
 

平成 28年 6月 25日 

 
会員各位 
 

一般社団法人 宮城県臨床検査技師会 

会長  大森 智子 

（公印省略） 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

                                           会長  宮島 喜文 

（公印省略） 

 
  

                
 平成 28 年度「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」のお知らせ 

 
謹啓 
時下、会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は宮臨技に対

して格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、この度、平成 28 年度 日臨技・宮臨技主催「検査説明・相談ができる臨床検査技

師育成講習会」を開催する運びとなりました。3 年間に宮臨技会員の一割の参加を目標にし

た企画で、今回が最後になります。昨年参加いただきました会員のアンケート調査からも、

大変好評を得た研修会です。ぜひ多くの会員の皆様に関心を持っていただき、ご参加いた

だきたいと思います。 
敬具 

 
１ 研修目的 

  平成 19 年 12 月 28 日付厚生労働省医政局長通知(医師及び医療関係事務職員等との間

等での役割分担の推進)をうけ、平成 25 年度において各都道府県技師会から各 1 名の企

画担当者を選任のうえ、「平成 25 年度検査説明・相談ができる臨床検査技師育成企画担

当者講習会」を開催しました。 

  この講習を受けた企画担当者が各都道府県単位で「検査説明・相談ができる臨床検査

技師育成講習会」を開催し、臨床検査技師に患者向けの臨床検査説明･相談実施に必要な

知識及び技術を習得させ、もって臨床検査技師のチーム医療参画の質的向上を図ること

を目的としています。 

 

２ 講習会の実施等 

  本講習会は、日臨及び都道府県技師会共同主催とし、3年間で日臨技会員の約 1割に相

当する 5,000 名の講習修了者を目標に実施することとし、47 都道府県技師会で開催しま

す。 



 

  

３  主催    一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

        一般社団法人 宮城県臨床検査技師会 

 

４  後援      厚生労働省    

公益社団法人 日本医師会      公益社団法人 日本看護協会     

一般社団法人 日本病院会      公益社団法人 全日本病院協会  

公益社団法人 全国自治体病院協議会 

一般社団法人 日本臨床検査医学会     チーム医療推進協議会 

公益社団法人 宮城県医師会         公益社団法人 宮城県看護協会   

宮城県臨床心理士会 

 

５ 受講対象 

  当会会員臨床検査技師を対象 

 

６ 実施期間 

  平成２６年度～平成２８年度の３年間 

 

７ 参加募集人員 

  平成 28 年度 約 50名 開催日平成 28年 9月 10日 11日の 2日間 

   

８ 受講料 10,000円（振込になります。振込先は受付した方へメールで返信します。） 

 

９ 生涯教育点数 基礎 30点 
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平成 28 年度（一社）日本臨床衛生検査技師会・ 

（一社）宮城県臨床検査技師会主催研修会 

検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会 
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【目 的】平成 19年 12月 28日付厚生労働省医政局長通知(医師及び医療関係事務職員

等との間等での役割分担の推進)をうけ、臨床検査技師が患者向けの臨床検査説明･

相談実施に必要な知識及び技術を習得し、もって臨床検査技師のチーム医療参画の質

的向上を図ることを目的とする。 

【日 時】平成 28年 9月 10日（土）9：00～11日（日）16：00 

【場 所】東北大学医学部保健学科 第 1講義室 

     仙台市青葉区星陵町 2-1 

 

【日 程】 

≪１日目≫ 9月 10日（土） 

8：30 受付開始 

9：00 開会のあいさつ 宮城県臨床検査技師会会長     大森 智子 

9：15 （ﾋﾞﾃﾞｵ放映）『臨床検査技師が検査説明・相談に取り組む意義』 

    講師：日本臨床検査技師会長            宮島 喜文 

9：45 講演『患者心理について』 

講師：大崎市民病院本院診療部主任臨床心理士   渡邉 裕美 先生 

臨床心理学にもとづく知識や技術を用いて、人間の“こころ”の問題にアプ

ローチする“心の専門家で、かつ総合病院で実際患者と接している講師から、

患者心理についてお話しいただきます。 

10:45  休憩 

11:00 講演『看護師の患者接遇のスキルを学ぶ』 

    講師：東北公済病院看護部次長          高橋 ひとみ 先生  

看護師が現場で行っている、看護実践の基盤となるコミュニケーシュン能力に

ついて、事例を交えながらご教授いただきます。 

12:00  昼食 

13:00 講演『検査説明を開始して』 

     講師：JA秋田厚生連大曲厚生医療センター臨床検査科 

技師長 藤田 秀文 先生   

検査説明・相談を開始した施設から、準備から現在に至るまでの状況について

お話いただく予定です。 

14:00 講演『検査説明・相談の実例』 

    講師：岩手県立中央病院主任臨床検査技師     工藤 奈美 先生 

実際に検査説明を実施している立場から、経緯、状況、実績、内容、課題等に

ついてお話しいただく予定です。 

15:00  休憩 



15:15 R－ＣＰＣ〈初級レベル〉 

講師：元東北大学大学院医学系研究科保健学専攻病 態検査学分野教授 

吉田 克己 先生 

症状や診察所見の情報のない状況で、臨床検査データをもとに、症例の病を 

推定しつつ討論する R－CPC 初級レベルを準備いたします。 

16：45 

 

≪２日目≫ 9月 11日（日） 

9：00 開場 

9：30 トレーニング『良好な人間関係を築くコミュニケーションスキル 』   

講師 アボットジャパン株式会社コマーシャルトレーニング部  

加藤 明彦 先生  牧野 綾 先生 

関係性によって異なるコミュニケーションのポイントをご紹介します。わず
かな意識によって話法・行動を変えるだけで良好な関係に改善することがで
きます。職場における人間関係、初対面の相手とのコミュニケーションなど、
日頃改善したいと考えているケースを題材に描きながら演習します。コミュ
ニケーションの柱である“対立解消力”に特化し、強化するためのプログラ
ムです。 

11:30  休憩 

11:45 意見交換『臨床検査技師の検査説明・相談への期待にどう応えるか』 

     臨床検査技師の検査説明に寄せる医師の期待に応えていくためには、何が必

要か。参加者全員で意見交換する場を設けます。 

12:30 昼食 

13:30 ロールプレイ『検査説明の実際〈初級レベル〉』 

     講師：岩手医科大学病院検査部教授        諏訪部 章 先生 

臨床検査技師が検査説明を実施する必要性についてお話しいただき、結果説明

の実技を通して、能力向上を目指します。2日間行われた講習会の集大成。こ

れまでの講習がすべて活かされる時間になります。   

16：00  修了式 解散 

 

研修会事務局 

     〒984-0075 仙台市若林区清水小路 5-6 エステート五橋 704号 

    （一社）宮城県臨床検査技師会事務所 

    TEL 022-723-4896 FAX 022-723-4901 

      Emai：member@miyagi-ringi.org 

研修会責任者 

    氏家 和明  大崎市民病院 
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参加申込用紙 
 

参加希望の方は、下記の A または B の方法でお申込みください。申込み受付後、参加

費振込先をＥメールにて返信いたします。申込み後 1 週間以上研修会受付確認返信メー

ルがない場合は、事務局までお問い合わせ下さい。（なるべくならメールでの申し込みをお

願いいたします。） 
Ａ：E メールでの申込み 
1)研修会名：検査説明講習会 2）会員番号 3)漢字氏名(ふりがな） 4)性別  5)施設名 

6)所属部署 7）施設住所 8)電話番号 9)FAX 番号 10）連絡メールアドレス 
11）備考 
以上 1)～11)を列記し下記アドレスへメール送信してください。 

Emai：member@miyagi-ringi.org 
 
Ｂ：FAX での申込み 
下記の申込書に必要事項をご記入の上、FAX にて研修会事務局まで直接お申し込み下

さい。 
FAX 送付先：（一社）宮城県臨床検査技師会事務所 

FAX 番号：022-723-4901 

 

研修会名 検査説明講習会 

会員番号  

漢字氏名（ふりがな）  

性別 男性           女性 

施設名 
 

所属部署  

施設住所（連絡先） 〒  

電話番号/FAX番号 
 

連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

備考  

 
 
注意事項 

連絡はすべて電子メールで行います。連絡用Eメールアドレスは必ずご記入ください。 
申し込み期間 平成 28 年 7 月 1 日～7 月 20 日。その後参加費振込先をメールでお知らせし

ます。 

mailto:member@miyagi-ringi.org�
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                                        平成 28 年 6 月 25 日   

 各 施 設 長   殿 

 

一般社団法人 宮城県臨床検査技師会技師会 

会長  大森 智子 

（公印省略） 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

                                           会長 宮島 喜文 

（公印省略） 

 

 

平成 28 年度日臨技、都道府県技師会主催「検査説明･相談ができる 

臨床検査技師育成講習会 」への参加希望者について(お願い) 

     

 謹啓 

平素は技師会に対して格別のご理解並びにご指導を賜り、深く感謝いたします。 

さて、ご高覧の通り、平成 19 年 12 月 28 日付厚生労働省医政局長通知(医師及

び医療関係事務職員等との間等での役割分担の推進)で、検査説明について、医

師等の指示の下に臨床検査技師も行うことができるが、主に医師や看護職員のみ

で行っている実態があり、適切な業務分担により医師の負担軽減が可能になるとさ

れました。 

技師会においては、この指摘をふまえて、臨床検査技師に検査説明･相談実施

に必要な知識及び技術を習得させ、もって臨床検査技師のチーム医療等への参画

及び質的向上を図ることが有用であると考え、本年度より、全国共通カリキュラムを

適用した 平成 28 年度日臨技、都道府県技師会主催「検査説明・相談ができる臨

床検査技師育成講習会」を開催することといたしました。 

宮城県内におけるこの講習会の成果を高めるために、貴施設より受講派遣者を

お願いしたく存じます。また開催要項等の詳細は別紙をご参照ください。 

   なお、貴施設所属受講者に関して、この講習会の趣旨をご理解いただき、可能

であれば受講料のご負担につきましても貴施設においてご配慮賜れば幸いです。    

謹白 
 

 ≪連絡先≫  

                     一般社団法人 宮城県臨床検査技師会 

住所：984-0075 仙台市若林区清水小路 5-6 エステート五ッ橋 704 号 

                              電話：022-723-4896 

           担当： 氏家和明（大崎市民病院臨床検査部）       

 


