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2019 年度日本臨床衛生検査技師会
中四国支部医学検査学会（第 52 回）
学会長

三島 清司

（島根大学医学部附属病院 検査部）

急速に進む少子高齢化のなかで多くの課題に直面する一方、AI が急速に進化し医療にも導入されつつ
あります。このような時代においても臨床検査の果たす役割は大きく、医療だけでなく、予防や介護などに
も利用範囲は拡大しています。これからの臨床検査技師は臨床検査を必要としている人たちの元へ出向き、
その要望に応えていかなければなりません。
そこで、メインテーマを「検査の力」、サブテーマを「臨床検査の可能性を求めて」といたしました。
本学会が臨床検査や臨床検査技師の輝かしい未来への足掛かりになることを強く願います。
本学会は全国の支部学会の中でも参加者が多く、会員が日頃の研究成果を発表すると共に臨床検査に関
する最新知識や情報を得るための貴重な機会でもあります。皆様のお越しをお待ちしております。
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検査の力 ―臨床検査の可能性を求めて―

一般演題登録期間

2019 年 5 月 7 日（火）〜 7 月 1 日（月）正午まで（サイト閉鎖）

事前参加登録期間

2019 年 7 月 1 日（月）正午 開始予定

宿泊申込期間

2019 年 7 月 1 日（月）正午 開始予定

学会参加費

【会員】5,000 円 【非会員】15,000 円 【学生】無料

情報交換会

【日 時】2019 年 11 月 2 日（土）19：00 〜（予定）
【会 場】くにびきメッセ 1F 多目的ホール
島根県松江市学園南 1 丁目 2 番 1 号
【参加費】5,000 円
【定 員】350 名（予定） ※上限に達し次第、受付終了いたします。

託児のご案内

学会会場内に託児所（有料）を設けます。
詳細は後日、学会ホームページに掲載します。

日臨技企画

「教育制度の改革と臨床実習のあり方」
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 代表理事会長

宮島 喜文 先生

特別講演

「まちを元気にするコミュニティナース（仮）」
Community Nurse Company 株式会社 代表取締役

矢田 明子 先生

「AI とこれからの臨床検査（仮）」
岩手医科大学医学部 臨床検査医学講座 教授

諏訪部 章 先生

教育講演

「新 WHO 分類を含めたリンパ球系腫瘍について（仮）」
島根大学医学部附属病院 先端がん治療センター / 腫瘍・血液内科 教授

鈴宮 淳司 先生

シンポジウム・特別企画
特別企画

◆「臨床検査の品質・精度の確保に第三者評価をどう活かすか」

医療法等の一部改正によりすべての医療機関に検体検査の精度の確保が法的に求められるこ
ととなりました。今年 5 月の日本医学検査学会（下関）においても日臨技企画として医療法改
正と精度管理標準化の方向性について取り上げられていますが、ここでは ISO15189 や JCI
(Joint Commission International)、日臨技精度保証施設認証制度などの第三者評価の要求事項
が精度の確保にどのように役立ち、それをどう活かすべきかという視点で審査機関、日臨技、
認定取得医療機関それぞれの立場からシンポジストの方々に発表頂き、議論を深めたいと考え
ています。

生物化学分析部門

◆「精度管理データ共有化の実際

―臨床検査データの統一化をめざして―」

現在の医療現場では施設間で共有できる検査値が求められており、地域医療ネットワークの
発展に伴い検査の標準化・共有化の整備が必須です。私たち臨床検査技師は正確な測定値の提
供と精度を保証する手段として、日常の内部精度管理対応、サーベイへの参加および許容幅を
超えた場合の是正処置を行い、常に問題を改善しながら精度管理を行うことが重要です。今回
のシンポジウムでは①内部精度管理法、②外部精度管理で許容範囲を超えた場合の是正方法、③
サーベイ主催側から C、D 評価のある施設への是正介入方法、④パッチワークシステムなど大
規模サーベイの具体的な実施状況について現状と問題点を提示して頂き、今後の精度管理の在
り方について議論したいと考えています。

臨床一般部門

◆「泌尿器系悪性疾患を捉える

―様々な角度からのアプローチ―」

近年、検査業務の多様化によって臨床検査技師の役割はより専門化・細分化されてきています。
病院の規模が大きくなればなるほどその傾向は強く、専門性が高められる一方他部門の検査に
ついて把握しにくいといったこともあるのではないでしょうか。今回泌尿器系の悪性腫瘍に
テーマを絞り、医師および画像検査・超音波検査・病理検査・一般検査の各専門分野でどのよ
うに検査を進めているのかを発表頂き、議論したいと考えています。幅広い知識を得る事により、
多角的に疾患を捉えられるようになること、また的確な検査結果を報告できるようになること
を目的としています。

臨床血液部門

◆「末梢血から骨髄像まで

―血液疾患を見逃さないために―」

末梢血から骨髄像までにおいて CBC・スキャッタグラム・細胞形態・FCM の各方面から、
良く遭遇する症例から稀な症例まで幅広く、診断に結びつくポイントについて議論する。新
WHO 分類からの新しい話題やこれからの課題などを含め、様々な観点から血液疾患を捉えて
いけるようなシンポジウムの構成となっております。
ベテランの方は勿論のこと、初心者や当直時にでも役立つような情報をシンポジストの方々
に発表頂き、有意義なシンポジウムになればと考えています。

臨床微生物、遺伝子・染色体部門

◆「感染症診療への貢献

―迅速な検査体制を求めて―」

感染症診療において微生物検査の役割は重要であり、塗抹・培養・同定・薬剤感受性といっ
た基本的な検査はもちろんのこと質量分析、遺伝子検査といった迅速に検査を行うことができ
る検査技術も多く用いられるようになっています。また臨床検査技師の業務拡大が推進され
POCT を用いたベッドサイドや在宅医療での検査や救急医療の場における臨床検査など微生
物検査技師の知識や技術を活かして活躍できる場が今後増加することが期待されています。本
企画を通じて各施設での検査方法や取り組みを学び、今後の自施設の検査体制の見直しや再構
築につなげていただく場になればと考えています。

輸血細胞治療、臨床検査総合部門 ◆「災害時に発揮する検査の力 ―備えはできていますか―」
近年中四国地区でも地震や豪雨災害が発生し、中には甚大な被害を受けた地域もあります。
そこで実際に被災した際に医療機関、検査室としての対応のありかたをシンポジストの方々
の経験談を交えながら議論していきます。また輸血部門の関わり方として、災害時における血
液製剤の供給体制についても学んでいただきます。
各施設での災害への備えを考える一助となれば幸いです。

病理細胞部門

◆「がんゲノム医療と病理検査

―その全容と検査技師に求められる役割―」

遺伝子関連検査技術の進歩、実用化に伴い、近年ではがんゲノム医療中核拠点病院および連
携病院の指定、遺伝子パネル検査の先進医療の開始など、がんゲノム医療への取り組みが進ん
でいます。このような状況の中で、臨床検査技師に求められる役割、遺伝子検査の流れと内容、
医療コーディネーターとしての役割など、がんゲノム医療の実際を理解し、病理検査の今後の
あり方について理解を深めたいと考えています。

臨床生理部門

◆「ガイドラインに沿った超音波検査のすすめ」

現在、日本超音波医学会などから多くの領域でガイドラインが発表されている。超音波診断
装置の進歩と治療法の進歩や、疾患概念の変革によって内容は発展している。
検査の現場では、病院毎に決められた方法で長年、検査をしている場合が多いと考える。個々
では認定取得や学会、研修会に参加しており知識もあり検査に活かしているが、検査室として
ガイドラインの存在を認知しガイドラインに沿った検査方法になっているか見直すきっかけに
してほしい。

臨床生理部門

◆「生理学的検査の精度管理と教育プログラム

―ISO15189を活用した取り組み―」

生理検査での精度管理は、これをすれば良いというはっきりとした指針はないがどの施設で
も手探りで始めている。日常点検を含めた機器と私達検者の精度管理がある。
ISO15189 を取得した施設の取り組みを知り、生理検査の精度管理の方法を知ってほしい。
また、教育も施設毎で工夫して行っているが、指導する方もされる側も迷いなくおこなえる
ISO 教育プログラムを確立し使用している施設に学びたい。
今回、ISO を取得予定のない施設でも役に立つ精度管理と教育をテーマにしたので総合討論
で活発な議論となるようにしたい。

事前参加申込方法

1．事前参加登録について
本学会でもインターネットを利用した事前参加
登録ならびに情報交換会受付を行います。事前参
加登録をされた方はランチョンセミナーの事前申
込が可能です。登録・申込は学会ホームページか
らお願いいたします。
2．事前参加登録期間
2019年7月1日（月）正午 開始予定
なお、情報交換会は350名分のみ販売いたしま
す。事前情報交換会登録で350名分が完売した場合
は、当日券はございませんのでご了承お願いいた
します。
3．学会参加費
参加区分

事前参加費

当日参加費

日臨技会員

5,000円

5,000円

賛助会員
関連学会・団体会員

―

5,000円

非会員

―

15,000円

学生・大学院生

―

無

料

4．事前参加登録方法
1．学会ホームページから「事前参加登録」ページ
へお進みください。
2．各種注意事項をよくお読みのうえ『事前参加登
録』ボタンをクリックしてください。
3．登録画面上の項目に沿って必要事項を選択・記
入し、登録してください。
4．登録されたメールアドレスへ自動メールが送信
されますので、必ず内容をご確認ください。
5．学会参加費の支払い手続きを行ってください。
情報交換会をお申込の方は、情報交換会費を合
算した金額をお支払いください。

5．当日参加受付
当日参加受付は、島根県民会館 1F ロビーにて行
います。
6．情報交換会
【日 時】2019年11月2日（土）19：00〜（予定）
【会 場】くにびきメッセ 1F 多目的ホール
【参加費】5,000円
7．お問い合わせ先
2019年度日本臨床衛生検査技師会
中四国支部医学検査学会（第52回）
運営事務局
アクティブ・プロ
〒683-0851 鳥取県米子市夜見町1895-3
TEL：0859 - 48 - 0700 FAX：0859 - 48 - 0600
E-mail：jamt52chushi@act-p.net

一般演題申込方法

一般演題を登録される場合は以下の要領を熟読
のうえお申し込みください。
1．演題受付期間
2019 年 5 月 7 日（火）〜 7 月 1 日（月）正午まで
（サイト閉鎖）
2．一般演題申込資格
【筆頭発表者】
1）会員・賛助会員
日臨技または中四国支部９県いずれかの賛
助会員については、無料で発表できます。
2）医療業界に籍を有する有資格者の非会員
会員外扱いとなり１演題につき１万円を申
し受けます。
3）一般国民
医療業界に籍を有しない一般国民は、無料
で発表できます。
【共同演者】
・筆頭発表者に準じ、１演題あたり７名までと
します。
・医療業界に籍を有する非会員の場合、別途料
金（5,000 円）を申し受けます。
・複数の演題に登録があっても 5,000 円としま
す。
※当日受付にてお支払いください。
3．一般演題申込方法
日臨技総合情報システム（JAMTIS）を利用し
た Web からの申込みにて受付いたします。
抄録登録方法には、以下の 2 種類がありますの
で、いずれかの方法で登録してください。
■テキスト入力方式
従来からの Web 入力方法
■ファイルアップロード方式
ダウンロードしたテンプレートを用いて作成
した抄録をアップロードする方法
※画像や特殊文字を使用して入力する場合は、
【ファイルアップロード方式】を選択してく
ださい。

①学会ホームページの「演題募集」ページ内に
ある『発表する』ボタンより、日臨技総合情
報システム（JAMTIS) にアクセスし、ログ
イン後に次の操作を行って下さい。
1. メニューの「演題登録／変更」をクリック
2. 主催技師会「中四国支部」を選択
3. 開催年月日「2019/11/01 以降」で検索
4.「2019 年度日本臨床衛生検査技師会中四国
支部医学検査学会（第 52 回）」を選択し、
演題登録ならびに抄録原稿を入力してく
ださい。入力方法は、JAMTIS のガイダ
ンスに従ってください。
②抄録原稿は 900 字程度にまとめ、文章の最後
に連絡先（電話番号）全角カナ氏名および
E-mail アドレスを記載してください。
※演題と抄録原稿は、個別に登録することが可能
です。
※E-mail アドレスは演題採否等、以後の連絡に使
用しますので、特に注意して登録してください。
※JAMTIS から登録できない場合は、運営事務局
にご連絡ください。
4．原稿受領等の通知について
・ 原稿受領等の通知は E-mail で行います。
・ 登録後 1 週間を経過しても受領通知が届かない
場合は、運営事務局にお問合わせください。
5．お問い合わせ先
2019年度日本臨床衛生検査技師会
中四国支部医学検査学会（第52回）
運営事務局
アクティブ・プロ
〒683-0851 鳥取県米子市夜見町1895-3
TEL：0859 - 48 - 0700 FAX：0859 - 48 - 0600
E-mail：jamt52chushi@act-p.net

演 題 発 表

1．発表原稿（プレゼンテーションデータ）の
作成について

1）データ持込みによる発表の場合
・ プレゼンテーション用 PC の OS は Windows10
を 使 用 し、Microsoft Power Point 2010・2013・
2016 をインストールしています。これらのアプ
リケーションにて正常に動作するデータにてご
用意ください。
・ フォントは Windows10 標準のフォントにて作成
してください。
例）MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、
MSP 明 朝、Times、Times New Roman、
Arial
・ データは USB メモリまたは CD-R でお持ち込み
ください。保存したデータが、他の PC でも読み
込めることを事前にご確認ください。また、発
表データのファイル名は〈演題番号（半角英数字）
＋発表者氏名〉としてください。
例）A-1 島根太郎
・ Mac で作成したもの、動画・音声を含む場合は、
必ずご自身の PC 本体をお持ち込みください。
2）PC 本体持込みによる発表の場合
・ 会場でご用意する PC ケーブルコネクタの形状は
D-sub mini 15pin（図参照）です。この出力端子
を持つ PC をご用意いただくか、この形状に変換
するコネクタを必要とする場合には必ずご持参
ください。電源ケーブルもお忘れなくお持ちく
ださい。
・ 再起動をすることがありますので、パスワード
入力は 不要 に設定してください。
・ スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前
に解除しておいてください。
・ 動 画 デ ー タ 使 用 の 場 合 は、Windows Media
Player で再生可能であるものに限定いたします。

D-sub mini 15pin

会場で用意するケーブル
（オス）

演者の PC
（メス）

・万一のためにデータのバックアップを USB メモ
リ、CD-R でご用意ください。

2．発表原稿（プレゼンテーションデータ）の
受付について

【受付日時】11 月 2 日（土）8：00 〜 17：30（予定）
11 月 3 日（日）8：00 〜 15：00（予定）
・ セッション開始 30 分前までに、発表施設内の
PC 受付にてデータの試写を行ってください。
・ 発表者自身が発表原稿受付のパソコンで動作確
認を行ってください。
・ データの修正はできませんのでご了承ください。
・ データ受付媒体は、USB メモリーのみです。ウ
イルスチェックを必ず済ませ、万が一に備えて
バックアップデータを用意してください。
・ USB メモリーには、発表原稿以外のデータは入
れないでください。
・ お預かりした発表データは、学会終了後、学会
事務局が責任を持って削除いたします。

3．演題発表について

・ 一般演題の発表はすべてパソコンによるプレゼ
ンテーションです。
・ 各会場のプロジェクターは 1 台です。パソコン
の操作は演者自身が行ってください。
・発表者ツールは使用できません。
・一般演題の発表時間は、発表 7 分、質疑 3 分の
合計 10 分です。
・発表時間は口演を開始したときからではなく「座
長による演題紹介が開始されたとき」とします。
・発表終了 1 分前に黄色ランプが点灯し、終了時
に赤色ランプが点灯します。円滑な進行のため、
時間厳守でお願いします。
・ 演題発表要領は変更される場合もあります。演
題発表者は運営事務局からの案内および学会
ホームページで確認してください。
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お問い合わせ先
2019 年度日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会（第 52 回）運営事務局
アクティブ・プロ
〒683-0851 鳥取県米子市夜見町 1895-3
TEL：0859-48-0700 FAX：0859-48-0600

E-mail：jamt52chushi@act-p.net

