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 平成 23 年 9 月 12 日、日臨技会館にお

いて全国都道府県技師会長・地区会長連

絡会議が開催された。 
 この会議では、平成 23 年度上半期事業

の総括と今後の事業展望並びに同日午前

中に開催された第 5 回理事会にて決議さ

れた主要な諸規定の説明がなされた。 
 今後は、この会議における意見、要望

を加味した内容で、11 月 12 日に開催予

定の臨時総会へ提案されることとなる。 
 平成 23 年度上半期事業の総括と今後の

事業展望については髙田会長、主要な諸

規定については才藤会長代行と小沼副会

長から説明された。 
 
平成23年度 上半期事業総括(重点

事項)及び今後の展望 
 
「平成22年4月にスタートした現執行体

制も6月を残すだけとなりましたが、全国

の皆様のご協力にあらためて感謝申し上

げます。本日は、先の総会でご提案のあ

りました＜修正動議＞をはじめ、各都道

府県及び地区からのご意見ご要望を真摯

に検討した結果を踏まえ、平成23年度上

半期事業の総括を兼ねて、今後の展望を

お話いたします－ 
◇ 平成 22 年度の新執行部として提示し

ました主たる新事業としては、第一に福

利厚生事業の充実でありました。 
具体的には、日臨技リンクス並びに臨

床検査技師賠償保険の全員加入と、日常

臨床検査業務に携わっていない会員に対

する選択可能な補償の導入を検討するも

のでありました。加えて、日臨技リンク

スの都道府県技師会負担分の無料化であ

ります。 
これにつきましては、継続事項であり

ました会費自動引き落とし案件と組み合

わせた導入が予定どおり終了しました。 
当初懸念されていた会員数の変動は、8

月末日現在 49,952 名であり、昨年同時期

の会員数49,567名と比較しほぼ同数で推

移しております。これも、皆様のご協力

のおかげと感謝しております。 
◇ 第二には、日臨技総合教育機構の創 
設、即ち、卒前・卒後教育の一元化によ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る生涯学習の啓発でありました。 
具体的には、実習施設担当者の研修を

通じ、臨地実習におけるガイドラインの

策定が終了し、更に、今年度の同研修会

において、その具体化に向けての企画立

案を目指す計画となっております。 
◇ 第三には、日臨技臨床検査総合研究

所(仮称)(以下「総研」)の設立であります。 
これにつきましては、当会マスタープ

ラン構想により、中長期的戦略事項とし

て、名実ともに臨床検査業界の牽引車と

なれる組織を構築することですが、具体

案としては後ほどお示しいたします。 
◇ 次に、生涯教育研修制度に伴う教育

プログラムをはじめ、臨床検査業務ガイ

ドライン等、今後の臨床検査に有功な各

種指針の骨格は作成してございます。 
しかし、行政をはじめ関連団体の動き

に併せる必要もあり、皆様にはお示しし

てございません。現在、その調整も進ん

でおり、年度末にはお示しすることが可

能と思われます。現在、最終調整を行っ

ている段階であります。 
◇ 次に、当会は、昭和27年創立以来半

世紀を経て、平成24年7月27日には創立

60年目を迎えます。公益法人としては、

昭和37年12月21日許認可以来、50年を経

過いたします。 
当会は、長年監督官庁へお願いし法人

化を記念しての厚生労働大臣表彰を行っ

てまいりましたが、過日、全国92名の受

章者が決定したとの通知がございました。

これは、都道府県推薦64名に、日臨技役

員を対象とした中央推薦28名が含まれて

おります。 
記念式典は、先の総会での皆様のご意

見を受け、厚生労働大臣表彰式を中心に

した簡素なものとするよう準備しており

ます。尚、式典は 1 年前倒しの挙行とな

りますが、これも監督官庁のご理解をい

ただいた結果であります。 
◇ この、いわば還暦を迎える時期に一

般社団法人への移行を皆様にご承認いた

だきました。 
関連する法律の改正により、日曜日と

なる4月1日に登記することが可能になり、

現在、その手続きの最終段階を迎えてお 

。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ります。 
他の医療団体の多くは、公益法人を目

指す取り組みを行っているようですが、

当会は、職能団体として会員を中心に考

えており、公益法人化は、公益組織とし

ての基盤整理と、最も重要な『会員の意

識の成熟』をもって行うことは吝かでは

ありません。 
つまり、公益を蔑にすることではなく、

積極的に公益事業を推進することは間違

いありません。むしろ、何物にも制約を

受けず事業展開を図るためには一般社団

を目指すのが得策との見解はすでにお話

いたしました。 
加えて、そのための収益事業も含め、

総研とのバランスをとりながら道筋を明

確にして行きたいと考えております。 
◇ その新法人の組織の有様ですが、先

の総会における修正動議をはじめ、全国

都道府県の皆様からのご指摘ご意見を受

け、次のように修正し、臨時総会へ提案

する予定としております。 
 まず、役員報酬については、『一般的に

定年を迎えた再任用は、現役時代の 7～8
割程度で雇用されている現状であり、そ

の状況から考え合わせれば、最高限度額

を設けると共に“俸給表”を設けるべき

である。日臨技業務に専念する現役役員

(専務理事)についても同様である』とのご

意見をいただき、再度、理事会において

審議し、次のように決議いたしました。 
1 会長は、1,000 万円を超えない額 
2 専務理事は、816 万円を超えない額 

就任時に満 60 歳未満の場合は、満 60
歳に達する年度末まで 1,000 万円を限

度とする前職退職時の年俸 
3 退職金制度は廃止する 
4 退職時の慰労金制度は設けない 
5 専務理事は公募制とする 
6 専任時の年齢は満 63 歳以下とする 
7 業務は会長の補佐で、会長の指示に基

づく範囲のものとする 
であります。 

役員構成については、『継続的な会運

営にあたっては、強固な運営基盤に立っ

た人材登用が大切であることも承知する

が、色々な考え方や主張する 

       全国都道府県会長・地区会長連絡会議 
               平成23年度 上半期事業総括と今後の展望･･･ 

1P~3P：全国都道府県技師会長・地区会長連絡会議 ＜上半期事業総括と今後の展望＞  3P~6P：同＜質疑応答＞・研修会予定 
7P：法人化 50 周年・創立 60 周年記念 厚生労働大臣表彰受賞者一覧              8P：医療安全管理者研修会・編集室 
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者を排除することなく、会として推薦す

る人物においては、調和と協調をもって

人材の登用を求めること』とのご意見が

示されております。これに関連し、新法

人の理事選出については、各支部単位の

選出が重要なポイントとなります。選出

される理事候補者は全て『会長が務まる

人物』が第一条件となります。 
会が推薦する人物･･･即ち、会長推薦理

事の承認は、役員推薦委員会の審議を経

て総会承認が手続きとなるため、その場

での結論に委ねることとなります。 
 委任状の件については、法的にも、ま

た会員の日臨技運営に関しての意識の向

上を図るためもあり、議案に対する賛否

を問う形式、即ち、会員の議決権の行使

が担保さるようにします。 
これは平成 24年 4月に予定している新

法人への移行がなった場合になり、この

11 月に予定している臨時総会は現行の規

定で行われます。ただし、委任状の依頼

は、都道府県技師会を経由せず直接会員

へ配布し回収する予定であります。 
◇ 次に、総研に関しては、単なる年度

事業遂行であれば現行の組織でも可能で

ありますが、臨床検査を担う組織として

の事業展開は困難な点が多いことも事実

であります。 
加えて、従来から問題視されているお

抱え会社的位置付けの業者との問題もあ

り、これらを解消するためにはマスター

プランで言われている総研の設立が最良

と考えております。 
ただし、その事業展開は、当初は無理

なく実施可能な事業から展開することが

必要と考えております。 
◇ その組織については、設立当初の要

職は、臨床検査技師には拘らず医療界を

はじめとする各界からお願いし、研究員

は臨床検査技師を中心に人選するのが妥

当と考えております。 
◇ 次に、事業でありますが、 
その柱の一つめは、総合的調査研究事

業が考えられます。臨床検査分野に囚わ

れず、必要有効な調査研究、即ち、社会

に通用し且つ会員により有効な調査結果

を出せる総合かつ系統的な調査研究を行

いたく考えております。 
◇ 次に、柱の二つめとしての事業は、

総合的認証事業であります。認証とは単

に精度補償事業に留まらず、技師認定を

も含む臨床検査として必要な総合的認証

事業といたします。その具体的な認証事

業として考えられることは－ 
① 臨床検査値の精度補償事業は標準化

事業にはじまり精度管理調査事業もほぼ

定着しており、新たに施設認証事業まで

発展して来ました。 
 これを推進することは勿論であります

が、精度管理事業については中長期的に

みて日本医師会、日本検査所協会が実施

している同調査との連携をとることが重

要と考えます。 
 今年度の精度管理調査については、ご

報告が遅れておりご迷惑をおかけしてお

ります。報告書印刷の最終段階で大きな

修正が入りました。今しばらくお待ちい

ただくことをお願いいたします。 
毎年のことですが、間違いが多すぎ、

その原因の一つには人的要素を加えたソ

フト面でのシステムの不備が挙げられま

す。そのためもあり、今後は総研の事業

として専門業者へ依頼することが最良と

考えております。 
② 現行の各種認定制度は技術認定、即

ち、＜検定＞の域を脱していないと解釈

されることから、臨床検査技師としての

人的要素を考慮して＜真の認定＞と解さ

れる制度を構築することが将来の臨床検

査技師には必要なことと考えます。 
しかし、各専門学会が実施している認

定制度を阻害するものではなく、その認

定制度の技術検証としての技術検定を実

施することが、社会への我々技術者の責

務と考えます。 
③ その各種認定制度の上位に、総合管

理(監理)検査技師制度を設け、その認定取

得により診療報酬等へ反映させる活動の

基礎といたしたく考えております。 
④ 卒前卒後の一元的教育制度を構築す

る観点からも、臨地実習施設の認証も視

野に入れることも必要と考えます。 
⑤ その他、必要な認証事業を模索検討

いたしますが、現在の日臨技認定機構並

びに日臨技認定センターとの関係を明確

にするとともに、場合により、これら組

織の発展的解消あるいは統合も視野に入

れることも必要と考えております。 
◇ 事業の三つの柱としては、教育研修

事業となります。卒前卒後の一元的教育

制度を構築いたしますが、臨床検査に携

わる観点からは、各人の想いとは無関係

に『生涯学習は社会的責任』に外なりま

せん。 
臨床検査技師として職能団体に所属す

る会員としての自覚をこの基本理念をも

とに熟成させることが重要と考えており

ます。 
◇ 事業の四つ目の柱は、公益並びに収

益事業であります。現在展開している＜

街角ラボ＞構想を発展させ、全国展開が

可能な事業として推進いたしたく考えて

おります。 
長期的な展望としては、独自の検査業

務施設(検査センター等)の保有を視野に

入れることも検討することが最良と考え

ております。 
その他、臨床検査並びに臨床検査技師

の PR(広報)活動に、新聞・テレビ・ラジ

オ等を駆使した総合的な広報活動を展開

いたします。現在は、本年 4 月の日臨技

臨床検査月間における日本衛生検査所協

会会長との会談をはじめ、各新聞紙上で

の PR 活動等を実施しております。 

この中では、臨床検査室認証施設の掲

載が注目を浴び、数施設から、評価する

というお電話をいただいております。 
今後は、臨床医等との座談会をとおし

臨床検査の発展障害ともいえる＜医行為

＞や臨床検査技師教育の問題点等を中心

に現在の臨床検査(臨床検査技師)の立ち

位置を広く社会に広報するべく準備して

おります。 
また、柱の三とも連携し、将来的には、

検査業務施設の保有に加え、臨床検査技

師教育施設(大学等)の保有も重点課題と

して検討するべき要点と考えております。 
◇ 基本的構想の概略は、以上の通りで

ありますが、全国の皆様のご意見をより

多く反映させることが今後の発展につな

がることは間違いありません。 
そのため、詳細につきましては総研設

立準備委員会を設置し検討いたしたく考

えており、準備委員は、各地区から選出

の各地区1名と執行部が選出する数名で

組織するべく準備中であります。追って

各地区へその選出をお願いいたしますの

でよろしくご配慮をお願いいたします。 
◇ 次に、地区(支部)及び都道府県技師 
会との関係については、全国からの要望

が多い事項であります。 
その要望の中心となるのは、助成金や

委託金であり、財政基盤の強くない都道

府県技師会においては、助成金や委託金

等の収入が減少することにより、技師会

活動の抑制や縮小に繋がり、所属する会

員の不利益を被ることへの懸念でありま

す。そのためには、学術活動等の活性化

のため従来の助成金等の存続であります。 
資金的援助については、今年度、名目

は変更しておりますが、実質的援助は実

施しており、生涯教育研修制度による臨

床検査技師(会員)の不利益は避けるとと

もに資金面での継続の意思は持ち備えて

おります。 
しかし、受け取り側である都道府県が

年度当初、前年度にならい予算に組み入

れることは妥当ではないと考えておりま

す。なぜなら、今後、日臨技の年度事業

計画は、法的にも総会承認の必要はなく

定款上の事業範囲内で執行され、事業報

告の承認になります。 
そのため、事業は支部単位の執行とな

り、県技師会は支部構成の一単位となり

ます。あるいは、事業によっては、都道

府県技師会との契約になります。このこ

とからも、支部を統括する日臨技理事特

に支部長の重要性は大いに高まるわけで

あります。 
◇ 次に、それに関連した事項として支

部学会のあり方が要望されております。 
現在、日本臨床医学会支部と日本衛生

検査所協会支部との＜同時開催＞は近畿

地区で実施されておりますが、これは従

来からの懸案ともいえる＜単に一地区の

問題＞としての取扱いはせず、 
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検査医学会と技師会としての組織的決定

によるものとすることが妥当と考え、関

連団体との協議を予定しております。 
共同開催なのか、協同か協働なのかを

基本的に考えなければなりません。 
しかし、従来からの＜手足論＞、所謂、

従属的な関係にはあらず、＜検査室の運

営は検査技師の手で＞の意志は堅持しな

ければなりません。 
ただ単に、医師であるから、あるいは

検査技師のくせに等という考え方に立つ

上下関係の発言等は許されません。職能

団体としての立場に立つ＜同等＞、ある

いは＜同格＞という考えを堅持しなけれ

ば、我々臨床検査技師の地位の向上等は

ないと考えます。これは、行政や関連団

体に対しても同様であります。 
妥協という産物に我々の明日は見えな

いと考えており、これこそがチーム医療

の本質と考えます。 
しかし、執行部がこのように行動して

も皆様がたの日々の行動や考え方を共有

しなければ結果は生まれません。そのた

め、この考えを共有し行動されることを

望んでおりますし、これらに関するトラ

ブル等については、報告いただければ適

正に対処する用意であります。 
臨床検査医学会が専門学会であるなら

ば、専門学会としての本来の為すべきこ

とをお願いしたいと考えます。即ち、＜

教育＞であり、基本的には、医師と発表

の場を同一にすることは、臨床検査技師

の足りない分野の学習には最適と考えま

すが、我々も同じ土俵で論議可能な勉強

を怠ることは出来ないと考えます。 
また、＜手足論＞という文言は、過去

の経緯から見ても医師側から発せられた

ものではなく技師側から発した文言でも

あり、その経緯を大いに反省する必要も

あると考えております。 
◇ これに付随して従来からの懸案事項

である臨床検査振興協議会への参画も、

前向きに考えております。 
そのためには、数十年に亘る当会との

関係経緯を踏まえて対応しますが、時代

の流れを鑑みることと、将来への構想を

もとにすることが重要と考え、今がその

時期とも考えております。すでに話し合

いを持っておりますが、振興協議会理事

会と当会理事会を経た組織決定の後に正

式にご報告いたします。 
◇ 次に国際関係でありますが、今まで

実施してきたアジア地区限定へのフォト

サーベイ各国の検査技師からの要望もあ

り、広く世界へ発信する用意をしており

ます。今後は、フォトサーベイにとどま

らず臨床化学分野のデータについても同

様であります。 
日本が設立したAAMLS 学会において

は、会長、副会長の立場から現在は理事

の立場になっておりますが、一方、本日

出席の東京都小松副会長が、来年ドイツ

で開催されるIFBLS総会において、日本

としてははじめてのIFBLS会長への就任

が決定されており、今後はIFBLSの協力

も得て世界への発信が可能な時となって

おります。 
                    --------------------- 
現執行部としては、以上のような軸に

よる事業展開を目指してきましたが、率

直なところ道半ばの状況であります。 
その要因の一つには政治の動きに加え、

医療業界、特に関連団体を中心とした当

会を取り巻く環境の急速な変化と、それ

に対応しきれない、長年引き継がれてき

た執行部の体質にもあると反省せざるを

得ません。 
 ご承知のとおり、当会は昭和27年の設

立に始まり昭和33年の技師法制定により

組織が始動しております。 
いわば、＜藁ぶき屋根＞の建築にすぎ

ないところもあったものと思れれますが、

当時は、＜組織の構築と法制定＞を主眼

としたものであり、やむを得ないことと

思います。それから時を経て60年、その

建築物も立派に成長したわけであります

が、現在の世の中の動きに対応した組織

の改革にあたっては、当時の藁ぶき屋根

の上にコンクリートの建築を重ねるわけ

にはいきません。なぜなら、時を経ず崩

れる危険性もあるからです。 
そのためには、一度更地にする勇気と

決断が必要であり、歴史を否定するもの

ではなく、その歴史の上に立った再構築

となるものと考えます。 
繰り返しになりますが、平成22年度第2

回定期総会において、『何事にも惑わず、

憂えず、何事にも恐れず立ち向かうこと

が重要である』と、論語を引用して述べ

させていただきました。加えて、『自助自

立』を目標にともお話ししましたが、日

本臨床衛生検査技師会を構成する5万人

の会員が、この覚悟を持って臨むことが

出来、平常心を持って安心な臨床検査業

務を遂行出来る成熟した会を構築するよ

う努めたいと考えます。 
ただ今述べました諸事項は、あくまで

も組織としての行動基準であり、組織の

発展は臨床検査技師の発展であることの

認識を再確認しなければなりません。 
そのためには、『組織が個人に与える意

識』より『個人が組織を支える意識』を

先行し、我々臨床検査技師の将来のため

には、所謂、大事の前の小事にはこだわ

らず行動される自覚を会員の皆様と共有

する必要があると考えます。 
 その他、事業につきましては、ホーム

ページや会報での報告をご覧いただきた

いと思います。言葉足らずの面も多いと

思いますが、言葉の一人歩きを避ける意

味もあり、その他の事業構想は理事会を

経たのちに逐次ご報告いたしますので、

ご理解をいただきたいと思います」 
 

 以上の説明がなされ、次に、主要な諸

規定である、「会員及び会費等に関する規

定」、「役員の報酬等及び費用に関する規

定並びに同細則」、「総会運営規定」、「役

員候補者選出規定並びに選挙事務取扱細

則」、「支部規定」の説明がなされた。詳

細については、後日示される臨時総会議

案をご覧いただきたい。 
 
【質疑応答並びに要望事項】 

以下の発言は、わかりやすく一部編集して記

載。また、一部、補足説明＜※印＞を記載。 
○ 金子専務理事の司会により進行され

たが、質疑応答に先立ち、教育研修部主

幹である米坂副会長より、今年度の「医

療安全管理者研修会」の説明がなされた。 
◇ 米坂＜執行部・教育研修部主幹＞：「今

年度の医療安全管理者研修会の日程が決

定しました。今年度は東京都と大阪府の 2
会場で開催します。東京都は来る 11 月 13
日(日)に、大阪府は明年 1 月 15 日(日)で、

夫々200 名の募集です。内容はどちらも

同じです。皆さんご承知のとおり医療安

全管理者の資格を有すると診療報酬につ

ながりますが、資格習得には研修すべき

項目が、医療安全の基礎知識、利用安全

管理体制の構築、職員研修の企画運営、

医療安全に資する情報収集と分析、対策

立案とフィードバックと評価、事故発生

時の対応、安全文化の醸成等などの項目

が必要です。他職種は数日間でこれら研

修を進めているのが現状です。当会では

一人でも多くの検査技師がこの管理者と

なれるよう実施してまいりますが、今年

度はその前段となります。多くの会員が

参加されることを望みます」 
※ 受講希望者は、ホームページを閲覧して申

し込み下さい。 
○ 次いで、司会から同日午前中に開催

された理事会において修正された箇所の

説明があった。 
※ 詳細は、臨時総会議案書参照。後日ホーム

ページへ掲載予定としている。 
 
【以下、質疑応答(概要)】 
◆ 富永＜兵庫県＞：「この度、近畿地区

からの要望を網羅していただきありがと

うございました。特に、委任状の件と役

員報酬の件について修正していただいた

ことは評価できるものであります。あり

がとうございました」 
◇ 髙田＜執行部＞：「平成 17 年度に提

出された近畿地区の要望あるいは平成 19
年度の大阪府技師会からの要望は、ほぼ

同じ様な内容でした。当時、執行部が手

をつけなかったこともありますので、そ

のあたりの事も入れたつもりです。もう

一つ、地区学会の検査医学会との同時開

催の件ですが、平成 16 年度の企画調整会

議において、時の会長が、共催はしない

と明言(議事録)しており、今後も同時開催

ということを基本に検査医学会と話すこ

ととしております」 P 3
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◆ 永峰＜徳島県＞：「二点ほど確認しま

すが、12P の第 24 条 3 項に『発言には会

員番号、氏名を明確に･･･』とあるが、何

故会員番号が必要なのか、10P の受付で

は出席資格が明らかにされているし、議

事録には氏名だけが明記されている。今

までのように、施設名或いは県名の方が

明確になると思うが、なぜ会員番号を言

わなければならないのか」 
※ 総会運営規定(案) 第 11 条「総会に

出席する正会員は、会場の受付において、

予め送付を受けた出席表の提出等により

その資格を明らかにしなければならな

い。」 
※ 同規定(案) 第 24 条 3 項「議長から

指名をうけたときは、発言に先立ち、会

員番号、氏名を明確にして発言し、終了

後はその要旨を書面で提出しなければな

らない。」 
※ 同規定(案) 第 34 条 2 項「議事録に

は、次に掲げる事項を記載しなければな

らず、また、議長及び出席した正会員の

中から議長が指名する議事録署名人 2 名

はこれに記名押印しなければならない。」 
◇ 金子＜執行部＞：「受付では出席表を

だしますが、その方が総会(会場)でどこに

おられるか等がわかりません。逆に、番

号を言うことの不都合がありますか」 
◆ 永峰＜徳島県＞：「資格は受付で確認

されていることであるし、何処の県を代

表しているのかが分からないのでは」 
◇ 金子＜執行部＞：「総会は県の代表で

はなく個人の資格で出席するはずです」 
◆ 永峰＜徳島県＞：「会員番号をいうま

で厳格にしなくてもと思うが」 
◇ 髙田＜執行部＞：「これは、自分の会

員番号をしっかりと覚えておきましょう

という意味も含んでいます。結構、間違

いが多く、調べるとまったく違う人とい

うこともあります。勿論県名もおっしゃ

ることに問題はありませんが」 
◆ 永峰＜徳島県＞：「質問用紙が回って

きた時に書けばよいことでは。それと覚

えていない人がいるかもしれないので」 
◇ 髙田＜執行部＞：「ですから、今申し

たとおり自分の番号は覚えておきましょ

うという啓発の意味も含まれています」 
◆ 永峰＜徳島県＞：「それを周知出来る

かということですね。もう一つですが、

勿論、私は立候補する気はありませんが、

18P の第 14 条 2 項の「立候補資格者はこ

の法人の役職経験者」とあるが、これは

日臨技の理事を経験しなければ立候補出

来ないということか」 
※ 役員候補者選出規定(案) 第 14 条「立

候補者は次のいずれも満たした者とす

る。」同二「この法人の役職経験者である

こと。」 
◇ 髙田＜執行部＞：「違います、それは

逆です。役職とは理事に加え、例えば精

度管理委員等の外部委員も含みます。そ

れがこの法人の役職者ということです」 

◆ 永峰＜徳島県＞：「では、用語の説明

が必要なのではないか」 
◇ 髙田＜執行部＞：「以前から、理事は

登記された者で、それに外部委員を含み

役職者としています。是非、先生も立候

補なさって下さい」 
◆ 板羽＜広島県＞：「助成金のことをお

聞きします。各県の予算案には名前を入

れるなということでしたが、我々県とし

ては事業の予算化には、その出どころを

明らかにしないと認めてもらえません。

載っていない事業を行うことになりおか

しなことになります。今の発言は取り消

していただきたい」 
◆ 髙田＜執行部＞：「各県で予算をたて

るのは何月位になりますか」 
◆ 板羽＜広島県＞：「予算案をつくるの

は 1 月くらいからです」 
◇ 髙田＜執行部＞：「毎年 1 月より前に

(予算案を)つくる県はございますか」 
○ 挙手する県は無かった。 
◇ 髙田＜執行部＞：「それであれば日臨

技の事業計画を 1 月前に決定するとすむ

ことです。(県の予算に載せないと)逆に助

成金を増やせないことにもなりますね。

わかりました。今後は、その事業を見て、

必要ならお互いに話し合います」 
◆ 板羽＜広島県＞：「以前、エイズ財団

の事業予算を入れておらず、(行政から)
臨時総会でも開いて決定しなければいけ

ないという指摘を受けたこともあります

ので、入れる必要があります」 
◆ 小澤＜京都府＞：「15P の議事の経過

は、書面又は電磁的方法で報告、とあり

ますが、その期日が入っていないので、

要望ですが入れていただきたい。いつま

で報告すると明記されていないので期日

を入れていただきたい」 
※ 総会運営規定(案) 第 35 条「会長は、

総会の議事の経過及びその結果の概要を、

書面又は電磁的方法で報告するものとす

る。」 
◇ 髙田＜執行部＞：「監督官庁に報告す

る期限は決まっておりますので、こちら

も決められると思います」 
◆ 小澤＜京都府＞：「前回の総会議事録

のホームページへの掲載が遅れた経緯も

あり、是非期限は入れていただきたい」 
◇ 髙田＜執行部＞：「総会の議事録は議

事録署名人が閲覧して修正なども入りま

すので時間がかかりますことをご理解い

ただきたいと思います」 
◇ 金子＜執行部＞：「法律的にはありま

せんし、今回この(規定)中には入れられま

せんが、ご意向をふまえて対処します」 
◆ 山本＜奈良県＞：「会長を決めるのは

理事会となっているが、会員から推挙さ

れた者が理事会で会長にならなかった場

合、総会で承認する必要があるので、会

員から推挙した者が(会長に)ならなかっ

たので承認出来ない－となる可能性もあ

るが、どのように考えておられるか」 

◇ 髙田＜執行部＞：「(定款によって)会
長選挙で当選した者を会長にします。そ

のため、理事会で駄目ということはあり

得ません。会長は会員の直接選挙なので

そうしますが、その後の理事会では会長

を解任されることはあり得ます」 
※ 定款 第 25 条「理事及び監事は、理

事会の決議により別に定める役員候補者

選出規定により、総会の決議によって専

任する。第 2 項－代表理事及び執行理事

は、理事会において選任する。第 3 項－

前項で選任された代表理事は、会長に就

任する。」 
※ 役員候補者選出規定(案) 第 8 条「本

章に定める会長候補者(以下「選挙」とい

う。)に立候補し、当選した者を、会長候

補者とする。」 
◆ 山本＜奈良県＞：「臨地実習のガイド

ラインを作成するということですが、ど

のような経緯で作られたかは知りません

が、学校側とどのように協議されて作成

されたかが気になります。私の病院では

学生を全面的に受け入れておりますし、

学校と一体となって病院実習を受け入れ

ていますので、非常に気になります」 
◇ 米坂＜執行部・教育研修部＞：「当会

では 2000 年に臨地実習ガイドラインを

出しております。この時は教育施設協議

会の先生方と一緒に作っておりますが、

10 年前であり現状とはかけ離れてきてお

ります。現在実習をやれるやれない等の

問題も出ております。それを今回リアル

に見直そうということで進めております。

当会の研修会にも協議会の先生も講義さ

れておりますし、その中で作って行きま

しょうということなので、技師会が単独

で行うということではありません。内容

も、関連する各方面で見ていただくよう

に考えております」 
◇ 髙田＜執行部＞：「昨年の実習施設担

当者の研修会に参加された方々と作った

ものです。即ち、実際に実習を担当され

ている方々です。それを協議会や実際に

実習を受け入れている施設等に見ていた

だくということです」 
◆ 富永＜兵庫県＞：「20P の支部が推薦

する理事候補者の比例枠について教えて

下さい。最大 2 名とするとありますが、

その比例配分について教えて下さい」 
※ 定款 第 24 条「この法人に次の役員

を置く。(1)理事－3 名以上 30 名以内。(2)
監事－1 名以上 2 名以内。」 
※ 役員候補者選出規定(案) 第 2 条「役

員の定数は、理事 3 名以上 30 名以内、監

事 1 名以上 2 名以内とする。」 
※ 同規定(案) 第 4 条第 3 項「各支部か

ら選出された選出委員は、別表に従い、

当該支部が推薦した者を、理事候補者と

なる者として選出委員に提案する。この

提案は役員改選期にあたる定時総会の 4
週間前までに、理事候補者となる者の氏

名を記載した名簿を P 4



Vol.17 No.22                  会報 JAMT ホームページ掲載              平成 23 年 9 月 26 日 
 

 
    

選出委員長に提出しなければならない。」 
※ 同規定(案) 別表：支部が推薦する理

事候補者の数 
＜定数枠＞ 7 名 
・北日本支部：定数枠－1 名 

(北海道・青森・秋田・岩手・宮城・ 
山形・新潟・福島)  

・関甲信支部：定数枠－1 名 
(茨城・栃木・群馬・埼玉・長野・山梨)  

・首都圏支部：定数枠－1 名 
(千葉・東京・神奈川) 

・中部圏支部：定数枠－1 
(静岡・愛知・岐阜・三重・富山・石川) 

・関西支部：定数枠－1 
(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・

和歌山)  
・中四国支部：定数枠－1 

(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・

香川・愛媛・高知) 
・九州支部：定数枠－1 

(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・

鹿児島・沖縄) 
＜比例枠＞ 14 名以内 
・選出委員会が定めた基準日における支

部構成正会員数が最も多い支部を 2 名と

して比例配分する。端数は、小数点第 1
位を四捨五入することとする。 
◇ 金子＜執行部＞：「この 7 支部に分け

ると、1 支部の会員数が 7,000 名程度にな

るので全支部 2 名となります。将来特定

の支部が衰退などした場合、そこを 2 名

にすると 14 名の枠に入らないので、最大

でも 2 名にして比例配分することです」 
◆ 瀧口＜熊本県＞：「16P の役員候補者

選出委員会についてですが、現在は役員

推薦委員会があります。この規定が 9 月

11 日に制定され、これに沿っていくと現

在の委員会は解散されるのか」 
◇ 髙田＜執行部＞：「本日承認されまし

ても、今年度はすでに委員会が設置され

ており解散することは失礼にもあたるた

め、次期選挙に向けては現在の委員会(役
員推薦委員会・選挙監理委員会)を合同し

て行う予定です」 
◆ 永峰＜徳島県＞：「会長の今後の展望

の中で、診療報酬の対応に関してはどの

ように考えておられるのか」 
◇ 髙田＜執行部＞：「診療報酬について

は触れませんでした。申し訳ございませ

ん。今までは振興協議会へ加わっていま

せんでしたので、当会単独で診療報酬要

望を提出していました。今後は、11 月に

新興協議会へ正式に加盟することが決定

した場合は、その中で一緒に手掛けてい

きます。ただ、協議会の中での要望では

当会とは合わないところが出てくると思

います。それについては、我々独自のも

のを出していきます。 
それともう一つ、以前、輸血に関する

要望は輸血学会と共同で提出しました。

このように専門学会と連携して提出しな

ければ駄目ですので、その連携も考えて

おります。また、協議会とはどうしても

合わないところ、例えば、協議会は経済

課へ提出しますし、我々は保険局へ提出

します。そこは明確に行います。今まで

協議会は診療報酬を上げることを要望す

ることが多く、我々は診療報酬の適正化

を要望しています。そのため、下がる場

合があってもやむを得ないと思っており

ます。あくまでも、我々に有効なものを

要望しますし、そのためには協議会と合

わない場合が出てきた場合は、(協議会を)
離れても良いと思っております」 
◆ 永峰＜徳島県＞：「お聞きした理由は、

現在の標準化を診療報酬へ反映して欲し

いということです。検体管理加算の中に

標準化という文言を入れるように動かれ

ていますが、施設認証に関しては 364 施

設で、全国の病院が 8,700 強あると思い

ます。その現状で検体管理加算に加えま

すと、364 施設ですので 4%程度しかなり

ません。そうすると検体管理加算Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲも殆ど取れなくなる。そういう作戦で

は受けてくれないのではないか。当面、

標準化や精度管理を加点にして精度を認

証するのが増えた時には、その方向でい

く。勿論純粋に会長のいうように(診療報

酬点数を)上げろではなく、それによって

重複な検査をしなくても(検査データが)
活用されますという方向で展開されたほ

うが良い気がしています。いきなり検体

加算へ入れると多くのところが問題を起

こすのではと思っています」 
◇ 髙田＜執行部＞：「今のご意見をふま

えて、診療報酬対策委員会で検討させて

いただきます」 
◆ 山本＜奈良県＞：「総研(臨床検査総合

研究所)についてお尋ねします。お聞きし

ていると精度管理事業を総研の事業にす

るということですが、一体化になってい

る標準化事業はどうなるのですか」 
◇ 髙田＜執行部＞：「おっしゃるとおり、

精度管理と標準化は一体となっておりま

すので、標準化事業も総研の事業とした

ほうが良いと思っております」 
◇ 山本＜奈良県＞：「その時に、先ほど

の永峰先生の言われるように診療報酬に

関しては独立して要望することは可能な

のですか。収益事業の部分で行う場合の

ことですね」 
◇ 金子＜執行部＞：「その事業を総研で

行っても事務代行にすぎないと思います。

標準化事業も精度管理事業も、今後一般

法人にせよ日臨技としての公益的な団体

で行うわけで、施策を立ててその手足と

しての知的なものを含んだサポートを行

うことになると思います」 
◆ 山本＜奈良県＞：「それでは、日臨技

としてはこの事業は公益事業という位置

付けで主張されているのですね。わかり

ました」 
◇ 金子＜執行部＞：「山本先生の話の中

で、今は大変苦労されて事業を行ってい

ただいていますが、イメージとしては将

来的には日医のように、委員会としては

委員会としての機能のみで、方針を決定

し、サポートするのが総研という住み分

けをしたほうが良いと思います」 
◆ 山本＜奈良県＞：「街角ラボの話です

が、東北で行うというのは賛成なのです

が、その資質を早急に、今行っている認

証のレベルにしてスタートしていただき

たい。というのは日臨技として、データ

を担保しようとしているのに、その組織

の中に担保出来ない組織が生まれるのは

おかしなことです。担保してから測定を

開始するという認識でスタートしていた

だきたいと思います」 
◇ 髙田＜執行部＞：「おっしゃるとおり

です。一番手っ取り早いのは(測定の部分

は)検査センターにお任せすることですが、

センターの実態はというと、出てくるデ

ータと実態は違う部分もあります。その

ためもあり、おっしゃるとおり担保して

からでないとスタート出来ないと思って

います」 
◆ 富永＜兵庫県＞：「会員資格について

ですが、以前会員の一時停止、所謂、外

国へ行く、あるいは出産のためという社

会通念上、会員を継続しても良いのでは

ないかという考えもあると思います。そ

の辺を網羅することが会員には親切かと

思いますが」 
◇ 金子＜執行部＞：「それらを想定する

とイレギュラーなことも必要になります

ので、再入会費を 0 円にしました。です

から、入会退会を繰り返すことも自由で、

経費は(年会費だけで)他にかかりません。

停止というより、一度退会になり必要時

に再入会となります」 
◆ 山本＜奈良県＞：「現在、入会手続き

に時間がかかりすぎており、新人に採血

などをさせられない状況です。今は 3 カ

月位かかっていますが、せっかくリンク

ス制度もあることですし、是非合理的に

早く行って欲しいと思います。もう一つ

は継続会員の把握が難しいことです。今

まででは非常に甘いのでいつでも良かっ

たのですが、今回からは催促することも

(県には)ないので、期日を決めていただい

たら良いと思います。会員によっては施

設が(会費を)払うところもあり時期も合

わないところもあります。会費の納入と

会員登録を明確にしていただきたいと思

います」 
◇ 髙田＜執行部＞：「原則的には前納制

です。確かに、施設で払うから待って欲

しいという方もいますが、それを認めた

ら今までと同じです。前納制をきちんと

守ることが重要です。ですから、先ほど

専務の言ったように入会退会は自由で、

再入会金はいらないとしたわけです。ま

た、認定を取得するために入会し、更新

時までは退会するという方もいますが、

それは個人の資質の問題であり、 
P 5
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それをいくら言ってもわからない人もい

ます。そのような方は自然淘汰されるべ

きで、そのため総合管理(監理)技師制度を

おこなう予定です。それが人的要素も含

んだ真の認定者と思っています。管理と

監理を分けて、管理の方は診療報酬に反

映させるために多くの方に取得していた

だき、その上の監理は甘いものでは無い

です。その答申書もありますが、再度整

合性を確かめてからお示しする予定です。

また、前納制は明確にしておき、手続き

については保険会社とも話しております

が、事務的にもたいへんな作業になりま

す。ただ、(最初の年度のため)今回だけで、

次からは自動的になります。また、学生

のうちから入会の手続きができれば、す

ぐ効力も出ると思っております」 
◇ 金子＜執行部＞：「そのためにも自動

引き落としのご指導をお願いします。そ

れにより迅速に行うことが出来ます」 
◆ 瀧口＜熊本県＞：「日臨技の組織が変

わって行きますが、今後このような全国

の会長が集まって話す機会があるのでし

ょうか。あるならどのような形であるの

かお聞かせ下さい」 
◇ 髙田＜執行部＞：「今後支部が出来ま

すので、幹事会を通したものにしないと

また以前の組織に戻ってしまいます。た

だ、今後はそれとは別に、おっしゃると

おり話し合いの場を考えております。今

後は県との契約の場もありますので情報

の交換も考えております」 
◆ 瀧口＜熊本県＞：「内容をみるとそう

かなと思いますが、直接声を聞くことが

必要と思っていますので、是非考えてい

ただきたいと思います」 
◇ 金子＜執行部＞：「幹事会ということ

になりますね」 
◇ 髙田＜執行部＞：「検討いたします」 
◆ 津曲＜宮崎県＞：「会長の総研の説明

の中で、検査施設も作っていきたいとい

うことですが、外注メーカーとの競合と

か(運営の)資産とかがあるのかというこ

とと、総研の事業構想をお聞きしました

が、本年度の予算では 0 円ですが補正を

組むのか予備費で行うのかを教えていた

だきたい」 
◇ 髙田＜執行部＞：「先ほど言いました

ようにセンターの実態を考えると、長期

的な考えですが、日臨技で(検査センター

を)保有して、これが本当ではないかとい

うことを示したいという考えもあります。

先ほどの山本先生のご指摘のとおり、検

査データを担保して社会に示すことも目

的の一つです。予算はおっしゃるとおり

ありません。まず、設置することです。

委員会で検討したうえでスタートしたい

と思っております。そのため、今年度は

予算的にはかからないと思っております。

今後は建物等も必要でしょうが、それは

これからの事と思っております」 
◇ 金子＜執行部＞：「それでは、最後に

経理担当からお知らせがあります」 
◇ 髙木＜執行部・総務部経理担当＞：「口

座引き落としについては 9 月に一度検証

しようと思っておりますが、引き落とし

とコンビニ払いの二本立てでは事務作業

にたいへんなところもありますので口座

引き落としを推進したいと思っておりま

す。そのためもあり、＜JAMT ポイント

＞(仮称)を考えております。会員登録の

JAMTIS から入っていただき、口座引き

落としで、当会が行っている事業の参加

費や学会参加費や図書の購入等にポイン

トを加算し、そのポイントを使用して会

員へ還元することを考えております。ア

イディアがありましたら教えていただけ

ればありがたいと思っております。今年

度中に立ち上げ、来年の学会には、事前

登録も考えておりますので、よろしくお

願いいたします」 
○ 最後に、第 60 回日本医学検査学会を

担当された宮島長野県臨床衛生検査技師

会長からお礼のご挨拶があった。 
◆ 宮島＜長野県・第 60 回日本医学検査

学会長＞：「皆様のおかげをもちまして学

会が盛会裏に終了しました。地震もなく

終わりました。財政的には参加費が高く

申し訳ないと思っておりますが、何とか

少し黒字になりそうということです。ま

た、記念誌が出来ましたが、今後皆様へ

お届けいたします。次は三重県ですので、

また協力させていただきたくお願いいた

します。私からの御礼にかえさせていた

だきます。ありがとうございました」 
◇ 金子＜執行部＞：「会長会議は今年ま

でで、来年からは全国幹事会議になると

思います。更に、ご要望などがございま

したらメールなどでお送りいただきまし

たら検討させていただきます。本日はあ

りがとうございました。」   ＜了＞ 
○ 予定時間をもって散会した。 
 
 
 
1 医療安全管理者研修会 
＜東京会場＞ 11 月 13 日(日) 
＜大阪会場＞ 平成 24 年 1 月 15 日(日) 
2 臨地実習指導者教育研修会 
日程： 12 月 3 日(土)・4 日(日) 
3 輸血検査伝達・実技研修会 
北海道地区 10 月    1 日(土)・  2 日(日) 
四国地区   10 月 15 日(土)・16 日(日) 
東北地区   11 月 12 日(土)・13 日(日) 
中国地区   11 月 19 日(土)・20 日(日) 
4 味覚・嗅覚に関する研修会日程 
九州地区      10 月   2 日(日)   
東北地区      10 月 15 日(土)   
北海道地区  10 月 23 日(日)   
中部地区      10 月 23 日(日)   
関甲信地区  10 月 30 日(日)    
近畿地区      10 月 29 日(土)    
中四国地区  11 月   6 日(日)   
 

5 JCCLS 尿沈渣検査法指針提案 GP1-P4
の改訂概要と今後の課題」 
11 月 13 日(日)9：00～ 
◇都道府県・地区技師会主催 
認定心電検査技師 

1 10 月 22 日(土) 広島県 
認定一般検査技師 
2 10 月   9 日(日)  広島県 
3 10 月 16 日(日)  佐賀県 
 

⇒ 研修会情報はホームページ参照 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＝会報 20 号、21 号につづく編集室＝ 
診断に化学が導入されたのは、16 世紀のは

じめと言われます。その頃をはじめに、それ

までの“眼、指、知識”による診断術が“病

気”を数値で表現する診断術に変わっていっ

たのです。人間の体液による最初の診断は

“尿”でした。尿は身体の状態をよく反映す

るとされ、視覚的特徴で判断していたので

す。ガラス容器に尿を入れ、上から頭部、胸

部、腹部、泌尿・生殖器の四つに区別し、色

合いや上から下に沈殿する動きを見ました。

 16 世紀になり、パラケルスス(スイス)らが

尿の化学的分析を重要視しました。方法は尿

を蒸留し、その蒸留液と残渣物によって推論

しました。これにより、従来法による多くの

医師の反感をかい、論争になりました。 
 17 世紀になり、トマス・ウィリス(イギリ

ス)は、1684 年の「実地の医療」で、視覚的

特徴により結論を出す医師を“ガラス容器の

尿を眺め、ちょっと揺すった程度で判断する

のは、にせ医者や藪医者だ”と決めつけまし

た。動くと痙攣を伴い筋肉を伸ばすと痛むと

いう患者の尿を蒸発させ、得た多量の塩と酒

石が液体の重量の半分以上もある一例を挙

げて説明しました。この方法は、血液や体液

の塩分比率を調べるのに有効で、この塩分が

一時的か恒常的かは尿を蒸留することで容

易にわかるとしました。 
同じく 1684 年、ロバート・ボイルの「人

間の血液の自然史に関する覚書」によると、

尿分析と同じように血液にも化学的分析が

必要であり有用であるとしています。更に

“病人の場合は、どの程度正常とずれている

かを見分けるのは必要なことで、病人の血液

の性質や偶発的な特徴を健全な人間と比較

すれば、健全な血液の状態とかけ離れた状態

を項目別に調べることが容易になるだろう”

と主張しました。それまでの、多くの医者の、

尿と同じように血液についても“肉眼で外観

を調べる診断方法”を否定し、血液を眺める

だけで満足して血液の隠れた化学的特性を

明かす意欲のない医者を批判したものでし

た。今から 300 年以上も前のことです。 
 これは、人間が進化の過程で獲得した、一

部の歴史家が呼ぶ「本能的医療」と言われる

ものに近いものっだったのかも知れません。

 人間の歴史における「医療」は、魔術的行

為や、所謂、聖職者の経験に基づく医術でし

た。魔術師と聖職者の区別は、貧しい集落な

どでは魔術師、病人が集まる神殿などで施術

にあたった者を聖職者と呼んでいました。 
 病気は、人間が足で立ち、手を使いはじめ

た頃に現れたと信じられていましたが、人類

が登場した痕跡より数百万年前に細菌叢が

証明されました。アメリカのモンタナ州の洞

窟で発見された連鎖球菌によるものでした。

【TAKADA】 
･･･つづく P 6

今後の研修会予定
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社団法人 日本臨床衛生検査技師会法人化 50 周年・創立 60 周年記念  

厚生労働大臣表彰受賞者 

都道府県名 受  賞  者  氏  名 

北海道  東   恭悟  及川 雅寛 佐藤 和昭 田上   稔  畑中 宗博 松田 直哉 

青森県  尾崎 陸男             

岩手県  伊藤 茂雄  芳賀   勇          

宮城県  寺崎   茂             

秋田県  菅原 博之             

山形県  安孫子剛宏             

福島県  比佐 哲夫             

茨城県  佐々木伸夫  相馬 雅行 直井 芳文        

栃木県  大塚 孝司朗             

群馬県  天谷 初夫  岩上 みゆき          

埼玉県  砂川   進  津田 聡一郎 前原 光江        

千葉県  井浦   宏  川島   徹 髙木 正義 藤谷   登  三村 邦裕   

東京都  安部 信行  小松 京子 福田 高久 吉田 勝彦      

神奈川県  小浜 信夫  河野 一郎 齊藤 幸弘 瀬戸 享往  米坂 知昭   

新潟県  吉原 正弘             

富山県  松下 敏昭             

石川県  油野 友二             

福井県  伊藤 善祐             

山梨県  海野 勇蔵             

長野県  両角 和雄             

岐阜県  北村   顕  山本 初津恵          

静岡県  齋藤 辰男  髙木 義弘          

愛知県  岸   孝彦  椙山 広美 中井 規隆        

三重県  小林 圭二  松本 正刀          

滋賀県  吉田   孝             

京都府  田畑 勝好             

大阪府  今井 宣子  運天 政五郎 竹浦 久司 佐野 道孝      

兵庫県  佐渡 和義  東塚 伸一 鳥居 良貴 中山 亮一      

奈良県  山本 慶和             

和歌山県  植山   實  田中 久晴 玉置 達紀        

鳥取県  西川 清司             

島根県  渡部 麻里子             

岡山県  岡本 由美  佐藤   誠 山田 啓輔        

広島県  板羽 秀之  新田 和雄          

山口県  江角 智子             

徳島県  庄野 和子             

香川県  鏡原 博文             

愛媛県  越智 繁樹  土居   修 西宮 達也        

高知県  萩野 善久  山地 ひろみ          

福岡県  大澤   進  杉島 節夫 友松 哲夫 藤丸 政義      

佐賀県  百田 浩志  山田 隆司          

長崎県  新垣 盛仁             

熊本県  瀧口   巌             

大分県  佐藤 元恭             

宮崎県  清山 和昭             

鹿児島県  岡﨑 智治             

沖縄県  松川 正男             
P 7
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        政策研修会第 4弾･･･「医療安全管理者研修会 」日程決定！ 
                －医療安全の基礎と新たな課題(大規模災害、放射線)－ 

前号でお知らせした研修会の全日程が決まりました。東京会場と大阪会場の２会場で開催します。 

受講希望者は、どちらかの会場を選ばれ、「研修会申込書」をホームページからダウンロードして申し込んで

下さい。受講者の多いことも予想されます、申し込みは早めにお願いします。 

予定人数が限られております。多くの方に受講いただくよう、一人で両会場への申し込みはしないで下さい。

また、申し込みをされ、当日受講されない方が増えております。仮押さえ的な申し込みはしないで下さい。 

 

 

【東京会場】 
 
◇日  時：平成 23 年 11 月 13 日(日)  10:00 ~ 16:00 
◇会  場：秋葉原 UDX GALLERY ＜東京都千代田区＞ 
 

＝時 程・講 義 内 容＝ 
 

◇受    付   09:00 ～ 
◇第 1 講 10:00 ～11:00    
 我が国の医療安全施策の動向 

厚生労働省 医政局総務課医療安全推進室      初 村     恵 
◇第 2 講 11:00 ～12:00 
ヒューマンエラーは、なぜ起こる？どう防ぐ？ 

産業技術総合研究所 デジタルヒューマン研究センター 
                       中田      亨 
◇休 憩 12:00 ～13:00 
◇第 3 項 13:00 ～13:50 
リスクマネージャーサポートツール 

東京海上日動メディカルサービス社                山本  貴章 
◇第 4 講 13:50 ～14:50 
 甲状腺専門医から見た原発事故 

武市クリニック院長                  武市   宣雄 
◇休  憩  14:50 ～15:00  
◇第 5 講 15:00 ～16:00 
災害時の医療供給体制について ～首都直下型を想定して～ 

東京医科歯科大学大学院医療政策学講座         河原   和夫 
◇修了書授与 
※ 尚、プログラム内容に関しては、変更する場合があります。 
 
◆募集人数： 200 名(定員になり次第締切) 
◆受講資格： 一般公開 
◆受 講 料： 無料(ただし、資料代 2,000 円) 

非会員臨床検査技師 12,000 円(資料代を含む) 
◆申込締切： 平成 23 年 10 月 29 日(土) 
◆申込要領： ｢研修会申込書｣に必要事項をご記入のうえ、郵送

または FAX で下記までお申し込みください。 
後日、受講票をお送りします。 

◆申 込 先： 〒143-0016 東京都大田区大森北 4-10-7 
社団法人日本臨床衛生検査技師会 
研修会申込書在中(必ずご記入ください) 

       TEL03-3768-4722 FAX03-3768-6722 
◆宿  泊： 各自で手配してください。 

 

【大阪会場】 
 
◇日  時：平成 24 年 1 月 15 日(日)  10:00 ~ 16:00 
◇会  場：ブリーゼプラザ小ホール ＜大阪市北区梅田＞ 
 

＝時 程・講 義 内 容＝ 
 

◇受  付   09:00 ～ 
◇第 1 講 10:00 ～11:00    
 我が国の医療安全施策の動向 

厚生労働省 医政局総務課医療安全推進室      初 村     恵 
◇第 2 講 11:00 ～12:00 
ヒューマンエラーは、なぜ起こる？どう防ぐ？ 

産業技術総合研究所 デジタルヒューマン研究センター 
                       中田      亨 
◇休 憩 12:00 ～13:00 
◇第 3 項 13:00 ～13:50 
リスクマネージャーサポートツール 

東京海上日動メディカルサービス社                山本  貴章 
◇第 4 講 13:50 ～14:50 
 原発事故と放射線 

中部大学総合工学研究所                 武田  邦彦 
◇休  憩   14:50 ～15:00  
◇第 5 講 15:00 ～16:00 
災害時の医療供給体制について ～首都直下型を想定して～ 

東京医科歯科大学大学院医療政策学講座          河原   和夫 
◇修了書授与 
※ 尚、プログラム内容に関しては、変更する場合があります。 
 
◆募集人数： 200 名(定員になり次第締切) 
◆受講資格： 一般公開 
◆受 講 料： 無料(ただし、資料代 2,000 円) 

非会員臨床検査技師 12,000 円(資料代を含む) 
◆申込締切： 平成 23 年 12 月 15 日(木) 
◆申込要領： ｢研修会申込書｣に必要事項をご記入のうえ、郵送

または FAX で下記までお申し込みください。 
後日、受講票をお送りします。 

◆申 込 先： 〒143-0016 東京都大田区大森北 4-10-7 
社団法人日本臨床衛生検査技師会 
研修会申込書在中(必ずご記入ください) 

       TEL03-3768-4722 FAX03-3768-6722 
◆宿  泊： 各自で手配してください。 

＝編集室＝ 
台風 15 号で被害を受けられた会員の皆様にお見舞い申し上げます。地区担当理事をとおして、その被害状況調査を開始しております。 
日臨技の事務所付近も今までにない風の襲来で交差点を渡ることも困難でした。今年節電対策の一つとして事務所の窓にとり付けた 
“ゴーヤグリーンカーテン”も被害を受けました。台風一過、その修復作業に真剣に精を出す専務の姿がみられました。 
近年、世界的な地球規模の異常現象が多く見られるようです。温暖化が原因と言われますが、太陽活動の影響が大きいようです。太陽 

の周りを回る地球は、規則的に気温や気候が変化し、その変化に色々な条件が加わり、突発的に起こる異常な気象 
現象は思わぬ力があります。海面の上昇で水没する国や水不足で干ばつに苦しむ地域もあります。地球は氷河期と 
間氷河期が、太陽活動のサイクルで繰り返されてきました。今は氷河期に当たりますが、今の状況は“温かい氷河 
期”と言われています。私たちの愛すべき地球の気候に一体何が起きているのでしょうか？ 
これに加え、この数日間新聞を賑わした人工衛星が、もし落下してきたら、運が悪かったでは済まされません。 
でも、私たち人間は、気まぐれな“天の悪戯”には決して負けることはないでしょうが･･･     【TAKADA】  P 8


