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平成 19 年 7 月 17 日 

社団法人日本臨床衛生検査技師会 

                        会長 小崎 繁昭 殿 

学会在り方検討委員会 

     委員長        (近畿地区) 森嶋 祥之 

副委員長        (四国地区) 土居  修 

委員    (北海道地区) 佐藤 和昭 

(東北地区) 小田辺なお子 

(関東甲信地区) 米坂 知昭 

(中部地区) 椙山 広美 

(中国地区) 谷口  薫 

(九州地区) 長迫 哲郎 

(日臨技) 小沼 利光 

(日臨技) 金子 健史 

(日臨技) 蒲池 正次 

(日臨技) 田中 久晴 

 

答答答答    申申申申    書書書書    
 中間報告書における“学会に参加しや

すい基盤整備”としての開催地エリア区

分の具体案ならびに学会経理に関する要

望につきまして答申致します。平成 22 年

の第59回日本医学検査学会が円滑に開催

できるよう早急に理事会にてご審議お願

い致します。なお、今回の答申書を、学

会在り方検討委員会の最終報告とさせて

頂きます。 

記記記記    

ⅠⅠⅠⅠ    答申事項答申事項答申事項答申事項((((別添別添別添別添 1)1)1)1)    
1111 日本医学検査学会開催地エリア区分の日本医学検査学会開催地エリア区分の日本医学検査学会開催地エリア区分の日本医学検査学会開催地エリア区分の

見直し案見直し案見直し案見直し案    

2222    日本医学検査学会の経理に関する要望日本医学検査学会の経理に関する要望日本医学検査学会の経理に関する要望日本医学検査学会の経理に関する要望 

 

((((別添別添別添別添 1)1)1)1)    

1111 日本医学検査学会開日本医学検査学会開日本医学検査学会開日本医学検査学会開催地エリア区分の催地エリア区分の催地エリア区分の催地エリア区分の

見直し案見直し案見直し案見直し案((((開催地エリア区分開催地エリア区分開催地エリア区分開催地エリア区分：：：：開催順開催順開催順開催順：：：：学学学学

会長立候補技師会会長立候補技師会会長立候補技師会会長立候補技師会)))) 

◆阪神圏：＜1＞：大阪、兵庫、京都、滋

賀、奈良、和歌山、福井 

◆北部九州圏：＜2＞：福岡、佐賀、長崎、

熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

◆阪神圏：＜3＞：鳥取、島根、岡山、広

島、 山口、徳島、香川、愛媛、高知 

◆首都圏：＜4＞：北海道、青森、岩手、

宮城、秋田、福島、山形、新潟 

◆中部圏：＜5＞：静岡、愛知、岐阜、石

川、 富山、三重 

◆首都圏：＜6＞：東京、神奈川、千葉、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉、茨城、群馬、山梨、栃木、長野 

開催地エリア区分の適応は、平成 22 年

5 月開催予定の第 59 回日本医学検査学会

からとし、開催順 1 からの輪番制としま

す。なお、開催順 3.4 のように、学会長

は学会開催地エリア外から選任される場

合があります。 

2222    日本医学検査学会の経理に関する要望日本医学検査学会の経理に関する要望日本医学検査学会の経理に関する要望日本医学検査学会の経理に関する要望    

日本医学検査学会の経理につきまして

は、現在学会担当団体であります地区技

師会が行っています。今後公益法人改革

が実施されること、又、本答申では発表

会場と学会展示会場の確保を日本臨床衛

生検査技師会が行う予定であることから

も、本来の主催団体であります日本臨床

衛生検査技師会が経理も全面的に担当す

ることを要望致します。 

本答申が理事会で決定されました場合

は、下記の 3 点をさらに要望致します。 

① 会報 JAMT を通じ、会員にとって学

会に関する必要な情報提供をお願い

致します。 

② 第59回からの円滑な学会運営を実現

するために、日臨技学会担当部局へ

の指示をお願い致します。 

③ 平成22年度は当初中部圏での開催予

定でありましたが、政府の諸事情に

より平成 22年 5月の名古屋国際会議

場の予約は出来ませんでした。つき

ましては、特例として平成 23 年度に

限り中部圏の開催を要望致します。 

((((資資資資    料料料料))))：＜中間報告一部抜粋＞：＜中間報告一部抜粋＞：＜中間報告一部抜粋＞：＜中間報告一部抜粋＞    

1111    学会に参加者しやすい基盤整備学会に参加者しやすい基盤整備学会に参加者しやすい基盤整備学会に参加者しやすい基盤整備    

1)1)1)1)大都市圏での発表会場と学会展示会大都市圏での発表会場と学会展示会大都市圏での発表会場と学会展示会大都市圏での発表会場と学会展示会

場の一体化施設利用場の一体化施設利用場の一体化施設利用場の一体化施設利用    

より多くの技師が一同に会する学会を

目指すには、学会参加者と学会展示発表

会協力企業にとって、参加・協力しやす

い開催地の選定が重要となる。それには、

交通機関と宿泊の利便性などを考慮して、

全国どこからも数時間以内で移動できる

大都市圏開催が好ましい。また、地区学

会では年々学会展示発表会が少なくなる

傾向から、全国学会の参加目的には最新

機器展示見学もある。そこで、学会参加

者にとって同一施設に発表会場と学会展

示会場がある場合は、限られた時間内に 

有効的に両会場を移動できるため、今後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催地決定に際して、発表会場と学会展

示会場の一体化施設利用も条件にすべき

である。 

本委員会として先の条件に適応する施

設の実態調査を行ったところ、首都圏(東

京ビッグサイト、東京国際フォーラム、

幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、

パシフィコ横浜など)、中部圏(名古屋国際

会議場など)、阪神圏(大阪国際会議場、神

戸市ポートアイランド内施設、国立京都

国際会議場など)、北九州圏(福岡コンベン

ションセンターなど)の 4 圏に絞られた。

この 4 圏を主軸に輪番で開催地を決定す

ることにより、学会に参加しやすい会場

確保を実現する。なお、学会開催担当技

師会の選定方法は今後の課題とする。 

 

((((学会在り方検討委員会の審議経過学会在り方検討委員会の審議経過学会在り方検討委員会の審議経過学会在り方検討委員会の審議経過))))    

◆委員会第 1 回(H18.7.22)： 

学会の在り方 

◆委員会第 2 回(H18.9.10)： 

学会在り方に関する検討の視点、方策 

 中間報告書作成に向けての素案(案) 

資料 1：学会在り方検討委員会(第 1 回)議

事要旨(案) 

資料 2：「第 3 次マスタープラン策定委員

会」提言に対する各委員の事前意見整理 

資料 3：中間報告書作成に向けての素案 

資料 4：学会在り方検討委員会の今後の進

め方(案) 

◆委員会第 3 回(H18.11.9)： 

中間報告書作成に向けての素案：学会開

催地 

資料 1：学会在り方検討委員会(第 2 回)議

事要旨(案) 

資料 2：委員会第 2 回審議事項に対する各

委員の事前意見整理 

資料 3：中間報告書作成に向けての素案 

資料 4：学会在り方検討委員会の今後の進

め方(案) 

◆ 委員会第 4 回(H19.1.13)： 

中間報告書素案：学会開催地 

資料 1：学会在り方検討委員会(第 3 回)議

事要旨(案) 

資料 2：学会開催地に関するアンケート調

査報告 

資料 3：中間報告書素案 

資料 4：学会在り方検討委員会の今後の進

              

学会在り方検討委員会 

臨床検査領域で働く全ての人に開かれた教育のための学会 
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め方(案) 

◆日本臨床衛生検査技師会(H19.1.16)： 

学会在り方検討委員会中間報告書提出 

◆都道府県会長連絡会議 (H19.1.27)：         

中間報告書の説明 

◆委員会第 5 回(H19.3.10)： 

学会開催エリア区分 

資料 1：学会在り方検討委員会(第 4 回)議

事要旨(案) 

資料 2：中間報告書提案事項の具体案作り 

◆委員会第 6 回(H19.714)： 

答申書 

◆日本臨床衛生検査技師会(H19.7.17)： 

学会在り方検討委員会答申書提出 

    

臨床検査領域で臨床検査領域で臨床検査領域で臨床検査領域で働く全ての人に働く全ての人に働く全ての人に働く全ての人に

開かれた教育のための学会開かれた教育のための学会開かれた教育のための学会開かれた教育のための学会    
～患者本位の医療を実現するための臨床～患者本位の医療を実現するための臨床～患者本位の医療を実現するための臨床～患者本位の医療を実現するための臨床

検査技術および医療効率の向上～検査技術および医療効率の向上～検査技術および医療効率の向上～検査技術および医療効率の向上～    

中間報告書中間報告書中間報告書中間報告書    (平成 19 年 1 月 16 日) 

目目目目    次次次次    

はじめにはじめにはじめにはじめに    

ⅠⅠⅠⅠ    検討の基本的な考え方検討の基本的な考え方検討の基本的な考え方検討の基本的な考え方    

 1 検討の基本・視点 

 2 表題に臨床検査領域で働く全ての人

に開かれた教育のための学会を取り上げ

た経緯と考え方 

ⅡⅡⅡⅡ    魅力ある医学検査学会の実現魅力ある医学検査学会の実現魅力ある医学検査学会の実現魅力ある医学検査学会の実現    

 1 学会に参加者しやすい基盤整備 

  1)大都市圏での発表会場と学会展示

会場の一体化施設利用 

  2)毎年 5 月の土、日曜日の 2 日間開

催 

  3)参加資格の拡大化と学会参加費の

減免 

2222    学会の効率的運営学会の効率的運営学会の効率的運営学会の効率的運営    

  1)学会に関する諸規定の改正 

  2)合理的運営方式への変更 

3333    学会特別企画の再考学会特別企画の再考学会特別企画の再考学会特別企画の再考    

  1)各職域間の情報交換 

  2)認定資格更新のための研修会 

  3)世代間・関連職種との交流を目的

とした企画 

  4)シンポジウム企画の在り方 

  5)査読・座長の役割 

  6)発表分類の見直し 

 4444    全国学会と地区学会の関係全国学会と地区学会の関係全国学会と地区学会の関係全国学会と地区学会の関係    

  1)地区学会から地区学術集会へ 

  2)公開シンポジウムの開催 

 5555    職場での環境整備職場での環境整備職場での環境整備職場での環境整備    

ⅢⅢⅢⅢ    実現向けての到達目標実現向けての到達目標実現向けての到達目標実現向けての到達目標    

 1 平成 18 年度目標 

 2 平成 19 年度目標 

 3 平成 20 年度目標 

おわりにおわりにおわりにおわりに    

((((添付資料添付資料添付資料添付資料))))    

学会在り方検討委員会報告書提出までの

審議経過 

学会在り方検討委員会委員名簿 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

本委員会では多様な立場からの意見を

受け、日本医学検査学会(全国学会)と各地

方学会(地区学会)の在り方を検討し、本学

会が真に国民のニーズに対応する内容と

実施体制の中で発展する方策を探ること

にした。 

なお、本委員会は、開始にあたり、第 3

次マスタープラン策定委員会から答申さ

れた日本医学検査学会および地方学会に

関する事項の提案ならびに、今後変化す

る医療環境に対応するものとした。 

ⅠⅠⅠⅠ    検討の基本的な考え方検討の基本的な考え方検討の基本的な考え方検討の基本的な考え方    

 1111    検討の基本・視点検討の基本・視点検討の基本・視点検討の基本・視点    

 議論に先立ち、以下の 2 点について現

状を踏まえ、検討の方向性としての基本

に据え、早期に実現を図ることを確認し

た。 

①臨床検査学分野の学術の進歩・発展へ

貢献する。 

②多様化する医療サービスの高度化に対

応を図る。 

＜検討の留意点＞＜検討の留意点＞＜検討の留意点＞＜検討の留意点＞    

 当初確認した現状と課題の整理から、

以下の 7 項目に十分配慮しながら進める

ことにした。 

①臨床検査技師(技師)の責務が拡大する

中、臨床検査の新たな価値を創造できる

こと 

②国内外の関連学術団体との連絡および

提携を考慮すること 

③専門的、総合的な研究を行い、研究等

の成果の普及、活用し発展させること 

④出版事業，講演・講習会等を通じて，

研究成果の公開，一般国民の啓発等の公

益事業を行なうこと 

⑤認定資格の創設・取得する仕組みを構

築すること 

⑥技師の固有技術(基本的検査技術と専門

的検査技術)を啓発すること 

⑦技師を巡る環境は、常に変化しており、

本報告については適切な時期に再検証さ

れる必要があること 

2222    表題に臨床検査領域で働く全ての人表題に臨床検査領域で働く全ての人表題に臨床検査領域で働く全ての人表題に臨床検査領域で働く全ての人

に開かれた教育のための学会を取り上げに開かれた教育のための学会を取り上げに開かれた教育のための学会を取り上げに開かれた教育のための学会を取り上げ

た経緯と考え方た経緯と考え方た経緯と考え方た経緯と考え方    

 本委員会では、学会による研究活動が

確実に国民の期待に応え、さらに一層の

発展を図るために、現状にはどのような

課題があるかを検討した。技師の仕事は

電気生理学、化学そして形態学など、さ

まざま知識･技術を要求するものであり、

職域の広いことが特徴である。技師は施

設によって一専門分野だけを担当するも

のもいるが、複数担当のものが多く、さ

らには緊急検査や輸血検査はほとんどの

技師が日当直業務として関わっている。

また臨床化学を専門とする技師であって

も、超音波による画像情報を知ることで、

総合的に患者データを判読する力をつけ

ることになる。また、昨今、医療界も健

診業界もチーム医療と言われているが、

専門知識だけでは現実参画できず、他分

野の幅広い知識が求められている。これ

からの技師は、卒後において臨床検査全

般をある一定レベルの知識技術を維持し

た上で、専門性を発揮する職能が求めら

れる。本学会は、従来、技師の固有技術(基

本的検査技術と専門的検査技術)を主体と

した学会企画を行なってきたが、今後、

幅広い各方面で従事する技師の卒後教育

としての基礎技能を担保し、かつ、各職

域の技師の専門性を高める企画を通して

研究能力と管理技術能力も習得できる臨

床検査教育のための学会開催を目指すも

のである。このような視点での変革によ

り、技師の検査活動を支援し、各研究や

他の学術団体、国際交流などを通じて職

能活動は発展・推進する。そこで、本報

告書では、学会を臨床検査のコアとなる

ための技師が従事するあらゆる分野の基

本的な職能と基礎技能(学術)に対する教

育(研究と研修)の場として位置づけ、「臨

床検査技師教育のための学会」に焦点を

あてた検討を行い、上記の社会的使命を

果たし得る学術活動とその実施体制につ

いて充実・発展方策を追及した。 

ⅡⅡⅡⅡ    魅力ある医学検査学会の実現魅力ある医学検査学会の実現魅力ある医学検査学会の実現魅力ある医学検査学会の実現    

1111    学会に参加者しやすい基盤整備学会に参加者しやすい基盤整備学会に参加者しやすい基盤整備学会に参加者しやすい基盤整備    

1)1)1)1)大都市圏での発表会場と学会展示大都市圏での発表会場と学会展示大都市圏での発表会場と学会展示大都市圏での発表会場と学会展示

会場の一体化施設利用会場の一体化施設利用会場の一体化施設利用会場の一体化施設利用    

より多くの技師が一同に会する学会を

目指すには、学会参加者と学会展示発表

会協力企業にとって、参加・協力しやす

い開催地の選定が重要となる。それには、

交通機関と宿泊の利便性などを考慮して、

全国どこからも数時間以内で移動できる

大都市圏開催が好ましい。また、地区学

会では年々学会展示発表会が少なくなる

傾向から、全国学会の参加目的には最新

機器展示見学もある。そこで、学会参加

者にとって同一施設に発表会場と学会展

示会場がある場合は、限られた時間内に

有効的に両会場を移動できるため、今後

開催地決定に際して、発表会場と学会展

示会場の一体化施設利用も条件にすべき

である。本委員会として先の条件に適応

する施設の実態調査を行ったところ、首

都圏(東京ビッグサイト、東京国際フォー

ラム、幕張メッセ、さいたまスーパーア

リーナ、パシフィック横浜など)、中部圏

(名古屋国際会議場など)、阪神圏(大阪国

際会議場、神戸市ポートアイランド内施

設、国立京都国際会議場など)、北九州圏

(福岡コンベンションセンターなど)の 4

圏に絞られた。この 4 圏を主軸に輪番で

開催地を決定することにより、学会に参

加しやすい会場確保を実現する。なお、

学会開催担当技師会の選定方法は今後の

課題とする。 

2)2)2)2)毎年毎年毎年毎年 5555 月の土、日曜日の月の土、日曜日の月の土、日曜日の月の土、日曜日の 2222 日間開日間開日間開日間開

催催催催    

 本学会には、原則として５月の金・土

曜日開催であるが、開催地を大都市圏と

限定した場合、学会参加者数の増加を見

込める土・日曜日開催も可能と判断する。 

3)3)3)3)参加資格の拡大化と学会参加費の参加資格の拡大化と学会参加費の参加資格の拡大化と学会参加費の参加資格の拡大化と学会参加費の
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減免減免減免減免    

 日本臨床検査医学会、日本衛生検査所

協会、日本臨床検査薬協会、全国臨床検

査技師教育施設協議会に所属する会員も

本学会に演題を申し込める(日本医学検査

学会規定第 11 条)。学会が発展するには

このような関係学会・関係団体から参加

しすい環境整備が必要である。また、第

50 回学会から学会参加資格が緩和されオ

ープン参加が実施されたことから、学会

参加資格の緩和を更に拡大し、例えば学

会員(１年間学術会員)としてより広範囲

の医療関係者にオープンにし、積極的に

学会員の募集に取り組むことを検討する。

また、若手会員が学会に参加しやすいよ

うに、国家資格を得た１年目の技師に対

しては合格通知書のコピー等を持参すれ

ば学会参加費を半額。卒後３年以内の会

員の学会参加費は半額、一般演題を発表

する場合は学会参加費を免除などの配慮

も検討すべきである。 

2222    学界の効率的運営学界の効率的運営学界の効率的運営学界の効率的運営    

  1)1)1)1)学会に関する諸規定の改正学会に関する諸規定の改正学会に関する諸規定の改正学会に関する諸規定の改正    

学会に関する諸規定は、日本医学検査

学会規定、日本医学検査学会運営内規、

日本医学検査学会マニュアルからなる。

平成 16年 1月には日本医学検査学会マニ

ュアルは大幅に改訂された。今後より効

率的運営を実践するために、運営の支障

となる箇所を洗い出し諸規定の見直しに

着手する。 

  2)2)2)2)合理的運営方式への変更合理的運営方式への変更合理的運営方式への変更合理的運営方式への変更    

全国学会を単位技師会で運営する方式

は、担当技師会の結束力を高めるには効

果的である半面、運営に費やす期間が長

期におよぶため本来の公益法人としての

会務ならびに各役員の日常業務に支障が

でるのも現状である。そこで、日臨技人

財育成部に学会運営を経験した定年退官

の技師などから構成する組織を立ち上げ、

担当技師会の事務処理等の負担を軽減す

る方策を模索する。また、大都市圏では

運営委託先(コンベンション)も多いこと

から、現在の学会展示発表会の運営以外

の委託も選択肢とする。 

3333    学会特別企画学会特別企画学会特別企画学会特別企画等の再考等の再考等の再考等の再考    

  1)1)1)1)各職域間の情報交換各職域間の情報交換各職域間の情報交換各職域間の情報交換    

感染制御、臨床栄養管理、糖尿病療養

指導、癌対策などの専門技師の職域や、

衛生検査所、検診センター、診療所、臨

床検査薬会社、特定機能病院、療養型病

床群などの機能別の職域では、各固有の

多岐多様な問題がある。全国学会では、

ラウンドテーブルディスカション形式等

で、当事者同士でこのような各職域固有

の問題点を洗い出し解決するための企画

が求められる。 

  2)2)2)2)認定資格更新のための研修会認定資格更新のための研修会認定資格更新のための研修会認定資格更新のための研修会    

現状において認定資格を取得した会員が、

専門学会へ流れる傾向があるのは否めな

い。ついては本学会時に認定機関に認定

資格更新のための研修会企画を委託し、

認定更新をしやすくする機会を作り、ま

た、認定技師を目指している技師がその

企画に参加することによって、認定資格

取得促進の一役を担う。 

     3)3)3)3)世代間・関連職種との交流を目的世代間・関連職種との交流を目的世代間・関連職種との交流を目的世代間・関連職種との交流を目的

とした企画とした企画とした企画とした企画    

卒後 3 年以内の会員を対象とした発表

する場(仮称)「ヤングセッション」を創設

することにより、若い世代への学会参加

を促進する。同時に得られた若い世代の

考え方などの情報を、今後の技師会・学

会運営に活かす。また、チーム医療を共

に担う医師、薬剤師、看護師、管理栄養

士などの関係団体と共同で特別企画を企

画することで、チーム医療への係わりを

推進し、関連職種との情報交換も可能と

なる。 

  4)4)4)4)シンポジウム企画の在り方シンポジウム企画の在り方シンポジウム企画の在り方シンポジウム企画の在り方    

学会開催 2 年前の 9 月～10 月開催され

る学会第 2 回企画委員会で特別企画を提

示することになっている。シンポジウム

は比較的狭い専門的なテーマについて討

議をすることから、その開催年に相応し

い内容が求められる。企画委員会への提

示時期の変更により、ランチョンセミナ

ーの方が時代に相応しい内容であったと

の批判をかわす事ができる。また、特別

企画には経年的に検査研究部門が協力し

てきたが、シンポジウム企画の一部公募

することで、会員にとって身近で興味深

い企画が多方面から集まる。 

  5)5)5)5)査読・座長の役割査読・座長の役割査読・座長の役割査読・座長の役割    

 学術部門を中心に査読・座長の厳粛化

を図るための組織を構築する。学会はよ

り大勢の参加が前提であり、学会のレベ

ルアップを図ることは大切であるが、査

読を厳しくして却下すると参加者は減少

する。内容とタイトルが一致していない

ものは、査読段階で指摘し修正を促すべ

きであるが、考察できるものがあるかな

いかは当日の発表を待たなければ明らか

ではない。座長による適切な指摘により、

次回の発表に改善を求めることが必要で

ある。発表する意志意欲を尊重すること

は、個人および技師会発展に繋がる。ま

た、基礎的な検討でも機器や試薬の導入

時では、判断材料として参考になってい

る。 

  6)6)6)6)発表分類の見直し発表分類の見直し発表分類の見直し発表分類の見直し    

一般演題の発表分類を、従来の固有技

術を主体とした発表分類から、感染制御、

臨床栄養管理、糖尿病療養指導、癌対策

などの専門技師を意識した分類や、検査

所、検診センター、診療所、臨床検査薬

会社、特定機能病院、療養型病床群など

の職域を意識した分類などの創設により、

各領域で従事する技師が集結する場を提

供する。 

４４４４    全国学会と地区学会の関係全国学会と地区学会の関係全国学会と地区学会の関係全国学会と地区学会の関係    

  1)1)1)1)地区学会から地区学地区学会から地区学地区学会から地区学地区学会から地区学術集会へ術集会へ術集会へ術集会へ    

 現行の地区学会を日本医学検査学会地

区学術集会とすることにより、組織的に

も大きな団体となり学会組織の評価が増

す。日臨技研究部門は各地区の特別企画

の一部(例えば中・四国地区：形態検査部

門)と、関連する全国規模の研修会を担当

する。研修会を学術集会に合わせて開催

することにより、地区学術集会は地区会

員のための集会と専門技師のための集会

と位置づける。 

  2)2)2)2)公開シンポジウムの開催公開シンポジウムの開催公開シンポジウムの開催公開シンポジウムの開催    

 国民に臨床検査を啓発するために日本

医学検査学会主催の公開シンポジウムを、

各地区で世界医学検査デー前の日曜日に

開催する。企画者は各地区検査研究部門

で行ない、会員、非会員の区別なく無料

とする。 

5555    職場での環境整備職場での環境整備職場での環境整備職場での環境整備    

日常業務以外に研究活動を行なうには、

直属上司や検査部のトップが積極的に理

解協力し、研究活動を高く評価する体制

を示さなければならない。それにはまず、

日臨技、地区役員が施設のトップに対し

て、研究活動や学会発表するための環境

づくりに力を入れるように訴えなければ

ならない。研究のための設備の充実、試

薬予算の確保、研究データを職場の中で

検討する会の開催、発表するための出張

命令や職務免除、旅費の補助などが必要

である。そして、研究成果は必ず投稿す

るように、原稿の書き方や内容の査読指

導を行うことである。論文となり掲載さ

れた雑誌を手にすることの喜びを伝え、

継続的に研究する人の業績を認め、励ま

して行こうとする職場の環境が大切であ

る。 

ⅢⅢⅢⅢ    実現向けての到達目標実現向けての到達目標実現向けての到達目標実現向けての到達目標    

1 平成 18 年度： 

学会に関する諸規定の改正 

2 平成 19 年度： 

第 59 回日本医学検査学会 学会立候

補届け提出 

3 平成 20 年度： 

第59回日本医学検査学会開催地の総

会決定 

おわりにおわりにおわりにおわりに    

これから技師が発展するには、社会の

変化に即応できる技師を育成して、希望

のもてる新しい技師を獲得し社会貢献と

地位獲得を実現する必要があり、発想の

転換・意識改革が大きく求められる時と

考える。そこで、本委員会では、このよ

うな観点から学会の在り方に限り議論を

行った。学会の抜本的な改革の断行によ

り、次世代を担う特に若い世代に受け入

れられ、全会員の５割が全国学会、地区

学会を含め参加することで、初めて、学

会参加の必要性を増す魅力ある学会とな

る。その時には、日臨技独自の認定制度

も成熟するであろう。この時こそが、特

許法第30条第１項の規定に基づく学術団

体の指定を獲得し、真の学術団体移行に

ついて、活発に議論をしていく時と考え

る。            ＜了＞ 


