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　昨年から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、「JA新潟厚生連臨床検査技師会春季研修会」、「JA新潟厚
生連臨床検査技師会秋季研修会」は開催できなかった。今年度は新型コロナウイルスの感染予防対策を実施した上
で、「JA新潟厚生連臨床検査技師会新人研修会」、「JA新潟厚生連臨床検査技師会輸血実技講習会」を開催する事が
できた。例年派遣参加している日本医学検査学会、北日本支部医学検査学会等も今年度はWeb開催であった為、多
くの厚生連施設より参加する事ができた。
　令和 3年度に JA新潟厚生連臨床検査技師会が企画運営した学術活動を報告する。
　内部研修は、「JA新潟厚生連臨床検査技師会新人研修会」、「JA新潟厚生連臨床検査技師会輸血実技講習会」の他
に教育研修の「日臨技 e-ラーニング研修（インターネットを利用した自己学習）」、「JA新潟厚生連臨床検査技師会
細胞診講習会」の 4研修を行った。
　日臨技 e-ラーニング研修は、入職 1年目から入職 3年目の技師を対象に必修であるそれぞれのコンテンツの受講
する研修を行った。
　JA新潟厚生連臨床検査技師会細胞診講習会は、病理研究班の学術指導と技術指導の講師を設けて細胞検査士資格
試験の受験対策として開催された。
　今年度は昨年度より多くの研修会・講習会を行う事ができた。来年度も今年度以上の活動ができるように努力し
ていきたい。
　以下に令和 3年度の各研修会活動内容の詳細を示す。（所属病院、姓名は研修会当時のものである）

【令和 3年度 JA新潟厚生連臨床検査技師会新人研修会】参加人数：19名
　日時：令和 3年 6月 5日（土）10：00～16：10
　会場：JA新潟厚生連長岡中央綜合病院　講堂及び各検査室
　受講対象者…新採用職員 7名
　　　　　　　竹田　洸　　　（糸魚川総合病院）
　　　　　　　佐藤　晴香　　（上越総合病院）
　　　　　　　湯本　夏未　　（上越総合病院）
　　　　　　　太田　真弘　　（柏崎総合医療センター）
　　　　　　　金子　采佳　　（小千谷総合病院）
　　　　　　　石田　穂乃華　（長岡中央綜合病院）
　　　　　　　関根　望　　　（佐渡総合病院）　　　　　　　　　　　　　　　［順不同］

　開会挨拶　　　　　　　　　　　　　…　山宮　龍一　会長
　厚生連・技師会の概況と現状　　　　…　山宮　龍一　会長
　病院における医療安全・感染対策　　…　安藤　昭子　副会長
　血液検査　　　　　　　　　　　　　…　佐藤　雅哉　技師　　 （長岡中央綜合病院）
　微生物検査　　　　　　　　　　　　…　笹川　亮　　技師　　 （三条総合病院）
　生化学検査　　　　　　　　　　　　…　木島　貴志　主任技師（糸魚川総合病院）
　輸血関連　　　　　　　　　　　　　…　佐藤　雅哉　技師　　 （長岡中央綜合病院）

　＜実技講習 生理検査＞
　　　　　　　　　　　　　講師　　 寺島　健　　主任技師（柏崎総合医療センター）
　　　　　　　　　　　　　実務委員 藤田　桂子　技師　　 （三条総合病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 西村　祥子　技師　　 （長岡中央綜合病院）
　＜実技講習 一般検査＞
　　　　　　　　　　　　　講師　　 片沼　和輝　技師　　 （あがの市民病院）
　　　　　　　　　　　　　実務委員 大関　洸士　技師　　 （長岡中央綜合病院）

　閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　…　吉田　賢一　副会長

要旨：参加者同士の充分な距離の確保、手指消毒、換気、備品消毒等の感染対策を行った上で研修会を開催した。
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今年度入職者の 7名を受講者とし、厚生連の概況や技師会活動、医療安全、感染対策、各部門（血液、微生
物、生化学、輸血）の専門知識等について、また生理検査と一般検査については、各検査室で実技を含め各
部門担当者より指導した。今回の研修会は、入職者が各施設で日当直、夜勤業務に入る前に、担当部門以外
を研修できる貴重な機会となっている。今回得た知識、技術を今後の業務に役立ててくれることと期待して
いる。

【令和 3年度 JA新潟厚生連臨床検査技師会輸血実技講習会】参加人数：10名
　日時：令和 3年 9月 4日（土） 9：00～17：00
　会場：JA新潟厚生連長岡中央綜合病院　外来 5ブロック会議室
　学術指導者：　 3名
　　　　　　　　　　笠井　恵美子　（佐渡総合病院）
　　　　　　　　　　小林　由佳里　（柏崎総合医療センター）
　　　　　　　　　　佐藤　雅哉　　（長岡中央綜合病院）

　受　講　者：　 7名
　　　　　　　　　　竹田　洸　　　（糸魚川総合病院）
　　　　　　　　　　佐藤　晴香　　（上越総合病院）
　　　　　　　　　　湯本　夏未　　（上越総合病院）
　　　　　　　　　　太田　真弘　　（柏崎総合医療センター）
　　　　　　　　　　金子　采佳　　（小千谷総合病院）
　　　　　　　　　　石田　穂乃華　（長岡中央綜合病院病理部）
　　　　　　　　　　関根　望　　　（佐渡総合病院）　　　　　　　　　　　［順不同］

要旨：今年度入職者の 7名を受講者とし、認定輸血検査技師が講師となり、輸血検査の基本となる試験管法の正し
い検査方法、緊急時を含む輸血時の対応について学術指導した。血液型検査、不規則抗体検査について、勤
務時にも遭遇する予期せぬ反応が見られる検体を用意し、必要な追加検査などの対応方法について知識を深
めた。輸血ミスは重大な医療過誤に繋がる場合があり、特に休日夜間に発生しやすいと言われている。その
防止の観点からも、安全な輸血療法を確立するため取り組むべき重要な講習であると考えている。

 参加者同士の距離の確保、体温測定、手指消毒、換気、備品消毒等の感染対策を行なった上で講習会を開催
した。

【日臨技 e- ラーニング研修】
　日時：令和 3年10月～令和 3年12月（ 3か月間）
　会場：各施設（病院）及び自宅
　内容：日本臨床衛生検査技師会の e-ラーニングの受講
　研修対象者・・・（入職 1年目、入職 2年目、入職 3年目）
　入職 1年目　臨床検査技師　 8名
　　竹田　洸　　 （糸魚川総合病院）　　　　　　茂田井　直也（糸魚川総合病院）
　　佐藤　晴香　 （上越総合病院）　　　　　　　湯本　夏未　 （上越総合病院）
　　太田　真弘　 （柏崎総合医療センター）　　　金子　采佳　 （小千谷総合病院）
　　石田　穂乃華（長岡中央綜合病院病理部）　　関根　望　　 （佐渡総合病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［順不同］

　入職 2年目　臨床検査技師　15名
　　秋山　ゆり　 （糸魚川総合病院）　　　　　　林　真梨瀬　 （上越総合病院）
　　磯貝　真那　 （上越総合病院）　　　　　　　永原　俊希　 （上越総合病院）
　　吉田　結衣　 （柏崎総合医療センター）　　　長谷川　直緒（柏崎総合医療センター）
　　桒原　謙　　 （小千谷総合病院）　　　　　　石井　唯奈　 （長岡中央綜合病院）
　　関根　由美子（長岡中央綜合病院病理部）　　井野　恵理花（長岡中央綜合病院病理部）
　　髙橋　優希　 （村上総合病院）　　　　　　　斎藤　美咲　 （村上総合病院）
　　中澤　和希　 （村上総合病院）　　　　　　　冨田　顕史　 （佐渡総合病院）
　　花澤　夏芽　 （佐渡総合病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［順不同］

　入職 3年目　臨床検査技師　 9名
　　瀧澤　舞　　 （上越総合病院）　　　　　　　小林　亜矢音（上越総合病院）
　　平　桃子　　 （小千谷総合病院）　　　　　　常木　菜々恵（長岡中央綜合病院病理部）
　　中嶋　惇人　 （新潟医療センター）　　　　　吉川　早紀　 （村上総合病院）
　　難波　大希　 （佐渡総合病院）　　　　　　　福原　祐斗　 （佐渡総合病院）
　　熊谷　健利　 （佐渡総合病院）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［順不同］

【令和 3年度 JA新潟厚生連臨床検査技師会細胞診講習会】参加人数：15名
　日時：令和 3年11月 7 日（日）10：00～16：00
　会場：JA新潟厚生連長岡中央綜合病院　病理部
　学術指導者：大橋　珠紀　 （長岡中央綜合病院病理部）
　　　　　　　山田　玲　　 （長岡中央綜合病院病理部）
　　　　　　　鈴木　杏奈　 （長岡中央綜合病院病理部）
　　　　　　　西村　梨南　 （長岡中央綜合病院病理部）
　技術指導者：小杉　久良　技師長（長岡中央綜合病院病理部）
　　　　　　　戸田　誠二　主任　 （上越総合病院）
　　　　　　　上村　綾香　　　　 （新潟医療センター）
　受　講　者：常木　菜々恵（長岡中央綜合病院病理部）
　　　　　　　石田　穂乃華（長岡中央綜合病院病理部）
　　　　　　　大瀧　直也　 （上越総合病院）
　　　　　　　林　真梨瀬　 （上越総合病院）
　　　　　　　瀧澤　正子　 （上越総合病院）
　　　　　　　関根　由美子（新潟医療センター）
　　　　　　　井野　恵理花（新潟医療センター）
　　　　　　　種村　直美　 （あがの市民病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［順不同］

要旨：今年度細胞検査士資格試験を受験中の 4名、また、今年入職し来年の受験を目指す 1名を主な受講者とし、
他、有資格者 3名と講師 7名の合計15名の参加で講習会を開催した。来月に行われる実技試験対策として、
当日の試験形式による標本の鏡検を行い、その後、回答・解説を講師より行った。時間を制限し多数の症例
の鏡検を実施したことで、緊張や焦りを感じ、試験当日は冷静に判断する必要性を感じたという受講者もい
た。また、講師から丁寧な細胞像の説明を受けたことで、より細胞診断に対しての理解が深まったようであ
る。有資格者にとっても、精度管理にもつながることになり大変有意義な講習会であったと考える。当日は、
体温測定、手指消毒、顕微鏡の消毒や、昼食は広い講堂を利用するなど、新型コロナウイルス感染対策の観
点にも気を配りながら、講習会を開催した。

【令和 3年度学会派遣状況】
　・第70回日本医学検査学会
　　日時：令和 3年 5月15日（土）～ 6月14日（月）
　　会場：Web開催（オンデマンド開催）
　　参加者24名
　　木島　貴志　 （糸魚川総合病院）　　　　　瀧澤　悠太　 （糸魚川総合病院）
　　植木　基彦　 （けいなん総合病院）　　　　小林　泰生　 （上越総合病院）
　　小林　亜矢音（上越総合病院）　　　　　　樋口　京花　 （柏崎総合医療センター）
　　福田　祐介　 （柏崎総合医療センター）　　桒原　謙　　 （小千谷総合病院）
　　平　桃子　　 （小千谷総合病院）　　　　　樋口　正幸　 （長岡中央綜合病院）
　　奈良　佳輝　 （長岡中央綜合病院）　　　　安達　俊幸　 （長岡中央綜合病院）
　　大関　洸士　 （長岡中央綜合病院）　　　　山田　玲　　 （長岡中央綜合病院病理部）
　　宇佐美　宏晃（三条総合病院）　　　　　　渡辺　玲子　 （新潟医療センター）
　　井野　恵理花（新潟医療センター）　　　　渡邊　里絵　 （豊栄病院）
　　片沼　和輝　 （あがの市民病院）　　　　　津島　千花　 （村上総合病院）
　　吉川　早紀　 （村上総合病院）　　　　　　北見　嘉男　 （佐渡総合病院）
　　斉藤　裕美　 （佐渡総合病院）　　　　　　熊谷　健利　 （佐渡総合病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［順不同］

　・第 9回北日本支部医学検査学会
　　日時：令和 3年11月 1 日（月）～11月30日（火）
　　会場：Web開催（オンデマンド配信）
　　参加者24名
　　伊藤　結子　 （糸魚川総合病院）　　　　　秋山　ゆり　 （糸魚川総合病院）
　　吉浦　晶也　 （けいなん総合病院）　　　　宮崎　麻美　 （上越総合病院）
　　奈良　真美　 （上越総合病院）　　　　　　鶴巻　浩太朗（柏崎総合医療センター）
　　城沢　真依　 （柏崎総合医療センター）　　土屋　亜弥　 （小千谷総合病院
　　金子　采佳　 （小千谷総合病院）　　　　　江口　克也　 （長岡中央綜合病院）
　　佐藤　雅哉　 （長岡中央綜合病院）　　　　飯浜　綾子　 （長岡中央綜合病院）
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　　西村　祥子　 （長岡中央綜合病院）　　　　鈴木　杏奈　 （長岡中央綜合病院病理部）
　　遠藤　恭平　 （三条総合病院）　　　　　　三富　圭　　 （新潟医療センター）
　　中嶋　惇人　 （新潟医療センター）　　　　市野瀬　景子（豊栄病院）
　　林　春紀　 　（あがの市民病院）　　　　　髙橋　優希　 （村上総合病院）
　　齋藤　美咲　 （村上総合病院）　　　　　　姥澤　里香　 （佐渡総合病院）
　　冨田　顕史　 （佐渡総合病院）　　　　　　難波　大希　 （佐渡総合病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［順不同］


