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P1～P3 令和元年度 「地域ニューリーダー育成研修会」開催される 

P4 日臨技支部医学検査学会開催報告（２）【中部圏支部】 

P5 2020年度日臨技臨床検査精度管理調査の募集内容が変更されました 
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令和元年度 

令和元年度 地域ニューリーダー育成研修会 プログラム 

1０月１８日（金）  

●講義１ 本講習会の狙いと今後の展開 

オフサイトミィーテイング１年間（前回参加から）の振り返り 

                                                             椙山副会長 

●１０年後 日臨技のあるべき姿へ向けてのロードマップの再確認 

前回作成されたロードマップの再確認と現状分析 

丸田常務理事 

●講義２ 日臨技の重点課題と方針             横地副会長 

●会長講話 原点回帰「日臨技を新生させ未来を拓く」           宮島会長 

●ナイトミィ―ティング 宮島会長との臨床検査技師の将来を語り合い 
 

1０月１９日（土） 

●チームメンバーの育成に活用するコーチング 

ライフスキャンジャパン㈱ 鈴木孝先生 

●リーダーシップ、仕事の「価値」、組織力     (株)アンダーナ 山本哲郎先生 

●本日の振り返り                              鈴木孝先生

●ナイトセミナー                

平成30年の経験から何を学び、リーダーとして令和をどのように牽引してゆくか 

                               山本哲郎先生 
 

1０月２０日（日） 

●ファシリテーションスキル                   鈴木孝先生 

●実践のためのアクションプラン                 山本哲郎生 

●講義３ 臨床検査を取りまく環境の変化             丸田常務理事 

地域ニューリーダー育成研修会 開催履歴 
 

第１回 平成26年10月25日～27日  参加者43名 晴海グランドホテル 

第２回 平成27年10月24・26日  参加者39名 晴海グランドホテル 

第３回 平成28年11月５～７日  参加者37名 日本臨床検査技師会館 

第４回 平成29年１月12～14日    参加者47名 日本臨床検査技師会館 

第５回 平成30年10月12～14日  参加者39名 熱海森の温泉ホテル 

第６回 令和元年10月18～20日  参加者32名 熱海森の温泉ホテル 

常務理事 丸田 秀夫  

令和元年10月18日（金）～20日

（日）、熱海市森の温泉ホテルに

おいて、令和元年度地域ニュー

リーダー育成研修会が開催されま

した。本研修会は今回で６回目の

開催となり、前回参加者を中心に

各都道府県技師会より参加者推薦

をいただき、32名の参加のもとで

の開催となりました。今回は過去５回の総括的な研修

として位置づけ、開催の目的は下記のとおりです。 
 

①これまでの「地域ニューリーダー育成研修会」受講

後の自らの取り組みを振り返り、成果の確認と課題

を明確にし、臨床検査技師の発展のために必要な今

後の取り組みを構築する。 

②刻々と変化する社会、医療情勢を学び、これらを踏

まえた認識を新たな観点で議論できる見識を持つこ

とにより、臨床検査技師の進むべき未来を描き、共

有する。 

③リーダーに必要なスキルを習得し、都道府県技師会

を牽引するとともに当会の運営にも携わることとが

できる人材となる。 
 

研修では宮島会長による講話のほか、執行部よりこ

れまでの研修の振り返り、日臨技の重点課題と方針、

医療情勢、臨床検査を取り巻く環境の変化等について

講義がなされました。また、今回は外部講師として幅

広い業種の大手から中小企業まで、数多くの企業でコ

ンサルティング実績をお持ちの株式会社アンダーナ代

表取締役社長である山本哲郎氏ならびに、（財）生涯

学習開発財団認定コーチ、（社）日本産業カウンセ

ラー協会認定・産業カウンセラー等の資格を有してお

られる、ライフスキャンジャパン株式会社の鈴木孝氏

を招聘し、チームメンバーの育成に活用するコーチン

グ、仕事の「価値」、組織力、ファシリテーションス

キル等について講義をしていただいきました。受講者

からはリーダーに必要な幅広いスキルを教示いただき

大変勉強になった、と好評でした。 

当会では組織強化の一環として、都道府県技師会と

の協同により本地域ニューリーダー育成研修会のほ

か、都道府県ニューリーダー育成研修会、初級・職能

開発講習会を展開しており、各世代において臨床検査

技師としての職能意識の高揚を推進しています。本講

習会は次回より新たなメンバーを47都道府県より推薦

していただき、都道府県技師会を牽引するとともに当

会の運営にも携わることとができる人材の育成に取り

組んでいく予定です。引き続き47都道府県技師会の協

力をお願い申し上げます。 
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副会長 椙山 広美 

当会および都道府県技師会の組織活性

化、組織強化事業の一環として、次世代

の人材育成を目的とした「地域ニュー

リーダー育成研修会」を実施していま

す。 

今日、少子高齢化を迎え人口および疾病構造の変化

等、社会・医療情勢が大きく変化するなかで、保健・

医療・福祉分野における臨床検査技師の果たす役割は

ますます重要なものになってきました。その中で、医

療情勢や環境分析、課題解決力、計画立案方法等を身

に付けた、求心力のあるリーダーの育成が求められて

います。 

平成26年度から始まった本研修会は、社会情勢や国

の重点政策を学ぶとともに、求心力のあるリーダーを

育成するために企画され、受講者は全国各都道府県技

師会から推薦された会員で、４年間に合計166名が受

講し、研修後は所属する技師会で「都道府県ニュー

リーダー研修会」を企画し、各都道府県技師会におけ

るリーダー育成に携わっていただきました。当会は、

この166名の中から更に都道府県技師会から推薦され

た受講者に対し、次のステップとなる当会の組織強化

に向けた研修を行い、臨床検査技師の進むべき未来 

担当理事 岡田 早苗 

今回、私も外部講師の講義（数日間の

講義内容を１日半に凝縮）を受講しまし

た。受講者の皆様は、修得した手法を課

題解決に向けて早速実践されていること

と思います。過去を検証しニーズを見極めて、臨床検

査技師や医療の枠にとらわれず、医療技術以外のスキ

ルにも目を向けて多角的に「価値」を生みだす。期待

以上の価値（感動レベルの価値）を提供する心意気

で、柔軟に取り組む。臨床検査技師をご存じなかった

講師の先生は、臨床検査技師は伸びしろがあると言わ

れていました。全力を出してONE TEAMで未来を拓きま

しょう！ 

未来や当会活動のあり方についての共有を図ってきま

した。そして、第一期最後となる今年度は総まとめ 

となりました。次年度からは第二期として47都道府県

より新たなメンバーを推薦いただきき開催する予定で

す。 

末筆に、この研修を終えた会員が次世代のリーダー

としての力を発揮し、日臨技や各都道府県技師会にお

いて更なる活性化の核となることを期待しています。 

【研修会参加者】 
 

日臨技：会長 宮島喜文 副会長 横地常広 副会長 椙山広美 常務理事 丸田秀夫 理事 岡田早苗 

青森県：須藤安史 秋田県：山田利信 福島県：阿部洋子 群馬県：立澤春樹 埼玉県：阿部健一郎 千葉県：布施義也  

東京都：中村香代子 富山県：油谷智史 石川県：玉野裕子 山梨県：関弘之 長野県：宮澤亨 岐阜県：柴千春 静岡県：大井直樹  

愛知県：藤田京子 三重県：宇城研悟 滋賀県：守安岳征 京都府：今川昇 大阪府：山本裕之 奈良県：森嶋良一  

和歌山県：田中規仁 島根県：公田幸子 広島県：河野雄一 山口県：岡田宏之 高知県：市川厚 福岡県： 浦園真司  

佐賀県：石隈麻邪 長崎県：田中義成 熊本県：野中喜久 大分県：渡部亨 宮崎県：寺原孝弘 鹿児島県：園雪絵 沖縄県：山城篤 
 

（敬称略・都道府県技師会順） 
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集大成 
富山県 高岡市民病院 油谷 智史   

 今回で第６回目を迎え、ついに第一

期が一区切りとなるニューリーダー研

修会。第４回目に初めて参加し、なん

だかんだ３年連続参加してしまう羽

目…いや、自身を磨くためにと奮って

参加して来ました。今回は前回と同じく、熱海での研

修。熱海でなんて良いなぁと思うことなかれ、会場の

ホテルは熱海なのに海も見えず近くにコンビニすら無

い逃亡不可能な山奥の秘境。研鑽を積むには絶好の環

境で今年も２泊３日の研修をしてきました（注：ホテ

ルは素晴らしいホテルです）。 

 ここ数年の研修内容としては、オフサイトミーティ

ングやワールドカフェ方式を用いてのグループワーク

を中心に研修を行ってきましたが、今年はリーダー

シップとは何たるかを、大学時代以来のみっちりの座

学で学ばせていただき、またひとつ成長できたと手応

えを感じております。 

 年齢や役職、分野など異なりますが、皆さん楽しく

優しく頼もしい方ばかりで、ただ会話して交流するだ

けでも大変な勉強となりました。コミュニケーション

を図り、チームワークを高め、チームを強くする。自

身の環境においても通用するスキルを多く学べ、３回

連続参加したのも価値があったと思い起しています。 

２度ある事は３度あり、流石に４度目の参加は…？で

すが、第２期の募集があった際は、我こそは！と進ん

で参加してみてください。大きく成長できますよ。 
過去３回の参加経験を活かして  

大阪府 大阪赤十字病院 山本 裕之  

 東日本に甚大な被害をもたらした台

風19号が過ぎ去り、熱海においても断

水が続く中、ニューリーダー研修会が

開催されました。「日臨技の重点課題

と方針」について、タスクシフティングや今後の日臨

技と各都道府県技師会の連携の詳細を聴講しました。

宮島会長の熱い思いを伝える講話では、日臨技を新生

させ未来を拓くためには今回集まった各々が各都道府

県で何をしていかなければいけないか、どのように関

わっていくのかを考えさせられました。２日目は

ニューリーダーとして結束させる力・コーチングにつ

いて詳しく講話していただきました。中間管理職とし

て当たり前にできていなかったことを痛感し、「承

認・傾聴・質問」を自施設・技師会活動で実践してい

こうと決意しました。また、リーダーとして牽引して

いくためには、検査に価値を見いださなければならな

いことを考えさせられました。今まで通り価値に気づ

かず、与えられた仕事をこなすのではなく、付加価値

をつけ「検査があるから診断・治療できる」臨床検査

を目指し、牽引していく意識が高まりました。 

今回で第１・５・６回と３回参加させていただきま

した。数々の貴重な講話・各都道府県の仲間とのグ

ループワーク・宮島会長の熱い思いを胸に、躍進でき

るよう努力し成長ていこうと決意が高まり、参加させ

ていただいたことに感謝しております。 

多くの仲間と出会えたことが収穫 
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 

石隈 麻邪  

 前回の研修会を思い出し、少し憂鬱

な気持ちで駅に降りました。熱海 森の

温泉ホテルと聞くと楽しい研修会に思

えますが、２泊３日、コンビニも飲食店もない山奥

で、過密なスケジュールの監禁？生活。しかし、集合

場所に着くと、多くの見知った参加者が手を振って、

声を掛け合う。少し気分が楽になり、バスに乗り込み

ました。今回の研修会では、主にリーダーに必要な各

種スキルや知識を学びました。一例として、コーチン

グスキルの講義では、基本の１つ「承認」の方法とし

て、グループ内で１人のメンバーを皆で褒めることを

実践。自分の番では褒められると気恥ずかしく、隠れ

たくなりましたが、相手を褒めることで不思議と連帯

感が生まれ、相手の存在を認めることの大切さに気付

かされました。講義内容の充実はもちろんですが、こ

れまで３回参加する中で多くの仲間と知り合い、有益

な情報を得られたことは私にとって大きな収穫です。 

 研修会で得られたスキルを活かし、本会の更なる発

展に微力ながら貢献できるよう、努めていきたいと思

います。最後に企画～運営に携われた皆様、研修を共

にした皆様、お陰様で有意義な時間を過ごすことがで

きました。本当にありがとうございました。  

＝ 研修会の風景 ＝ 
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学会長   浅野   敦          

実行委員長 高崎 明彦      飛躍 ～ “臨床検査”、さらなる展開に向けて ～ 

 10月12日（土）、13日（日）の両日に、令和元年度

日臨技中部圏支部医学検査学会（第58回）を長良川国

際会議場・都ホテル岐阜長良川を会場として開催いた

しました。10月12日（土）は台風19号の接近に伴い公

共交通機関が計画運休し、学会の参加人数は、日臨技

会員673名、賛助会員29名、学生18名、招待者等８名

の計728名でした。 

 学会は定刻８時45分の開会式に始まり、引き続き５

つの会場で一般演題発表が行われました。台風の影響

で演者や座長の欠席が相次ぎ、発表の取り止めや急な

座長交代が各会場で発生しましたが、スタッフの臨機

応変な対応と学会参加者の積極的な協力により、大き

な混乱が生じることはありませんでした。また、発表

会場内は台風の接近を忘れさせるくらいの盛り上がり

で質疑応答も活発に行われていました。やむを得ない

ことですが、学生や一般市民、特別講演講師の方々の

安全を配慮して、学生フォーラム、市民公開講演、中

高生向け進学進路支援ガイダンスの企画は中止とさせ

ていただき、報道等で災害が発生している地域がある

ことから学会式典も取り止め、情報交換会を食事会に

変更して、華やかな企画をなくすこととしました。内

容の縮小と終了時間繰り上げとなった学会１日目でし

た。 

 ２日目は朝から晴天でした。学会も本来の雰囲気を

取り戻し、プログラムも円滑に消化されていきまし

た。本学会で試験的に組まれた企画の「日臨技精度管

理調査の部門別の基本的考え方」には多くの方に足を 

支部シンポジストと

宮島会長 

運んでいただき、「良い内容だった」、「継続的に

行っても良いのでは」、「年度末の総合調査報告会の

代わりになると嬉しい」などの意見をいただき、反響

が大きいと感じました。この企画と同時進行となった

岐阜大学・清島教授の特別講演「臨床検査技師に期待

する医師とのコラボレーション」においては、「面倒

と思っても仕事は断らない」、「15分あれば論文１本

読める、15分という時間を大切に」、「何事も主体的

に行動する」の３つの言葉が心に残りました。言い換

えれば私に足りていない物事への接し方ですが、臨床

検査技師が社会や医療界で衰退することなく、今以上

に活躍するための精神でもあるのではと想う次第で

す。学会最後の企画であった宮島会長の国政報告会は

150名の参加をいただき、盛況に行うことができまし

た。そして、報告会終了後に会場前方の壁を左右に開

き、目前に迫る金華山とその頂きに構える岐阜城の

『映え』の景色を参加者に眺めていただけた時は、実

行委員一同が学会の締めくくりを感じ、安堵する瞬間

でもありました。 

 台風が接近する中、学会を開催させていただきまし

たが、参加者の皆様が行き帰りの道中無事であったこ

とが何よりもありがたいと感じた学会でした。皆様の

ご理解とご協力に感謝申し上げます。 

機器展示会場 一般演題会場 
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（編集後記）今年も11月になりマラソンシーズンの到来です。私がマラソンで忘れられないのは５年程前の神戸マ

ラソンで様々なコスプレをして走っているのを見かけた時です。少しばかりのトレーニングと断酒をして参加した

大会で、こんなふざけた人たちに負けたくないという一心で走っていました。30Kｍ付近で、パンダの着ぐるみで

走っている方を追い抜く瞬間、興味本位で被り物の中身を覗いてしまいました。すると20歳前後の女性が汗だくで

頑張っていました。その姿を見て部活をしているアスリートで、普通に走ればすごく早い方であることを確信しま

した。タイムより楽しむ、楽しませる走りもいいですね！私にはでけへんけど。          （竹浦） 

 2020年度日臨技臨床検査精度管理調査の参加受付を2020年３月より開始いたします。本調査は昭和40

(1965)年より始まっており、2020年度には55周年を迎えます。順調に参加施設数を増やし、今では約4200施

設が参加される国内最大級の外部精度管理調査です。参加項目も臨床化学・血液項目以外にも、遺伝子検査

分野も含む臨床検査全般の広範囲の項目を有しています。また、本調査の参加により日臨技精度保証施設認

証制度への申請も可能です。 

 2020年度調査も昨年度同様に13コースを設けまして参加をお待ちしております。2020年度は遺伝子参加

コース「参加番号：７」の一部内容を変更しています。それに伴って「参加番号：13」も変更となります。

ご注意下さい。 

 また、2019年10月に消費税率は10％になりました。それに伴い当会の精度管理調査参加費を外税表記とし

ました。コース内容変更となりました遺伝子「参加番号：７」につきましては例年と調査項目が異なります

ので、お申込みの際はご注意下さい。 

 皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

★ 遺伝子参加コースの内容を変更しました  

★増税に伴い参加費を外税表記としました  

2019年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 

参加番号 実 施 項 目 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    

5 

輸血Ｂ（輸血すべて）      

（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験管

法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           

7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  

8 生 理 

9 細 胞 

10 病 理 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 

12 １１＋６ 

13 １１＋７          

2020年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 

参加番号 実 施 項 目 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    

5 

輸血Ｂ（輸血すべて）      

（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験

管法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           

7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  

8 生 理 

9 細 胞 

10 病 理 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 

12 １１＋６ 

13 １１＋６＋７          

2020年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 参加費 

参加番号 実 施 項 目 税抜 
2019年度 

8％税込 

2020年度 

10%税込 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） ¥22,222 ¥24,000 ¥24,444 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） ¥3,704 ¥4,000 ¥4,074 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

¥22,222 ¥24,000 ¥24,444 
（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    ¥13,889 ¥15,000 ¥15,278 

5 
輸血Ｂ（輸血すべて）      

¥16,667 ¥18,000 ¥18,334 
（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験管法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           ¥11,111 ¥12,000 ¥12,222 

旧 7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  ¥25,926 ¥28,000 ¥28,519 

新 7 遺伝子Ｂ（HCV定量、HBV定量）  ¥14,815 ¥16,000 ¥16,297 

8 生 理 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

9 細 胞 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

10 病 理 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ ¥51,852 ¥56,000 ¥57,037 

12 １１＋６ ¥59,259 ¥64,000 ¥65,185 

13 １１＋６＋７          ¥74,074 ¥80,000 ¥81,481 


