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P1 令和４年度 医療安全管理者養成講習会（基本コース）開催報告 

P2 日臨技支部医学検査学会開催報告（1）【関甲信支部・首都圏支部】 

P3～P5 The 35th World Congress of the International Federation of Biomedical Laboratory Science 

Vol.28No.22                会報JAMT ホームページ掲載                  令和4年11月15日号 

深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

 ～ 受講者からの声 ～ 

令和４年度 

令和４年度 医療安全管理者養成講習会（基本コース）を10月14日（金）

～15日（土）、ステーションコンファレンス川崎にて開催、81名が受講され

ました。 

新型コロナウイルス感染症の流行により令和２年度は中止、令和3年度はオ

ンデマンド＋オンライン配信とWeb開催でしたが、本年度はオンデマンド配

信＋集合研修のハイブリッド開催としました。本講習会は厚生労働省から示

された『医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成

指針』に基づいた内容となっています。40時間以上の課題を受講、修了する

ことで医療安全管理者と認定されます。グループワークにおいては活発な議

論が交わされ、講師陣を納得させる発表となり感銘を受けました。「患者を

護る」医療安全管理者は、検査部門だけではなく、広い視野を持って他業種と協働して活動していく必要がありま

す。本講習会は、様々な分野、業種の講師に依頼し、医療安全に取り組むために必要な知識を得られるよう企画し

ております。是非、ご参加下さい。 

医療安全委員会 委員 山本 喜則 

芳賀赤十字病院 黒川 敬男  

 10月14・15日に行われた講習会に参加させていただ

きました。初日は「エラーメカニズムの分析・対策」

の講義があり事故の構造と人間の行動モデルに基づく

分析手法：ImSAFERについて興味深く拝聴させていた

だきました。午後はグループワークで「薬剤の２倍投

与」の仮想事例に対しImSAFERの手順で実行可能な改

善策を決定していきました。他施設の技師さんといろ

いろな意見を交わしつつ楽しく事例分析できました。 

 ２日目は「品質管理と医療安全管理」の講義を拝聴

し、品質や安全の管理が患者を護ることに繋がるとい

うことを学びました。お勧めの書籍情報もあり興味が

湧きました。「産業界の品質・安全管理を学ぶ」では

長年ダム建設に取り組まれた先生のご講義で体験談も

多く、参考にしたい安全対策が多数ありました。午後

は「研修会企画」のグループワークを行い、様々な施

設規模での研修会企画案を発表しあい大変参考になり

ました。 

 ２日間の講習会でしたが、対面での集合研修を企画

していただいた諸先生方に感謝申し上げます。 

鈴鹿回生病院 広瀬 逸子  

 令和４年度 医療安全管理者養成講習会（基本コー

ス）に参加しました。昨年から病院の医療安全会議に

出ることとなり、何もわかっていないなと実感し、管

理者として知識をつけたいと思い参加しました。コロ

ナ禍ですべての講義が現地開催できず約40時間のWeb

研修があり、それをクリアするのも大変でした。 

 １日目は人間の行動モデル・ヒューマンエラーの発

生メカニズム・事象分析手法への要件などわかりやす

い講義とImSAFER分析手順を学び、グループワークを

しました。なぜなぜ分析は病院でやったことがありま

したが、まずミスを起こすときはそれが正しいと思っ

て行動している!!ということが原点で、そこから分析

しなければならないと感じました。２日目はPDCAサイ

【１日目：令和４年10月14日（金）】 

「エラーメカニズムの分析・対策（義・実習）」 

講師:       株式会社安全推進研究所  所長 河野 龍太郎  

ファシリテーター: ImSAFER研究会 インストラクター 春日 道也 

              聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 橋本 礼子 
 

【２日目：令和４年10月15日（土）】 

「品質管理と医療安全管理」 

講師：   株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 根本 誠一 

「産業界の品質・安全管理を学ぶ」 

講師：            前田建設工業株式会社 常任顧問 小原 好一  

「研修会企画（実習）」 

講師:             昭和大学病院 医療安全管理部門 古田 康之 
 

(敬称略） 

クルを中心に、医療安全管理者として管理することを

学びました。グループワークでは研修企画・運営を考

えました。皆、活発な意見を出し合い、２日目となる

と自然と仲もよくなりとても楽しいグループワークと

なりました。 

 これからは管理者としてこの講義内容を忘れず医療

のため、臨床検査技師として貢献したいと思います。 

２日目：研修会企画（実習）のグループ発表 
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 本年度は３年ぶりに各日臨技支部で医学検査学会を現地開催しています。Live配信やオンデマンド配信を併

催する支部もあり、時代に合わせ工夫を凝らして開催した支部学会の報告を、本号より複数回に分けてを掲載

いたします。 

学会長  内田 雄二         

実行委員長 田村 勝幸       
「時代の潮流に乗れ」～ 臨床検査の多様化に向けて ～ 

 2022年度日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学

会（第58回）を一般社団法人栃木県臨床検査技師会が

担当して、令和４年10月１日（土）・２日（日）は現

地+ウェブ（ライブ＋オンデマンド）を栃木県宇都宮

市の栃木県総合文化センターで、その後は10月31日

（月）までオンデマンドでの配信としたハイブリッド

方式で開催いたしました。 

 世の中は新型コロナがこれまでにない第７波という

感染大爆発が起こり現地での開催が危ぶまれたところ

でありましたが、新規感染者数は８月中旬にピークを

迎えたあと９月末には第７波以前の状態に落ち着き、

無事現地開催をすることができ安堵したところであり

ます。学会参加者数は、会員806名、賛助会員・学生

等を含めると1,021名（うち現地参加者は401名）の参

加があり、コロナ禍での開催でありましたが会員皆様

のご協力により盛会に開催できました。 

 学会のメインテーマは「時代の潮流に乗れ」、サブ

テーマ「臨床検査の多様化に向けて」としました。こ

れからの臨床検査技師の業務は医療法・臨床検査技師

等に関する法律の一部改正により、職域の拡大および

多様化が進み、時代の潮流（なみ）にしなやかに対応

していく必要性が求められていることから本学会の

テーマとしたところです。 

 学会の内容は一般演題80題、特別講演、文化講演、

教育講演３題、日臨技企画２題、各研究班企画７題、

学会企画シンポジウム、ランチョンセミナー５題、共

催セミナー７題、学生フォーラムでした。一般演題は

当初すべてオンデマンドでの発表としましたが、コロ

ナの感染状況も落ち着いたこととコロナの影響でここ

数年現地発表の機会がなかったことを考慮し、急遽現

地での発表も可としたところ、80題のうち11題が現地

で発表いただけました。現地発表の会場は大変な賑わ

いで、現地開催に一般演題発表は欠かせないことを改

めて実感しました。今後の学会開催形式についてはい

ろいろ意見が分かれるところだと思いますが、個人的

には現地開催を通常どおり行い、あとで全体的なコン

テンツをゆっくり見られる現地開催+オンデマンド配

信が今後の学会開催のあり方なのかなと感じたところ

であります。 

 最後になりますが、本学会開催にあたり、会員・賛

助会員の皆様のご協力に感謝申し上げるとともに、本

学会の企画・運営にご協力いただいた関係各位に心よ

り感謝申し上げます。  

市民公開講演Ⅰ（特別講演） 

「幸せに満たされる練習  

～セルフコンパッション 

 自らを愛する～」 
 

井上 広法 先生 

 光琳寺 住職 

宇都宮共和大学非常勤講師  

市民公開講演Ⅱ（文化講演） 

「世界遺産 日光東照宮」 
 

稲葉 久雄  先生 

 日光東照宮 宮司   

学生フォーラムは満席 

先輩技師と学生たちに発表していただきました 
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第35回世界医学検査学会参加報告 

第72回日本医学検査学会をアピール 
日臨技理事    林    和樹  

日臨技理事/群馬県臨床検査技師会 会長 井田 伸一 

 韓国、水原（スオン）コンベンションセンターで開

催されたIFBLS国際学会へ参加してきました。空港の

水際対策は少し緩められた状況でしたが、入出国での

チェックは厳しく、QコードやMySOSなどの事前準備が

必要で、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で

の渡航となりました。 

 今回の目的は来年５月に群馬県高崎市で開催される

第72回日本医学検査学会のプロモーションを兼ねて日

韓友好関係の継続にあります。世界30か国以上から大

勢の参加者が参加していましたが、大きな会場という

こともあり、密集による感染の心配はない環境で演題

発表や講演を聴講することができました。２泊３日と

いうタイトスケジュールではありましたが、日本から

も学生さんや大学からの発表もあり、国際的な学術活

動の広がりを感じました。 

 中日の午前中にはソーシャルツアーに参加し、ユネ

スコ世界遺産である華城行宮（水原華城）を見学しま

した。水原華城とは朝鮮時代の改革君主である正祖大

王の夢が込められた城郭であり、朝鮮城郭建築史上、

最も独歩的な姿を誇っています。周囲の長さは約5.7

キロで、城郭に沿って歩くこともでき、市民の憩いの

場となっているようです。1960年当時の写真がありま

したが、周りは田んぼで囲まれており、60年後の現在

の発展が嘘のように思えました。 

 その日の夜にはガラディナーが開催され、先進的な

大型ビジョンとレーザーを利用した演出で場内は神秘

非日常の魅力 
日臨技理事  藤岡 克徳 

 北海道・東北地方にJアラートが鳴り響いた翌日、

2022年10月６日８時10分発、私たちを乗せたANA861便

は羽田から韓国・金浦空港へ飛び立ちました。今回、

新米理事である私は初めて国際学会に参加する機会を

いただきました。英語はかなり不得意ではあります

が、好奇心と何事もチャレンジ精神で乗り切れると決

断しての訪問です。 
 

 私にとって韓国訪問も初めてです。会場である水原

（Suwon）市はソウル特別市から35Km南に位置する首

都圏南部の中核都市で、高層マンションと自然が調和

した町並みがとても美しく、ハングル文字がなければ

日本とほとんど変わらない風景にとても心が和みまし

た。会場である水原コンベンションセンターも市民の

憩う大きな池（遠川貯水池）の傍にありながら、隣に

はガレリア百貨店とロッテ・アウトレットモールがあ

るというロケーションです。 

 初日には、学生フォーラムがあり、日本からの２名

を含む各国学生さんたちのプレゼンテーションと活発

な討論がありました。内容は半分（？）程しか理解で

きなかったのですが、その内に秘めたエネルギーをと

ても感じました。日本からの学生さん２人とも「The 

encouragement Prize」賞を受賞したことはとても嬉

しく思いました。 
 

 ２日目には公式OPツアーとして設定されていたラボ

ツアーに参加しました。視察した施設は韓国で最も権

威ある３大学（SKY）のひとつ延世大学（QS世界大学

ランキング（2023）・アジアの私立大学中１位／世界

73位）の附属病院、龍仁セブランス病院です。病床は

708床、33の診療科、18室の手術室、200名近い医師、

 コロナ禍の10月６日（木）～８日（土）の日程において韓国・水原（スウォン：Suwon）で開催された

IFBLSの学会に日本からは長沢副会長を団長とし学生も含め25名が参加させていただきました。日本におい

ても新型コロナウイルス感染はやや収まりを見せていた時期でもあり、韓国も同様とのことで空港や訪問

先でも大きな制限もなく、参加した私たちもさほどストレスも感じることなく過ごせました。滞在中の詳

しい話は参加された代表の方、学生の方の記述をご覧になっていただければと思いますが、この時期の国

際学会が無事に開催でき、また参加された方々も無事に帰国できたことを大変うれしく思います。もしか

すると近いうちにIFBLSの学会が再び日本で開催されるとの噂もありますが、今回の経験が次回開催の大き

な糧となるようなIFBLS参加となったことをお伝えいたします。 

専務理事 深澤 恵治 

ガラディナーステージにて集合写真 

的な空間となりました。参加した各国の国旗がステー

ジに掲げられ、ドレスアップした参加者は国境を越え

て和やかな時間を過ごすことができました。また、張

協会長はじめ多くの大韓臨床病理士協会役員の皆様と

交流を行い、来年は大勢連れて群馬に行くとおっ

しゃっていただきました。 

 今回は大変貴重な経験をさせていただき感謝いたし

ますとともに、来年の全国学会の開催に向けて心を新

たにいたしました。 
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職員は1,700名を超

えるというとても大

規模な施設ですが、

ここで世界的IT先進

国である韓国の片鱗

を垣間見ることがで

きました。まず玄関

を入り、10mを超え

る壁全面のデジタル

サイネージに圧倒さ

れながら案内されたのは５階にあるIRS（Integration 

& Response Space）と呼ばれる院内情報の集中監視室

でした。ここでは、患者安全、業務効率、業務軽減を

目的に患者データ、入退出管理を含めた防疫監視デー

タなどが集中管理されています。5GやWiFi6で接続さ

れた集中治療室のモニターや一般病室患者の基本情報

（血圧・体温・Spo2 等）が画面に表示され、その情

報はスコア化され患者ケアに役立っています。また、

患者さんや職員は全員Bluetooth端末を身に着けてお

り、リアルタイムに位置情報を把握することで、防疫

管理も行っています。先日発生したCovid-19の院内発

生時にも役立ったそうです。また、AI診断技術も導入

され、乳房超音波画像や胸部XP画像の診断に使われて

いました。 

 次に案内されたのは、地下１階にある医学検査室で

した。広い検査室内に整然と並べられた生化学や免

疫、血液・凝固の自動分析装置群が目を見張ります。

これらの装置は24時間体制で、入院・外来の検体を処

理しています。それぞれの機器は分野ごとに並べられ

搬送ラインでつながれていますが、その最初の段階、

受付された検体がそれぞれに機器へと向かう搬送ライ

ンが見当たりません。案内があり、足元をよく見てみ

るとOAフロアの下を検体がベルトコンベアに乗せられ

運ばれています。これには大変驚きました。病棟や外

来から検体はエアシューターを使って検査室に集めら

れ、そこから自動で分類され、床下を通り各分析装置

へ送られます。各分析装置は機器の状態、TAT、試薬

残量に至るまで、すべて一元管理されており、常にモ

ニターで監視されています。徹底した自動化を進め広

い検査室ですが常に10名程度で管理運営されていると

聞かされ、これにもまた驚きました。また、同じフロ

アには自動分析部門以外にも微生物部門と輸血部門も

存在しています。 

 最後に案内されたのは、病理部門でした。私の専門

外でよく分からないこともありましたが、検査室内に

通されても全くホルマリン臭がしなかったのはとても

意外でした。薄切・染色後すべてのスライドはスキャ

ナーでデジタルデータとして取り込まれ、診断システ

ムで病理医の診断を受けています。また、アメリカや

日本の医療機関とをつないで、リアルタイムカンファ

レンスを行い、その診断精度を向上させているとの説

明がありました。 

 水原（Suwon）市はあの携帯電話端末などで有名な

サムスン電子（三星電子：SUMSUNG）の本社があるお

膝元の町です。そのような環境の中で培われた最先端

のデジタルデバイスと医療の融合した施設を見学でき

たことはとても貴重な経験となりました。IMDによる

世界のデジタル技術力ランキング2022で日本は29位で

すが、韓国は８位です。この技術力の差を改めて感じ

たラボツアーとなりました。 
 

 午後には、開会式、基

調講演があり、夕方には

Gara  Dinner と 続 き ま

す。Gara Dinnerの会場

でも、今の韓国を象徴す

るようなパフォーマンス

に圧倒されました。おか

げで、とてもエキサイ

ティングな時間を過ごす

ことができました。 
 

 ３日目は残念ながらコロナの影響による航空機就航

便減少のため、早々の帰国となりました。金浦空港で

は色々とアクシデントがあり、最後まで楽しませてい

ただきましたが、全員無事に帰国できて安心いたしま

した。（海外渡航には早めの準備が必要です…） 
 

 今回の国際学会への参加は驚きの連続でした。日常

の連続で、現状しか知らないでいると今回のような他

国での学会はとても刺激的です。その国、その現場で

は当たり前のことが、他の人から見るととても非日常

であり、魅力的です。今回、このようなチャンスをい

ただいたことはとても嬉しく思います。ぜひ会員の皆

さんも、コロナが収束すれば、このような国際学会を

一度は体験することをお勧めいたします。最後になり

ましたが、今回お会いしました参加者の皆様、大変お

世話になりました。また、色々とご準備いただきまし

た日臨技事務局の方々並びに手厚いおもてなしをして

下さったKAMT関係者の方々へも厚く御礼申し上げま

す。 

ガラディナー会場 

神戸 歩（岐阜大学医学部附属病院） 

 コロナ禍の中、日本臨床

衛生検査技師会からの支援

を受け、IFBLS 2022に参加

させていただきました。国

際学会に参加した経験は、

今後の検査技師活動のため

の意欲向上に繋がる良い経

験となりました。 

 今回、菊地良介技師長から本学会の紹介を受け、

「成長できるチャンスを逃すわけにはいかない」とい

う思いで参加させていただきました。ポスター作製で

苦労したことは、英文での表現や内容が伝わりやすい

図の配列を突き詰めることでした。共著者の先生方か

らの指導もあり、光栄にもJSHT AwardとOutstanding 

Poster Awardを受賞できたことは、今後の学術活動へ

の励みになりました。それに加え、国際学会を舞台に

活躍している検査技師の方々との交流は、今後の学術

活動意欲を駆り立てるきっかけになりました。また、

ラボツアー 龍仁セブランス病院 
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杉浦 彩香 （藤田医科大学） 

 今回、学生フォーラムにて発表させていただきまし

た。学会に参加することが初めてであったので、不安

や緊張がありましたが、現地ならではの雰囲気を体感

でき、非常に貴重な経験となりました。また、海外の

学生や臨床検査技師の方々と話をする機会があり、国

杉山 佳穂（神戸常盤大学） 

 今回、第35回IFBLS世

界医学検査学会の国際

学生フォーラムに参加

させていただきまし

た。 

 まず、初日は、韓国

に到着して３時間後に

はプレゼンテーション

本番ということもあり、緊張もありましたが、関係者

の皆様のサポートもあり、無事発表を終えることがで

き、発表後の質疑応答は、英語でのディスカッション

に加えて、韓国の学生さんが日本語で質問しようとし

てくれるなど、とても打ち解けた雰囲気で行うことが

できました。また、奨励賞も受賞することができ、大

変光栄に思います。 

 ２日目には韓国のセブランス病院見学ツアーに参加

させていただき、検査システムのオートメーション化

やAIシステム、日本との違いなどを実際に見て学ぶこ

とができました。 

 また、学会行事を通じて日本を始め各国から参加さ

れている先生方から、研究されている内容など直接お

話をうかがう機会にも恵まれました。 

 事前の想像を上回るたくさんの刺激や出会いがあ

り、この貴重な経験を生かし、国際的に活躍できる臨

床検査技師になることを目指したいと考えています。 

 最後になりましたが、このような機会を設けていた

だいたJAMTを始め関係機関の皆様方にこの場をお借り

してお礼申し上げます。 

（編集後記）11月８日は、442年ぶりの皆既月食と天王星食という天体ショーに日本中が酔いしれた。キムタ

クで盛り上がりを見せていた織田信長の生きた戦国時代に知識と情報がなかった当時の人々が、赤い月を観

てどんな驚きがあったのか思いを馳せたのではないでしょうか。 

 次は322年後とのこと。その頃には自由に月との行き来ができているかも知れない。その時、臨床検査はど

うなっているのか小生には想像もつかない。                        （日髙） 

Studentフォーラムで目の当たりにした、積極的に意

見し合う姿は、職場でも必要な要素だと感じました。 

 最後に、このような機会を与えて下さり、支援して

いただいた日臨技関係者ならびに職場の皆様に、この

場をお借りして心より御礼申し上げます。 

野坂 大喜（弘前大学大学院） 

 世界医学検査学会は、臨

床検査の研究成果を発表す

る場であると同時に、臨床

検査技師の交流の場でもあ

ります。第 35回大会は韓

国・水原市で開催され、世

界遺産に登録されている水

原華城が街のシンボルと

なっています。今回の大会は未だ渡航制限が残る中で

の開催でしたが、世界各国から多くの参加があり、久

方に海外の皆様方と対面で互いの研究を紹介し合い、

交流することができました。しかしながらDuty time

では審査員から突っ込んだ質問をいただき、回答に苦

慮することもありましたので、国際学会での事前準備

は特に入念にされることをお勧めいたします。 

 今回運良く、AWARDの１つであるKAMT Outstanding 

Poster Awardを受賞することができ、本大会に多少な

りとも貢献できたことに嬉しく思っております。この

場をお借りして本研究にご協力、ご支援くださった皆

様に感謝を申し上げます。また主催いただいたKAMTの

皆様、渡航手配等にご尽力いただきましたJAMT事務局

の皆様に厚く御礼申し上げます。 

籍を問わず、交流する

ことの楽しさを実感す

ることができました。 

発 表 を 終 え て 振 り

返ってみると、今でき

る最善を尽くすことが

できたように思いま

す。しかしながら、達

成感を得たと同時に反省点も出てきました。発表後、

質疑応答の際に十分な返答ができなかったことから、

国際学会でも発表できる言語力と対応力を身につける

必要があると特に感じました。３日間のことを経験で

終わらせず、誰とでも意見交換ができるように今後も

チャレンジし続けていきたいと思います。 

最後に、このような機会を与えてくださり、かつ準

備期間から帰国するまで手厚くサポートしてくださっ

たJAMTの皆様、KAMTの皆様に感謝申し上げます。 


