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平成 29 年度 青臨技 第 1 回感染制御部門研修会報告
八戸市医師会臨床検査センター 竹洞 ヒロ子
5 月 20 日（土）
、アスパムにて平成 29 年度青臨技第 1 回感染制御部門研修会が『臨床微生物検査の今後の展
望』をテーマに開催されました。当日は 5 月にもかかわらず最高気温が 30 度近くという暑い日でしたが会員、
賛助会員合わせて 49 名が参加しました。
セクション 1 として、ベックマン・コールター（株）上田 修先生の『質量分析装置の現状と今後の展望に
ついて』と日本ベクトン・ディッキンソン（株）川口 壽太郎先生の『微生物検査における遺伝子解析の現状
と今後の課題』の講演がありました。質量分析法の最大のメリットは迅速同定とその正確性にあり、菌種が判
明することで感受性が推定でき、より早く特異的な治療ができることで患者予後の改善、不必要な抗菌薬投与
による副作用軽減・医療費削減などに有用とのことです。遺伝子解析は目覚ましい勢いで変化しており、ゲノ
ム配列を解析するシーケンサーも導入されつつあり、次世代シーケンサーと従来のシーケンサーの相違点も含
めながら検査の将来像提案の紹介がありました。
セクション 2 は県内 5 施設の技師による演題発表で、
質量分析装置導入後の運用の実際、
LAMP 法の運用状況、
ESBL 産生菌検出の取り組み、感染管理の情報共有、検査室からの情報発信など、各施設での様々な取り組みを
知ることができました。
セクション 3 は福島県立医科大学 新医療系学部設置準備室 教授 豊川 真弘先生の『臨床微生物検査の
今後の展望－「知的」微生物検査を目指して－』と題しての特別講演で、欧州微生物学会に参加した様子やウ
イーンの観光名所の写真を交えながら、また豊川先生は大阪出身ということで時折関西弁も入りながらの講演
でした。先生は黒川清先生（特定非営利活動法人日本医療政策機構・代表理事）の『
「知的」臨床検査のすすめ』
の文章の中で心に響いた言葉が「知的満足感、達成感」であり、実際に知的満足を感じた症例を紹介されまし
た。異常な現象には必ず理由があり、それを検証し解決できた時に得られる満足感や達成感が大切であり、皆
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さんもそのように取組んで欲しいということでした。

ベックマン・コールター(株) 上田先生

日本 BD(株) 川口先生

福島県立医科大学 豊川先生
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平成 29 年度 青臨技 病理検査部門研修会報告
八戸市医師会臨床検査センター 木村 仁美
11 月 11 日（土）
、八戸市立市民病院にて「青臨技病理検査部門研修会」が開催されました。今回の研修会で
は、3 題の講演が行われました。
講演 1 では株式会社ピーシーエル・ジャパン病理・細胞診センター川越特殊検査部特殊検査課の秋葉 浩一
先生より「遺伝子検査検体取扱いを含めた検体提出方法と注意点」と題して、幾つかの抗体に対する保存時間
などが挙げられ、保存前（手術後等から保存するまで）の状態や時間も重要であると説明いただきました。講
演 2 では山形大学医学部付属病院病理部の鈴木俊紀先生より「
『病理検体取り扱いマニュアル』
（日本病理学会）
に基づいた患者安全管理を目指して」と題し、青森県と山形県における病理組織検体取扱いに関するアンケー
ト調査の結果も交えながら講演いただきました。まだ『病理検体取り扱いマニュアル』を読んだことはありま
せんでしたので、このマニュアルに目を通して、ミスをできるだけ減らす対策や手技などについて知っておく
ことが必要と思いました。講演 3 では、細胞診スライドカンファレンスが行われ、症例としては体腔液が主で
した。会場には顕微鏡が設置されていて、事前に標本をみることも可能でした。難しく感じる症例やあまり見
る機会のない症例などがあり、大変勉強になりましたので、今後学んだ細胞所見や鑑別点などを忘れずに細胞
診業務に努めていきたいと思います。
今回の貴重な講演により得た知識を、これからに生かしていきたいと思っています。

平成 29 年度 青臨技 輸血・移植部門検査部門研修会報告
青森市民病院 津嶋 里奈
11 月 18 日、青森市民病院にて平成 29 年度青臨技輸血・移植検査部門研修会を開催しました。
今回の研修会では、初心者を対象に ABO 血液型検査のウラ検査にて凝集が弱い検体、不規則抗体検査、交差
適合試験を行い 18 名が参加した。
今回は初心者を対象とし、日常業務で遭遇し対応に困り、認定輸血検査技師が所属する医療機関に問い合わ
せのあった症例について、実技研修会を行った。実技研修会を通して対応に困った症例を共有し、経験するこ
とで、自施設で対応できること、出来ないことについて理解を深めて頂くことができた。今回の研修会を行っ
たことで、青森県の各施設で安全で適正な輸血医療を遂行していくための一助となったと思われます。
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平成 29 年度 輸血検査実技研修会 アンケート集計結果
アンケート回収率 100%
質問 1 今回の研修会について以下の点に対してどのくらい満足していますか？
満足

やや満足

どちらとも

やや不満

不満

いえない
構成・内容

12

6

時間配分

12

4

2

質問 2 今回の研修会について、どのくらい理解できましたか？
良く

まあまあ

半分くらい

理解

理解できた

理解できた

理解できた

できなかった

血液型検査

12

6

不規則抗体検査

10

7

１

消去法

11

5

２

質問 3 今回の研修会について、総合的にどのくらい満足していますか？
満足

やや満足

13

5

総合的

どちらともいえない

やや不満

不満

質問 4 今回の研修会の参加費は所属施設が負担していますか
はい

いいえ

5

13

質問 5 研修会の参加費についてどのように思いますか
高い

ちょうどよい

安い

14

4

質問 6 実技研修会の開催の継続を希望しますか
はい

いいえ

18
質問 7 貴方の臨床検査技師経験年数は？
1 年未満
1

1～5 年

6～10 年

11～15 年

16 年以上

5

3

4

5
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質問 8 輸血検査について経験年数は？
1 年未満

1～5 年

6～10 年

11～15 年

16 年以上

2

8

3

2

3

日当直のみ

質問 9 輸血検査の専任・兼任について
専任
7

兼任

日当直時のみ

9

2

平成 29 年度 青臨技 第 2 回感染制御部門研修会報告
むつ総合病院 眞野 志生子
12 月 9 日(土）弘前総合保健センターで開催された平成 29 年度 青臨技 第 2 回感染制御部門研修会につい
てご報告します。今回のテーマは「薬剤耐性（AMR)対策アクションプランへのアプローチ」でした。最初に月
足正辰部門長より「青森県における薬剤耐性菌の検出状況（MINA データより)」の報告があり、JANIS と MINA
を比較し青森県の状況を説明していただきました。次に栄研化学の山口重人先生より「薬剤感受性検査の結果
をいかすために～抗菌薬の基礎知識～」のベーシックレクチャーがあり、なかなか身につかない抗菌薬の分類
や薬剤耐性パターンなど復習させていただきました。講演Ⅰは弘前大学医学部付属病院感染制御センター副セ
ンター長 齋藤紀先先生による「抗菌薬の上手な使い方～何をどのくらい投与すべきか？：感染症および検査
専門医として」でした。実際に感染制御センターが相談された事例を紹介していただき、病名、投与抗菌薬、
検査結果から感染の有無や抗菌薬の投与が適切か判断し担当医を支援していてすばらしいと思いました。しか
し齋藤先生のような専門医は少ないようで我々検査技師や薬剤師が担当医に言えるようになって欲しいという
ことでした。講演Ⅱは青森県中南地域県民局地域健康福祉部 地域健康福祉部長(弘前保健所長）で、厚生労働
省 厚生科学審議会感染症部会薬剤耐性（AMR)に関する小委員会委員である山中朋子先生による「AMR 対策の
動向」でした。11 月が薬剤耐性（AMR)対策月間であったことや AICON 青森県感染対策協議会が第 1 回薬剤耐性
（AMR)対策普及啓発活動表彰で薬剤耐性対策推進国民啓発会議議長賞を頂いたことを知りました。今回の研修
会に参加し、今我々が行っている JANIS と MINA にデータを送ることや、当院のアンチバイオグラムを作成し院
内に周知させること、また抗菌薬ラウンドや標準予防策の遵守などが AMR 対策の一助になっているとわかりま
した。今後は JANIS や MINA のデータを還元して役立てていきたいと思います。
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齋藤紀先 先生

山中朋子先生

-6-

平成 29 年度 青臨技 生理部門研修会報告
芙蓉会 村上病院

成田 港

今回の研修会は、腹部（初級）
・
（中級）
、心臓（初級）
・(中級)、下肢静脈（DVT）の 5 つのグループに分かれ
ており、私は心臓（初級）を受講しました。
講師によるデモンストレーションでは描出の際に注意する点や、より良好な画像を描出するためには何を意
識するのかなどを、講師の方が実際にエコー像を描出しながら教えていただきました。より上達するためのコ
ツを聞けて非常に勉強になりました。
ハンズオンで実際に自分がプローブをあててみても講師の方のような見やすい画像にはならず、自分の未熟
さを実感しながらも、講師の方に細かいプローブの動かし方、呼吸調整のタイミング、被験者の体位等、1 人
では気付けない多くの点を指導していただきました。
症例レクチャーでは症例について動画や検査データを解説しながら、
どういった点からその症例を疑うのか、
得られたデータが疑わしい時は何をもって確認するか、これだけは見逃さないようにしたいこと、など教えて
いただきました。
講師の方に普段疑問に思っていることを質問し、解決することができ、非常に有意義な研修会とすることが
できました。当院では現在心エコーを行っている技師がおらず、ほぼ独学という形で練習をしていますが、そ
ういった環境にある私にとってハンズオン形式の研修会というのはとても勉強になるので、今後も積極的に参
加していきたいと思っています。
最後に、今回の研修会を企画・運営して下さった方々・講師の方々・エコー装置を提供して下さった企業の
方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。
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平成 29 年度 青臨技 血液部門研修会報告

八戸市立市民病院 大井 惇矢
平成 29 年度青臨技血液検査部門研修会に参加しましたので、報告いたします。今回の研修会は「血液形態学」
と「凝固検査」に関する内容でした。
まず、
「血液細胞形態を学び血液像と骨髄像に挑もう！」と題して東北大学病院検査部の菅原新吾技師より第
1 講が行われました。細胞像と分類名(細胞名)をパターンで覚えている場合、対象の細胞の特徴が典型的な像
から外れると分類ができないため、
「各細胞に特徴的な所見(大きさ、核、細胞質など)を把握し、分類する際に
対象の細胞にどのような特徴がどれくらいの度合いであるかを捉えて最終的な判断をすることが重要」とのこ
とで、自分の勉強にはもちろん、新人への教育に活かしたいと思いました。
次に、
「基礎から学ぶ凝固検査～正しい凝固検体の取り扱いから全てが始まる～」と題して山形大学医学部付
属病院検査部の叶内和範技師より第 2 講が行われました。凝固検査において何よりも重要なのは、正しい検体
採取(採血)です。そこで、
「正しい採血検体とは何か」
、また「凝固検体の取り扱い指針」について実際のデー
タを交えて解説していただきました。また、凝固検査で異常所見(データ)があり、患者情報からはその原因が
分からない場合に、クロスミキシングテストや出血時間が大変有用であるとのことで、中でも出血時間に関す
る内容に興味が惹かれました。出血時間は vWD の診断(血友病との鑑別)に有用ですが、
「検査を行う際に患者の
状態や情報を直接聞くことができる」という点に魅力を感じました。
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青森県の血液検査が遅れている、また東北地方において凝固検査に強い技師が少ないという情報を受けての
今回の研修会でした。今回を機に、青森県の血液検査を青森全体で盛り上げていきたいと思いました。
最後に、今回の研修会を企画・運営して下さった方々、また講師の方々に感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。

叶内和範 先生

菅原新吾 先生
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平成 29 年度 青臨技 一般検査部門研修会報告

青森市民病院 新山 聖子
平成 29 年度 青臨技一般検査部門研修会が、青森市アスパムで行われました。参加者は 40 名。青森
県の会員のみならず北海道、東北各県の部門長の皆様も、本日の講演に大変期待を寄せて参加されていま
した。
【講演１】は「多彩な形態像を呈する尿細管上皮細胞の鑑別と意義」と題して、平内町国民健康保
険平内中央病院 坂牛 省二 先生より講演がありました。
坂牛先生は、このたび青臨技功労賞を受賞されております。青森県の一般検査、特に尿沈渣鏡検の指導
に大変ご尽力いただき、その甲斐あってフォトサーベイの正解率は着実に向上しています。これまで不正
解が多かった多彩な形態をとる尿細管上皮細胞の判別についても、年々正解率が向上しているとのことで
した。これは、鷹揚郷腎研究所 弘前病院 高杉 洋子部門長がとりまとめているフォトサーベイ・アン
ケートによる着目点の意識づけと、繰り返し繰り返し丁寧な解説をしてくださった坂牛先生のご尽力のお
かげだと実感しております。
“着目点と解説”
、この挟み撃ちの指導により、知らず知らずのうちに細胞の
特徴をつかんで判断できるようになり、日々の検査でも活用できるようになりました。地道なご指導の継
続に心から感謝したいと思います。
このたびの講演においても、尿細管上皮細胞の多彩な形態は、ネフロン内腔のそれぞれの部位で機能が
異なり、それゆえに形態が異なるのだという解剖学の観点から説明がありました。それぞれの基本的特徴
を捉え、加えて参考にしたい着眼点に注目することで、多彩な形態をとる細胞であっても判別が可能だと
いうことをお伝えいただきました。
【講演２】では、
「尿細管上皮にも影響を及ぼす異型細胞の鏡検の行方」と題して、
（株）リンテック 検
査統轄部 顧問 藤 俊夫 先生による講演がありました。藤先生は尿沈渣検査法の標準化に向けてイエ
ローブックの編集にも携わっておられたほか、泌尿器領域の細胞診についても著書・論文・アトラス等を
多数発信されていらっしゃいます。このたびの講演では、電子顕微鏡像と解剖組織染色像と尿沈渣細胞を
比較しながら解説していただき、細胞の立体的な構造の理解が深まりました。細胞鑑別の着眼点を関連付
けながら観察することが肝要で、病理学的細胞分類にも興味がわきました。また、一見して異型を疑う境
界域の細胞についても、治療の背景など情報を十分収集してから判別するべきだと改めて感じました。こ
のたびの研修内容を今後の鏡検に役立てようと思います。

藤俊夫 先生

坂牛省二 先生
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平成 29 年度 第 3 回理事会 議事録

１．日

時：平成 30 年 1 月 27 日(土) 15：00～16：15

２．場

所：弘前大学医学部附属病院 2F 検査部技師室
弘前市本町 53

Tel.0172-33-5111

３．出席者：小島 佳也、石山 雅大、齋藤 浩治、三上 英子、藤田 絵理子、野坂 知加、三上 昭夫、
三上 ルリ子、柴田 絵里子、木津 綾乃、田代 博美、津田 昭子、濱谷 修、宇野 善成、
太田 孝雄
欠席者：野坂 嘉友、櫛引 美穂子、吉岡 治彦、成田 好孝
定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に小島会長があたり、書記に柴田理事が指名され、審議が行わ
れた。
【報告事項】
１）事務局長引き継ぎに関する報告
藤田事務局長が北日本支部医学検査学会の事務局長に決定したことに伴い、青臨技事務局長を野坂理事に
引き継いだとの報告があり、理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承した。
２）第 2 回理事会議事録報告
資料として配布された『第 2 回理事会議事録』に従って小島会長より報告があり、議事録内容の了承を求
めたところ、出席者全員が異議なく了承した。
３）学術部経過報告
石山学術部長より以下のとおり報告があった。
・全部門の研修会に加え、輸血療法委員会の懇話会、感染制御部門の対策委員会も無事終了した。
・精度管理が無事終了し、報告書待ちの段階である。
４）公益部経過報告
齋藤公益部長より以下のとおり報告があった。
・平成 30 年度高校生心電図検診実施が決定した。医師会からスケジュール等に関する報告があり次第各支
部へお知らせするので、ご協力お願いします。
５）渉外部経過報告
三上渉外部長より以下のとおり報告があった。
・平成 29 年 7 月 15 日(土)に高校生を対象とした臨床検査技師ガイダンスを行い、滞りなく盛況のうちに
終わることができた。
６）事務局経過報告
野坂事務局長より配布資料に基づいて以下のとおり報告があった。
・青臨技関連経過報告
・北日本支部関連経過報告
・日臨技関連経過報告
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・関連団体経過報告
・青臨技支部関連経過報告
７）その他
・齋藤公益部長より以下のとおり報告があった。
1 月 20 日(土)宮城県臨床検査技師会創立 75 周年法人化 30 周年式典に参加してきた。青臨技は式典開催で
はなく特別号の会誌を発行しており、今後もその方向で行く予定である。
・小島会長より医療法・臨検法の改正について報告があった。また、弘大ではシステム更新に伴い 1 月から
JCCLS 共用基準範囲を採用しており、今後は県内の他施設でも JCCLS 共用基準範囲を採用する方向にして
いきたいとの報告があった。
【議 題】
１）名誉会員について
現在青臨技の名誉会員は 3 名であるが、瑞宝双光章を受章した尾崎陸男氏、厚生労働大臣表彰を受賞した
横山慶一氏の 2 名を名誉会員として認定して頂きたいと小島会長より説明があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
２）第 45 回青森県医学検査学会の進捗状況について
田代学会長より以下の報告があった。
日程：平成 30 年 6 月 9 日(土) 精度管理講習会、情報交換会
平成 30 年 6 月 10 日(日) 第 45 回青森県医学検査学会
場所：八戸グランドホテル
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３）第 7 回北日本支部医学検査学会の進捗状況について
齋藤公益部長より配布資料に基づいて学会の予算、会場、企画案等に関する説明があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
４）その他
最近臨床検査技師が関係する問題が続いているので、倫理に関する研修会等など検討
してはどうかと石山学術部長より提案があった。

議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。
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