようとも、信頼性の高い検査結果が得られるよ

う臨床検査データ標準化活動を進めてまいりました。７年間の活動により、全国の基幹施設における技術水準の高

さを実証する成績が得られました。 

 そして、広域的・長期的な標準化の推進に必要な、標準物質や管理物質の値付けを行い、その普及・活用の中心

的な役割を担う基準測定検査室の規格を作成し、暫定基準検査室を設定しました。しかしながら、現在、臨床検査

の根幹を支える基準的測定法を実施できる人材および施設が激減しています。 

 今年度は、11月１日（土）～３日（月・祝）、日立ハイテクノロジーズ東京テクニカルセンターを会場として、

『酵素項目の常用基準法に関する理論および手技の習得のための講習会』を開催しました。暫定基準検査室の中か

ら自施設にて常用基準法を実施できる環境にある施設から推薦された９名の受講生は、熱心に課題に取り組んでい

ました。 

 この講習会の受講生は、今後、自施設が国際的に認知される基準検査室となり、JCCLSより酵素標準物質の目標値

設定を請け負える本当の意味での基準検査室の構築を担っていただくことになります。 

 ☞次ページより受講生の感想をお伝えします。 

１日目：11月１日（土） 

講義１．精度保証に関する国際規格 

         東京工科大学 細萱茂実 

講義２．酵素活性測定に必要な基礎技術 

         千葉科学大学 関口光夫  

実習１．分光光度計の性能チェック  

実習２．反応速度分析法の操作手技の習熟実習 

２日目：11月２日（日）  

実習３．LD常用基準法によるCRM-001Cの活性測定 
 
３日目：11月３日（月） 

実習４．γ-GT常用基準法によるCRM-001Cの活性測定 

講習会日程  



山内 露子 

熊本大学医学部附属病院中央検査部 
 
11月１～３日に開催されました第１回基準測定操作法

の習得のための講習会に参加させていただき、ありがと

うございました。 

現在、基準測定法を実施できる人材や施設が激減して

いるため、常用基準法に関する技術と知識を習得し、標

準物質等の試料の目標値を設定できる人材を育成するこ

とがこの講習会の目的とお聞きしました。昨今は自動分

析が発達し、どの施設でも分光光度計をルーチン業務で

使用することは「全くない」と言い切っていいのかもし

れません。私は16年前に大学を卒業しましたが、お恥ず

かしながら、それ以来、分光光度計に触れる機会があり

ませんでした。また、学生時代も臨床化学の実習では、

先生方に調整していただいた試薬を使って、先生方に言

われるがまま何となく実習していたように記憶していま

す。こんな私がこの講習会に参加してもよいのか気後れ

していましたが、これを機に苦手なところをもう一度勉

強しよう！と一念発起し、参加させていただきました。 

講習会では、精度保証の講義から分光光度計の仕組み

や性能チェックの方法に始まり、試薬調製、マニュアル

での測定方法を勉強させていただきました。常用基準法

をつくってこられた先生方や実際にリファレンスラボと

して標準物質の値付けに携わっておられる先生方に、手

順書には書いていない細かなコツまでご指導いただきま

した。細かなコツは、各々が経験的に習得したものであ

るため、先生方の間でも改めて知る他人との違いがあっ

たようです。 

実習ではLDとγGTの測定を行ないましたが、特にLDは

測定者間で測定値が大きく異なる結果で、１回の講習で

は技術の習得が難しいと痛感しました。また、１テスト

測定するのに10分程度かかってしまう上に、常用基準法

の測定に使用できる基準をクリアした高価なセルを使用

する必要があり、１テスト測定が終わる度にセルを洗

浄、乾燥させなければならないため、１時間に数テスト

しか測定することができません。非常に気の遠くなる作

業ですが、この地道な作業のおかげで我々は国際的な基

準で値付けされた標準物質を使用することができ、ま

た、その標準物質の認証値を継承するキャリブレーター

を使用できるのだと理解できました。我々臨床検査技師

自らが標準物質の値付けができることは非常に重要で、

常用基準法に関する技術と知識を持ち、標準物質等の目

標値を設定できる人材の育成のために、このような講習

会が日臨技によって継続的に開催されることを望みま

す。 

このような講習会は初めての試みで、開催するまでに

大変なご苦労があったとお察し致します。講習会でご指

導いただいた先生方、そして講習会が円滑に進むようご

尽力いただいた先生方に感謝申し上げます。 
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基準測定操作法の習得のための講習会に参加して  
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 今回、基準測定操作法の技術を習得するための講習会に

受講生として３日間参加させていただきました。 

 １日目には精度保証や酵素活性測定に必要な基礎技術に

ついての講義がありました。このような講義を受けるのは

すごく久しぶりで集中力が持つか心配でしたが非常にわか

りやすい内容で、分光光度計についての基礎についてとて

もよく理解できました。また、１日目では操作手技の大切

さは勿論、分光光度計の性能チェックの方法を学び性能を

保証する重要性を実感しました。２日目には実習で測定す

るLD、γ-GT試薬の調整を行いました。試薬調整では２班

に分かれて行いましたが、受講生も９名と少人数であった

ため、それぞれの役割を決めて素早く団結してできたよう

に思います。次にピペットの容量校正を実施しました。普

段何気なくホールピペットやマイクロピペットを使用して

いましたが、容量が必ずしも正確だとは限らないことを改

めて認識することができました。また、水の重量を測定し

て校正を行いましたが、温度により水の密度は変化するた

め正しい水の温度を測定すること、温度の変化をできるだ

け小さくするために水の量を多くするなどの正しく校正す

るための工夫

や知識につい

て学ぶことが

できました。

２日目の午後

から３日目の

実習では実際

に常用基準法

による測定を

実 施 し ま し

た。実際の酵

素活性測定で

は温度管理が非常に難しく、今回の講習では講師の先生方

が長年の経験によりある程度温度を調整してくださってい

たので操作法を間違わなければ、許容温度内に入ることが

できました。この温度設定を１人でできるようにならなけ

ればならないのだと考えると少し不安が残ります。 

 今回、初めての基準測定操作法の講習会ということで３

日間の過密なスケジュールについていけるのか非常に不安

でしたが時間にゆとりもあり、実技の時間も内容もちょう

ど良かったのではないかと感じました。 

 今後、自施設で常用基準法を測定することが出来るよう

にたくさんの方々に協力していただき、この講習会の成果

をみせられるように頑張りたいと思います。講師の先生

方、受講生のみなさん、本当にありがとうございました。 

（編集後記） 11月11日は「臨床検査の日」。臨床検査で不可欠な＋（プラス）－（マイナス）を組み合わせた十一

月十一日を検査の日としたそうです。日臨技でも11月を「検査と健康展開催月間」として全国で展開されました。私

の所属する県でも先日開催され、多くの参加者をお迎えし、臨床検査技師をPRしました。臨床検査は知っていても臨

床検査技師は知らない方も多い中、こうした活動の成果なのか臨床検査技師にさせたいと言っていただける親御さん

もおられ、心救われる一日でした。                                【中井】 


