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深澤恵治 

P1 令和元年度定時総会 全議案が承認されました 

P2 監事就任のご挨拶 /本年度ご入会された皆様へ 

P3～P6 The International Young BLS Forum in Shimonosekiを開催して 
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令和元年度定時総会 

全議案が承認されました 
 令和元年６月22日（土）に開催された令和元年度定時総会は、出席正会員45,927名（有効正会員数

63,404名、定足数31,703名、出席率72.4％）で成立するとともに、各号議案の説明と採決の結果、第1

号議案、第2号議案、第3号議案、第5号議案に対して「承認する」が総会出席者の過半数を占め、また、第

4号議案に対して「承認する」が総正会員の議決権の３分の２以上を占めてすべての議案が承認されまし

た。出席者の内訳は以下の通りです。出席・委任を含む受領数は、電磁的方法が81.1％（前年度74.6％、

前々年度68.7％）、書面が18.9％（前年度25.4％、前々年度31.3％）となり、電磁的方法による議決権

行使の定着が年々進んでいます。出席率においては、平成30年度定時総会の結果（59.0％）を大きく上回

る72.4％となりました。 

  次ページに、監事の就任挨拶をご紹介いたします。 

  有効電磁表決 有効書面表決 当日有効出席 当日有効委任 合計 

出席者数 37,161 8,669 59 38 45,927 

比率 80.91% 18.88% 0.13% 0.08% 100.00% 

 会場の様子 議長の議事進行 

承認する 承認しない 保留  

第１号議案 平成30年度事業報告の件  45,682 243 0 

第２号議案 平成30年度決算の件   45,610 316 0 

第３号議案 監事の選任の件   
中森 泉  45,581 345 0 

高原 和之  45,569 357 0 

第４号議案 定款の改定の件  44,884 1,040 2 

第５号議案 会員及び会費等に関する規程の改定の件   44,959 966 1 
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監事  中森 泉 監事  高原 和之  

監事就任のご挨拶 

この度、監事に就任いたしました公認会計士・税理

士の高原和之と申します。大変多くの会員の皆様にご

承認をいただき、その責任の重さを痛感しておりま

す。 

昨今、企業の不祥事に関する報道が散見されます。

不祥事の発生は、組織の存続を揺るがすことが少なく

ありません。このため、組織運営において法令遵守は

極めて重要な課題になります。 

この法令遵守が徹底されているかを監査すること、

これが監事である自分に課された使命であると、今改

めて認識しております。 

皆様から与えられた４年間、この使命を肝に銘じ

て、日臨技の安定的かつ永続的な発展に貢献していき

たいと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

昭和45年生 

平成５年 農林漁業金融公庫入庫 

平成８年 青山監査法人入所 

平成12年 公認会計士登録 

平成13年 監査法人トーマツ入所 

平成18年 高原公認会計士事務所設立 

平成24年 税理士登録 

平成27年 一般社団法人 

 日本臨床衛生検査技師会 監事就任 

昭和50年生 

平成20年 弁護士登録 

平成20年 神谷町青山法律事務所入所 

平成22年 内閣府 

 「新公益法人制度の申請に係る相談員」就任 

平成27年 一般社団法人 

 日本臨床衛生検査技師会 監事就任 

この度、監事として２期目を務めさせていただくこ

ととなりました。社員総会において改めて選任いただ

き、身の引き締まる思いでおります。 

監事の役割は、理事の職務の執行を監査することで

あり、これには業務監査と会計監査とが含まれます。

業務監査においては、理事の職務の執行が法令及び定

款を遵守して行われているかという観点から監査をす

ることになります。 

日臨技は会員数60,000人を超える大きな組織であ

り、法人の適正かつ健全な運営という観点から、監事

の役割はきわめて重要なものであると認識しておりま

す。 

弁護士としてのこれまでの経験や１期目の４年間の

経験を活かし、引き続き監事としての務めを精一杯果

たすことで、日臨技の発展に微力ながらお役に立ちた

いと思っております。 

皆様どうぞ宜しくお願いいたします。 

■書類提出のお願い 

・下記の書類をご提出いただいていない方はご提出をお願いいたします。 
 

①「入会申込書」「口座振替依頼書」 

 次年度会費の振替口座を登録するために必要です。必ずご提出ください。 

 入会専用ページSTEP1で「申請内容の変更または印刷をおこなう」から再印刷が可能です。印刷ができない方は事務局へご相

談ください。 
 

②「登録済み証明書または臨床検査技師免許証の写し」 

 臨床検査技師免許番号を「申請中」に入会された方はご提出が必要です。提出が必要な方は会員専用ページの会員情報 

確認画面に免許申請中と表示されておりますのでご確認ください。 

 臨床検査技師免許番号をお知らせいただけなかった場合、本年度限りで退会となりますのでご注意ください。 

（事務局） 
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 第68回日本医学検査学会が令和元年５月18日（土）

から19日（日）にかけて下関にて開催されました。そ

の中で日本臨床衛生検査技師会（JAMT）と大韓臨床病

理士協会（KAMT）との交流40周年の記念すべき学術集

会に、JAMTの未来を託す若手技師の国際対応力向上

フォーラムを初めて企画しました。このフォーラムで

はJAMT、KAMT及び中華民国医事検験師公会全国聯合会

（TAMT）の次世代を担う臨床検査技師が共同し、現状

の課題と今後の展望について約３時間の枠の中で討論

と総合発表を行いました。他国の技師と英語で意見交

換をし、コミュニケーションを取ることを通し、目的

である国際対応力の向上に大いに貢献できました。今

後は裾野の拡大を図ると共に、様々な展開を模索し、

次世代を担う若者を育成することがWGのミッションと

受け止めています。 

 若者がやる気をもって活気ある当会になるよう、会

員の皆様のご理解とご協力をこれからもよろしくお願

いいたします。 

（担当執行理事 竹浦 久司） 

本フォーラムでは、JAMT、KAMT及びTAMTの臨床現場

で従事している臨床検査技師30名が「精度管理におけ

るAIの有用性」「進化するゲノム医療」および「遠隔

医療の未来像」の３つのテーマについて、各国の現状

から今後の展望まで国を超えて議論させていただきま

した。 

 今回の会報JAMTでは、テーマ毎の様子と参加者から

の感想を中心に紹介させていただきます。 

 最後に、第68回日本医学検査学会実行委員の皆様と

JAMT、KAMTおよびTAMT執行部の皆様には、無事に開催

し成功裡に終えることができましたことをこの場をお

借りして厚く御礼申し上げます。今後もこのような取

り組みがある際には、何卒ご協力のほどよろしくお願

いいたします。 

（若手技師国際対応力向上WG委員長 菊地 良介）  

JAMT・KAMT・TAMTメンバーとの集合写真 

議論時の会場

のレイアウト 

テーマ毎に分かれてディスカッション 
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◆事前準備から当日まで 

 2018年10月にチームが確定し、各国でテーマ別の現

状や問題点を抽出することから準備が始まりました。

本番の構想を練る作業や、自分達の意見を英語で表現

できるように約半年間かけてJAMTチームメンバーで準

備しました。本番前日にはKAMT、TAMTメンバーと交流

する時間があり、本番当日にdiscussionしやすい雰囲

気を築くことができました。日本語でも議論が難しそ

うな “精度管理におけるAIの有用性”というテーマ

でしたが、事前にとても良い関係を築けたこともあ

り、想像以上にスムーズにdiscussionは進みました。

各国の精度管理における問題点やAIと未来の検査技術

との関わり方についての考えは意外と似ていることに

はとても驚きました。最後にテーマ毎に最終プレゼン

テーションを行い、参加者からの相互投票の中から、

私たち精度管理チームが見事 Best Presentation 

Awardを獲得することができました ! 
 

 

◆JAMT参加者コメント 

高木 文也 (山口大学医学部附属病院) 

 英語での学会参加は初めてでしたが、非常に有意義

な時間を過ごすことができました。英語力はもちろん

のこと、コミュニケーションやプレゼンテーションな

ど自分を表現する能力を求められる素晴らしい内容

だったと思います。 
 

藤井 絢子（埼玉県立がんセンター） 

 非常に貴重な経験をさせていただきました。不安な

気持ちもありましたが、このフォーラムを通して意見

を交換するだけでなくかけがえのない関係を築くこと

ができたと思います。 

弘津 真由子（名古屋大学医学部附属病院） 

 私自身英語は“全く”と言っていいほど話すことが

できない状況で、検査技師の国際化には興味がある気

持ちだけで、精度管理チームの一員として参加しまし

た。とても不安でしたが、想像以上に楽しくて貴重な

経験になりました。 
 

◆TAMT参加者コメント 

Mr. Li Po-Yu (Chang Gung Memorial Hospital) 

 These days will be the most beautiful memories 

I ever had. I hope we can see each other in the 

near future. Our group is the best! 
 

Ms. Chen Wei-An (Mackay Memorial Hospital) 

 This forum is just like a dream, and I really 

very enjoy it. We must keep in touch and keep 

our friendship in the future. It’s really very 

nice to meet everyone, and I have a meaningful 

memory in Shimonoseki! 
 

◆KAMT参加者コメント 

Mr. NAM HYUN-SU (Seoul St.Mary’s Hospital) 

 We hope you will continue to meet through e-

mail.  I  look  forward to  a good meeting  next 

time. 
 

Ms. KIM SUN-HEE (Severance Hospital) 

 Nam and I were worried about our presentation. 

But, you did a good job, well done. I was very 

shocked your capability. I don't need to say 

again 'We are the best team'. I've got a treas-

ure. Thanks to you. It's an honor to my family. 
 

◆若手国際化対応力向上WG委員より 

（井上 直輝、原 祐樹、菊地 良介） 

 バラバラだった個々が１つのチームになった時、誰

からの指示を受けるでもなく自らの強みで他の誰かの

弱みを補い、手を取り合って融合する素晴らしさを目

の当たりにしました。そこから生まれたのはミライに

繋ぐ友情と信頼でした。議論中、３ヵ国が共有する問

題や独自の問題に触れお互いを尊重し解決策を提案す

るなど、ファシリテーターの私達が止めない限り、尽

きることなく展開しました。 

 このような機会に英語を話せる人だけが集まるので

はなく、興味がある人にも挑戦しやすいよう工夫し提

案し続けることが国際化の裾野を広げることに繋がる

のではないかと思いました。 
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◆JAMT参加者コメント 

出尾 優佳（山口県立総合医療センター） 

 英語に触れる機会がなく、フォーラムへの参加は不

安でいっぱいでしたが、チームメンバーとコミュニ

ケーションをとり、各国の状況を議論していくことは

とても有意義でおもしろかったです。またとない貴重

な経験をすることができました。 
 

吉田 美帆（神戸大学医学部附属病院） 

 新しい国際企画に参加させていただき、ありがとう

ございました。英語でコミュニケーションを取ること

の難しさを改めて感じる反面、自分の意図が相手に伝

わったことが分かった時の嬉しさも実感することがで

きました。今後も日常的に英語を使う努力を継続した

いと思います。 
 

浅見 志帆（順天堂大学医学部附属練馬病院） 

 このような国際交流の場への参加は初めてで不安も

ありましたが、各国のメンバーと情報交換やディス

カッションを行うことができ、とても有意義なフォー

ラムとなりました。お互いのことを伝えたい熱意と聞

こうとする姿勢がコミュニケーションに繋がることを

感じ、とても貴重な経験となりました。 
 

 

◆TAMT参加者コメント 

Ms. Lai Hung-Ming 

（Taichung Veterans General Hospital） 

I am glad that we not only exchange opinions to 

each other but also build up precious friendship 

between us! Without doubt, it’s unforgettable 

memories to meet all of you in forum in Shimono-

seki. I hope we could keep in touch to share 

more and more information continuously! 
 

Ms. Yang Chia- Ju  

（Chang Gung Memorial Hospital） 

 I appreciate the opportunity to attend in the 

international young BLS forum. The theme of this 

discussion is very full of potential. In the 

process of preparation, we had discussed various 

opinions and shared ideals of artificial intel-

ligence before the meeting. Everyone is willing 

to share and encouraging others. This is a memo-

rable moment for me to participate in the forum. 

I would like to recommend to everyone to attend 

the forum. 
 

 

◆KAMT参加者コメント 

Ms. KOH NA-KYUNG 

（National cancer center） 

It was a memorable event because each 3 coun-

tries could exchange lots of things through this 

forum. Also, it was a great chance for me to 

contemplate on my work. I hope we can meet again 

someday in the future. 
 

Ms. YUN JEONG-HEE 

（National cancer center） 

It was an honor to participate in this Young BLS 

forum. I was an opportunity to understand the 

situation of the three countries and to learn. I 

would like to try to share more content in I 

have a chance in the future. I think I will miss 

the group B members and Shimonoseki a lot. May 

your future be filled with glory. Thank you. 
 

 

◆若手国際化対応力向上WG委員より 

（木村 理恵、小林 剛、石井 脩平） 

 2019年５月18日第１回International Young BLS 

Forumが開催されました。2018年10月にチームが確定

し、各国でテーマ別の現状や問題点を抽出することか

ら準備が始まりました。私たちはゲノム医療チームと

してゲノム医療とAI、臨床検査技師 (BLS: Biomedi-

cal laboratory scientist) の関わり方をテーマに日

本、韓国、台湾のBLSでディスカッションを行いまし

た。最初は皆消極的でしたが、議論が進むにつれ全員

が活発に意見を出し合い、お互いを尊重し熱心かつ和

やかな雰囲気でディスカッションはあっという間に終

わりました。そしてゲノム医療・AIは何のためにある

のかという点では３ヵ国とも、「患者のため」と共通

しており、医療従事者としての意識はどの国も同じで

あったことは嬉しく思いました。このForumを通して

ゲノム医療やAIには大きな希望がある一方で、標準化

などの解決すべき問題も多くあることを認識し、その

問題に向かってBLSがどう働くのかを考えさせられま

した。このForumを通じ、BLSの未来に繋がる国境を超

えた素晴らしい縁を結んでいただいたことに感謝いた

します。 
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（編集後記）第68回日本医学検査学会が下関で開催されました。今回の学会は日本と韓国が交流を深めて節目の40

回目となり、韓国からは90名ほどの大派遣団をお招きし、日韓交流40周年記念事業が開催されました。その時の日

韓交流懇親会では時代の流れに沿ってコミニュケーションツールとしてAI通訳機「ポケトーク」を各テーブルに配

置し、互いに言語は違えども臨床検査を志す者たちとして、積極的な交流をしてもらう予定でした。しかし、この

「ポケトーク」は標準語でないと正確に翻訳してくれないと言う欠点（なまっている人が欠点？）もあり、結局は

身振り手振りで対応する有様でした。最先端の機械が使えない人種であることを痛感したしだいです(>_<) 

（深澤） 

◆JAMT 参加者コメント  

小野澤 裕也（北里大学病院） 

伊藤 栄祐（旭川医科大学病院） 

伊藤 大佑（徳山中央病院) 

私 た ち は International  Young  BLS  Forum に

Telemedicine×AI teamのメンバーとして参加する機

会をいただきました。前日に行われた最初の顔合わせ

では、メンバー全員が緊張の面持ちでしたが、急遽行

われたチームの決起集会を通じて意気投合すると、当

日のディスカッションは、非常に活発なものとなり、

時間が足りないほどのものとなりました。遠隔医療に

ついては、実用化されている分野が限られていること

もあり、直接的に関わっているメンバーはおらず、各

国のプレゼンテーションを通じて現状と問題点、そし

て近未来について話し合いました。少子化や超高齢化

社会などは参加国共通の問題であり、遠隔医療の分野

は今後急速に発達することが予想され、臨床検査技師

がAIの技術を活用することや、医療職だけでなく様々

な分野の技術者が協力して発展させていくことが重要

であろうとの認識で一致し、最終プレゼンテーション

で発表しました。Forum終了後の懇親会では、大変充

実した時間を過ごすことができたとメンバー全員が大

満足の笑顔でした。海外で活躍するメンバーとの交流

は想像以上に得るものが大きく、必ず近い将来再会し

ようと約束が交わされました。我々が臨床検査技師と

して国際的な活動に積極的に取り組むことの重要性を

学ぶ非常に貴重な機会となりました。 

◆TAMT参加者コメント 

Mr. Huang Yen-Lin 

（Koo Foundation Sun Yat-Sen Cancer Center） 

I thought this activity created a close link-

age among TAMT, KAMT and JAMT, and improved our 

abilities for presentation as well. 

We cannot make a success without all the par-

ticipators in this forum. This is a very special 

experience in my entire life. Thank you all. 
 

 

◆KAMT参加者コメント 

Mr. Moon Hye-Min（Inje Univ.Paik Hospital） 

Thanks to JAMT members for welcoming us and 

taking care of us. It was a great pleasure to 

know you all JAMT and TAMT members and I had a  

wonderful time with you. I'm sure we shared a 

lot of fruitful information and practical knowl-

edges with you. We wish we could take a very 

important  step  on  the  future  developments  of 

telemedicine. We did a good job and we were the 

best!!  
 

 

◆若手国際化対応力向上WG委員より 

（安江 智美、濤川 唯、山本 雅史 ） 

10月から始動したフォーラム準備では初めての試み

ということもあり、正に右往左往しながらの準備期間

でした。遠隔医療とAIがテーマの主軸ですが、韓国、

台湾の社会的情勢が分からないなど、問題点は数多く

あり、ひとつずつ向き合いながら見えない正解へ進ん

でいきました。最終的にわれわれは「The future 

vision of telemedicine for Biomedical Laboratory 

Scientists（遠隔医療の未来像 ～臨床検査技師はこ

う活躍する！～）」をテーマに、各国のそれぞれの現

状、立場を越えて学会会場にて議論・意見交換を行

い、そのまとめについてプレゼンテーションをおこな

いました。このフォーラムを通して、臨床検査技師と

して国際的に視野を広げ、様々な意見を聞くことで、

自らの成長にも繋がることを改めて実感しました。 


