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P1～P2 平成27年賀詞交換会・情勢報告会・特別講演会・全国幹事会を開催 

P2 「国民医療を守るための総決起大会」に参加 

P3 平成26年度 先駆的チーム医療実践講習会～消化器内視鏡技師のレベルアップと業務拡大～ 

P4～P5 平成26年度全国「検査と健康展」各地らからの報告/ポスターギャラリー 

P5「医学検査」論文作成投稿要領・投稿表紙が変わります/認定認知症領域検査技師制度第1回指定講習会の受講受付を終了！ 

中井規隆 

 本年で３回目となる平成27年賀詞交換会ならびに情

勢報告会、特別講演会、全国幹事連絡会を、１月23・

24日にかけて開催いたしました。日臨技と都道府県技

師会ならびに関係諸団体と相互の交流を深め、また情

報交換を行うことで日臨技活動の方針を共有していた

だくことを目的としています。 

 今年は特別講演として前厚生労働大臣である田村憲

久衆議院議員をお招きし、今後の社会保障制度につい

て講演を賜りました。 
 
【情勢報告会と特別講演会から見えた医療情勢のゆくえ】 
  
 賀詞交換会に先立って行った情勢報告会には、日臨

技理事ならびに全国の日臨技幹事および都道府県会長

など、78名の方に参加いただきました。 

 宮島会長による情勢報告

では、昨年６月に改正され

た「臨床検査技師等に関す

る法律」の改正までの経緯

や、その背景にある2025年

度問題の本質、「検査説

明・相談のできる技師育成

事業」や「検体採取指定講

習会」など、なぜ今臨床検

査技師に業務拡大が必要なのかについて熱く語ってい

ただきました。 

 引き続き行われた田村衆議

院議員による特別講演会で

は、内閣府が進める医療戦略

と、戦略を継続するための各

種取り組みについて説明があ

りました。今後の社会保障制

度を維持するためには、財源

の確保と予防・健康、そして

認知症対策など高齢化社会へ

の対応が重要であること。また、急性期から在宅医

療・介護までの一連の医療サービスを地域で総合的に

確保し、また継続するための医療提供体制の再構築が

重要であることが述べられました。 

【盛大だった賀詞交換会】 
  
 情勢報告会・特別講演会終了後に開催した賀詞交換

会は、さらに招待者や賛助会員の参加を頂き、総勢約

200名の盛大な催しとなりました。 

 開会に当たり、御来賓の伊達忠一参議院議員、北澤 

潤厚生労働省医政局医事課長、羽鳥裕日本医師会常務

理事、佐守友博臨床検査振興協議会副理事長からご挨

拶を頂き、これまでの日臨技事業を支持していただく

とともに今後の日臨技事業と臨床検査技師に対し期待

のお言葉とご助言を頂きました。寺本哲也日本臨床検

査薬協会会長の乾杯のご発声で始まった祝宴は、佐藤

乙一名誉会員による激励の締めの時間まで、和やかな

雰囲気の中で出席者の交流が行われました。 
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賀詞交換会・情勢報告会・特別講演会・全国幹事会を開催  
平成27年  

◆田村 憲久 衆議院議員 

◆情勢報告する宮島会長 
写真左より 

◆伊達 忠一 参議院議員 

◆北澤 潤 厚生労働省医政局医事課長 

◆羽鳥 裕 日本医師会常務理事 

【全国幹事会で平成27年度事業方針を確認】  
  
 25日は、日臨技会館において、全国からご参集頂い

た日臨技幹事、都道府県技師会長、日臨技理事が一堂

に会して、全国幹事会を開催しました。 

 最初に、宮島会長より平成27年度の事業計画案の概

要について説明を行った後、総務、学術、渉外の各担

当執行理事が新規および重点事業を中心に補足の説明

を行い、幹事の皆様からの質問や要望を伺いました。

半日の会議ではありましたが、今後の日臨技活動の方

向性にご理解をいたくとともに、数多くの貴重なご意

見を頂くことができました。 

（次ページへ続く） 
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（前ページより続く） 

 次年度事業を作成

するにあたり、今年

度初の試みとして、

まず第４次マスター

プランを基本に５か

年計画を作成し、平

成27年度事業につい

ては５か年計画の２

年目という位置付け

で作成しました。幹事会で頂いた

意見を参考にさらに検討を加え、

３月の理事会で再度検討する予定になっています。 
  

◆全国幹事会の様子 

 ２日間を通じて、日本の医療・福祉制度が大きく変

革していく中で、日臨技も政府や厚生労働省の動きを

踏まえながら事業を進めていく必要性を、参加された

皆さまに再認識していただけたと思います。 

 医療から介護へ、入院から在宅へという流れの中

で、病院の再編だけでなく、臨床検査技師の仕事にも

変化が求められています。私たちが取り組むべき課題

は数多くありますが、日臨技ならびに都道府県技師会

が一丸となって結束し、今まで以上に事業の展開をし

てくことが必要です。会員の皆様におかれましても、

検査室にとらわれることなく、チーム医療の一員とし

て病棟や在宅なども視野にいれた患者に寄り添う医療

を目指していただければと思います。  

総務担当執行理事 上原 昭浩 

 平成27年１月15日（木）、憲政記念館講堂にて国民医療推進協議会が

主催する「国民医療を守るための総決起大会」に日臨技として参加しま

した。東京在住の日臨技役員、事務局員らが出席しました。 

 降りしきる雨の中でしたが、参加者総数は約750名で会場は熱気にあふ

れました。国民医療推進協議会会長の横倉義武日本医師会会長の挨拶と

日本医師会役員による趣旨説明、歯科医師会、薬剤師会、看護協会から

決意表明がありました。国会議員も多数臨席し、医療団体が一致して求

める要望に耳を傾けていました。 

 最後に、大会決議文が当会の宮島喜文会長より読み上げられ、採択さ

れました。 

（専務理事 横地常広） 

決 議 
 豊かで安心な生活を営むことのできる地域社会の形成に向けて、国民

皆保険を基盤とした持続可能な社会保障制度の確立は、すべての国民の願

いである。 

 そのため、消費税率10％引上げ時に想定された増収分に代わるその他

の充分な財源をもって、社会保障の充実を推進していく必要がある。 

 よって、本大会参加者全員の総意として、次のとおり要望する。 

 

一、現場の意見に即した国民に必要かつ充分な医療・介護を提供するため

の適切な財源の確保 

 

一、国民と医療機関等に不合理かつ不透明な負担を生じさせている医療に

係る消費税問題の抜本的な解決 

以上、決議する。 

平成27 年1 月15 日 

国民医療を守るための総決起大会 

◆決議文を読む宮島会長 
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～消化器内視鏡技師のレベルアップと業務拡大～ 

 平成27年１月17日（土曜日）平成26年度 先駆的チー

ム医療実践講習会～消化器内視鏡技師のレベルアップと

業務拡大～が33名の参加のもと開催された。参加者の約

７割は日常の業務の中で内視鏡業務を担当している会員

で、残りの約３割の中には現在内視鏡業務への参画の準

備中である方もみられた。 

 内視鏡検査の業務は装置の管理や感染管理ならびに今

回の講演の中にも含まれていた適切な病理・細胞診検体

の処理についての知識・技術が必要であり、臨床検査技

師が大いに活躍できる領域と考える。またカプセル内視鏡の読影については臨床検査技師の新しい業務と

しての可能性を強く感じるものである。当会では、今後も内視鏡領域についての知識・技術の修得の場を

設ける予定である。                                           （担当執行理事 丸田 秀夫） 

 今回先駆的チーム医療実践講習会に参加しました。消化器内視

鏡における病理生検のテクニックでは、病理を専門とする検査技

師の視点から、診断に適した標本を作製するための採取時の注意

点、速やかに固定を行う重要性について学びました。内視鏡超音

波の原理と実際では、超音波内視鏡の歴史から原理・構造、検査

内容、取り扱いの注意点について学ぶことができ、大変参考にな

りました。カプセル内視鏡読影実習では、実際の症例を用いて読

影の進め方やポイントを学ぶことができ、現在、小腸カプセル内

視鏡検査を施行していますが、まだ読影するまでに至っておら

ず、今回の講習会を通して少しだけ読影に自信がつき、まずは始

めてみようという気持ちになりました。今回の実践講習会は内視

鏡技師として働く自分にとってとても参考となりました。学んだ

ことを日々の業務に生かしていきたいと思います。 

（埼玉県済生会栗橋病院 竹内 和也) 

  

読影ソフトを利用した読影操作実習 

≪講習会内容≫ 
 

・消化器内視鏡における病理生検のテクニック 
 ＊病理検査技師から見た望ましい病理生検・細胞診検体の取り扱い＊ 

   埼玉県済生会栗橋病院 臨床検査科 関口 久男 技師 

 

・内視鏡超音波検査の原理と実際 

 ＊超音波の初歩的な原理、超音波内視鏡の知識と扱い＊ 

   オリンパスメディカルシステムズ株式会社 浦野 憲治 氏 

 

・カプセル内視鏡読影（実習） 

 ＊実際に読影ソフトウェアを用いた読影操作実習＊ 

  若宮渡部医院副院長 渡部 宏嗣 先生 

   協賛：コヴィディエンジャパン株式会社 
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平成26年度日臨技・都道府県技師会主催 

平成26年11月８日（土）～９日（日）ヤマダ電機

LABI1高崎LABIGATEにおいて開催しました。 

昨年度は記念すべき第１回開催を全国中央会場とい

うことで担当しました。今年度は地方会場としての開

催となり、会場がこれまで開催してきた『いきいき健

康展』では前橋市でしたが、初めて高崎市としまし

た。ヤマダ電機ということもあって、県内外からご来

場いただきました。 

『健康展』では事前申

し込みの方を優先し、当

日枠を少し設けて４時間

200名限定、おひとりが

５種類の検査を受けるこ

とができる整理券制で実

施しました。当日枠も混

乱することなく実施でき

大変好評をいただきました。 

『検査展』では高校生も

多く見られて、11月９日

付上毛新聞には、来場し

た高校生によるコメント

入りの記事が掲載されま

した。「検査技師に興味

がある」ということで、

これから進路を決めるに

あたって『検査展』が、臨床検査技師を目指すきっか

けになってくれればと願っています。 

全体を通して、講演会のあった昨年よりも多くの方

のご来場をいただき、皆様に楽しんでいただける企画

だったのではないでしょうか。来年度はさらにパワー

アップしていきたいと思っています。 
(群馬県臨床検査技師会 齊藤 直哉) 

 

11月30日（日）、松本市の西に位置する山形村のア

イシティ21と言う大型商業施設で「検査と健康展」を

開催いたしました。天候に恵まれ300名以上の来場者が

訪れ健康チェックや検査体験を行い、臨床検査を知っ

ていただくよい機会になったと思います。 

事前に開催を知り開店と同時に入場されたお客様は

血管年齢、肺年齢、糖尿病チェックなど複数の整理券

を手に検査され、また、お買い物で訪れた方も大勢入

場いただき、健康チェックは予定数を上回り早めに終

了した検査もあるくらい盛況でした。住民の方の健康

づくりの意識高揚を図る事ができたと思います。 

臨床検査体験コーナーはお子様連れのご家族で賑わ

いました。血液型検査や超音波の機械で果物入りゼ

リーを見たり、顕微鏡像をモニターに映して観察して 

いただきお子様を中

心に楽しそうに体験

しておりました。技

師の仕事に興味を

持っていただいたり

検査を身近に感じて

もらえたのではと思

います。また、腕の

模型を使った採血体

験ではなかなか経験できない貴重な体験と大変喜ばれ

ました。 

 診療放射線技師会にも骨密度の測定を担当していた

だき、医療チームとして協力体制ができている良いイ

ベントになりました。のぼり旗を掲げ多くの実務委員

も接遇に気を配り接客していただいたので住民の方々

には大変好評で、技師会をアピールできたものと思い

ます。  
(長野県臨床検査技師会中信支部長 平林 史子) 

  

 
 平成26年10月25日（土）秋晴れの京都で全国「検査

と健康展」を開催した。会場は昨年に引き続き京都保

健衛生専門学校（京保専）をお借りした。当日は京保

専の学校祭も開催されており、会場には臨床検査技

師、臨床工学技士、看護師を目指す多くの学生ととも

に一般市民の姿も多く見られた。 

「検査と健康展」では京臨技理事８名と臨床検査専門

医会の医師３名、学校教職員のみなさんのご協力によ

り健康チェック、健康相談、臨床検査の普及啓発リー

フレット・パンフレット配布を実施した。健康チェッ

クでは、体脂肪率測定、骨密度測定、動脈硬化度測

定、尿検査、簡易ヘモグロビン測定を実施し約80名の

参加を得た。検査専門医による健康相談コーナーには

約70名の参加で、「毎年のこの行事を楽しみにしてい

た」と言って、病院や健康診断で出された検査結果を

大事にお持ちになる方もあった。 

 また、今年度は

検査相談コーナー

に京臨技理事も同

席 さ せ て い た だ

き、検査説明の実

際を体験させて頂

い た（写 真）。ま

た会場ロビーの液

晶テレビモニター

に臨床検査振興協

議会編の臨床検査紹介ＤＶＤを流す前で臨床検査普及

啓発資料300部を配布し、一般市民の皆さんに医療に無

くてはならない臨床検査のＰＲができた。  
(京都府臨床検査技師会副会長 小澤 優) 
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 平成27年２月１日付で「医学検査」発刊規程、同付属様式が改正されまし

た。「医学検査」第64巻２号（３月発行）、当会のホームページなどに掲載

されますので、今後の論文投稿の際、参照いただきたく存じます。  

 なお、第64巻から「医学検査」表紙カラーはブルーに変わりました。 

                            （出版ＷＧ） 

 本誌１月15日号掲載の標題講習会については、会員のご理解もあり、募集人員（60名）は満員となりまし

たのでお知らせします。第2回は来年春開催ですが、本年9月26－27日前後に日本認知症予防学会学術集会に

併設で認定技師講座が神戸市で開講される予定です。この受講も認定制度の単位取得ができます。 

 日臨技では、本年を「元年」とし、認知症領域については取り組んでまいります。本制度と指定講習会開

催について、全国の認知症疾患医療センターを設置する医療施設の施設長にもご案内文書を送付し、臨床検

査技師がこの領域で活躍したいという姿勢を明らかにしました。 

 厚生労働省にも当会の取り組みについては報告し、ご理解をお願いしております。会員各位のなお一層の

ご理解をお願いいたします。 

（担当理事 深澤 恵治） 

（編集後記） いよいよ検体採取等に関する厚生労働省指定講習会が始まりました。これは国家資格になります。

ある年齢以上の方が「私はもう取らなくて良いよね。」とおっしゃっていました。いやいやこれからは「地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の下に、在宅医療をはじめ病

院以外でも検査技師が活躍する時代がもうすぐ来ます。定年後も大いに活躍する場面が出て来ました。だからこ

そ、そんな方々が受講しておかないといけませんね。                       【中井】 

埼玉県 神奈川県 山梨県 広島県 


