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１Ｐ：平成 25 年度定時総会を終えて（その 1） ２P：第 62回日本医学検査学会を担当して/第 63 回日本医学検査学会のご案内 

 ３P：第 4回アジア医学検査学会登録並びに演題募集について/都道府県技師会の取り組み 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

平素は日臨技に対して格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

平成 25 年 5 月 25 日の定時総会では、3 議案とも承認されたものの、第 3 号議案の役員報酬の改定については 4,000
を超す反対票が投じられました。執行責任者として深く責任を感じております。定時総会当日には担当部局の常務理

事から説明が事前になされなかったことへのお詫びと改めての説明をいたしましたが、再度、会長としての考えを明

確にするため、取り上げさせていただきます。 

役員報酬は自らが該当者となるため、会長として答申内容や審議に関しての言及を今まで避けてまいりましたが、

私の基本的な考えは以下のとおりです。

役員報酬については前執行部時代の臨時総会で紛糾し、会長など役員の年俸額を減額した経緯がありますが、各種

手当については規定に盛られず、運用によっては制約を受けずに報酬を加算できる状態にあり、そのために“青天井”

とも評されました。会長就任後、これを適正化することが必要であると考え、役員報酬に関する臨時委員会を立ち上

げ、“透明性を高め、公平性を保ち、妥当性ある基準”を作成していいただくように諮問しました。 

その結果、役員についても、国家公務員の一般職に準じた勤務要件を課し、同様な給与・諸手当など根拠に基づい

た答申書が出されました。その後、この改正案は執行理事会議で諮られ、さらに理事会で審議され、一部修正の上、

承認された経緯を経て定時総会に上程したものです。私も最初に金額を確認した時点では、最高額が高いと思いまし

たが、報酬そのものが増額された訳では無く、また必ず上限額を支給されるわけではなく、東京から遠距離の方が会

長に就いた場合などに鑑み諸手当を含む最高額であると説明を受け、透明性も公平性も妥当性もあるものと判断しま

した。但し、この委員会や理事会の審議が不十分だったとか、機関決定としての手順に誤りは無かったものの、会員

の皆さんに対して、これに至った経緯やその目的の説明が不十分であったこと、また説明の時期が遅かったなど、十

分な配慮や理解を得る努力が足りなかったことは否めない事実です。 

今執行部においては、会員の皆さんの目線を第一に事業を進めてきただけに、この事態は私にとって、痛恨の極み

でした。率直に反省し、厳しく叱咤していただきました方々に感謝申し上げ、また、いままでご支持いただいた多く

の会員の方々にも不信の念を与えたことに深くお詫びを申し上げます。 

今後は、このようなことのないように慎重に業務の執行を図ってまいりますとともに、多くの会員の方々の声が反

映できるように、この諮問委員会は継続・充実してまいります。今後ともご指導・ご支援をよろしくお願いします。

（次号につづく）

平成 25 年度定時総会を終えて（その１） 
～第 3 号議案の反省に基づき、次の展開に向けて～ 

会長 宮島喜文

総会構成会員数 48,905  議決権行使書（兼出席票）32,017 有効受領率 65% ※資格審査の結果による無効票を含む 

総会出席議決権数 26,369（出席 100 書面表決 23,490 委任 2,779） ※過半数（24,453）を超え 総会成立 

当日出席及び委任を含む採決結果

第一号議案 承認 25,855 否認 169 保留 169 白票扱 345

第二号議案 承認 25,896 否認 275 保留 275 白票扱 198

第三号議案 承認 21,227 否認 4,310 保留 4,310 白票扱 583

（ご参考）書面表決 23,490 の内訳 

第一号議案 承認 22,976 否認 169 白票扱 345

第二号議案 承認 23,017 否認 275 白票扱 198

第三号議案 承認 18,711 否認 4,196 白票扱 583
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第 63 回日本医学検査学会のご案内

～（社）新潟県臨床検査技師会より～

2014 年 5 月 17 日（土）、18 日（日）に新潟市に於いて第 63 回日本医学検査学会を開催いたします。

新潟での開催は約 40 年ぶりであり、新潟県技師会員が一団となって皆様をお迎えしようと誠心誠意を

もって現在、取組んでいるところです。

   メインテーマに“越
こえる

”、サブテーマとして ～私たち臨床検査技師の医療への挑戦～を掲げ、検査結果を

説 明できる検査技師の育成に取り組んだ内容で準備を進めております。

   日程は、学会本来の姿であります一般演題を軸とした調整を行っております。

多くの会員の皆様からの一般演題のご登録をお願いいたします。

   また、新潟には美味しいものや見どころも沢山ありますので多くの会員の皆様のご参加を心からお待ち

しております。

第 63 回日本医学検査学会

学会長   渡邊 博昭

第 62 回医学検査学会では、前日開催のスキルアップ研修会 PartⅣを皮切りに、鳥越俊太郎氏の特別招待講演、学

会記念学会長特別企画「検査診断への展望 （その１）」、市民公開講座を含む特別企画 8 講演、教育講演 11 講演、シ

ンポジウム、ワークショップなど 13 講演、ランチョンセミナー19 講演、一般演題 606 題（示説含む）そのほか無料

健診、展示発表会、懇親会など様々な学会企画が行われました。

本学会では 3200 名を超す会員の皆様の参加登録があり、盛会に終了することができましたことを学会事務局とし

て大変感謝すると共に、学会実行委員会をはじめとする関係各位の皆様に、この場をお借りして厚くお礼申し上げま

す。

3000 名を超す参加者が集まる全国学会を開催したことのない我々にとって、準備に費やしたこの 2 年間は様々な試

練の連続だったように思います。業務終了後、夜遅くまで会議や打合せに明け暮れた毎日でした。実行委員会も回を

重ねるごとに長時間になりましたが、学術企画の立案に始まり、プログラム作製、演題募集、抄録作製、学会当日の

運営計画と少しずつ、学会が形作られていくその過程に大きな感動もありました。62 回の歴史ある日本医学検査学会

に事務局として微力ながらも関わることができ大変感謝しております。

 本学会は、臨床検査技師が関わる最も大きな学会であり、様々な分野における最新の技術や知見が活発に議論され

る学術的な場であることは言うまでもありませんが、個人的には参加者ひとりひとりのつながりが感じられる、参加

者、運営側双方の心に残る学会であって欲しいと考え、準備を進めてきました。

大きな時代の転換点にある今、臨床検査技師が医療の現場だけでなく、社会の一員として何が出来るのかが問われ

ているように思います。そして、技術や知識だけではなくそこに携わる人、ひとりひとりがこの学会を、検査を、そ

して患者さんを支えていることを忘れてはいけないと思っています。学会事務局として多くの関係者の皆様とのやり

取りを通して、そんな、当たり前の事実を強く感じています。本学会が単に学術的な発表の機会としてだけでなく、

この学会を通して経験したこと全てが、関係者それぞれの技師人生において、学会テーマのごとく良き「みちしるべ」

となることを願ってやみません。

最後に、学会事務局として準備が行き届かず、学会関係者ならびに出展メーカ様にご迷惑をお掛けしたことを深く

お詫び致します。また、本学会の運営に多大なご協力を頂きました香臨技会員、日臨技事務局、協賛メーカ各位、お

よび学会関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。

次回、新潟で開催されます第 63 回日本医学検査学会が盛会に開催されますことを心より祈念申し上げ、ご挨拶と

させて頂きます。

第 62 回日本医学検査学会を担当して

第 62 回日本医学検査学会 事務局 松永 徹
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新潟市・朱鷺メッセ（第 63回日本医学検査学会会場）                                       新潟県ゆるキャラ 

「レルヒさん」 

（編集後記）

サッカーワールドカップ 2014 ブラジル大会。日本は見事アジア予選をグループリーグトップで勝ち抜き、本選への出場を勝

ち取りました。本田・香川など 20 代を中心としたチームですが、年代を超えたチームワーク。彼らのプロ意識には感動すら

覚えます。自分も彼らのプロ意識を見習い、気持ちだけでも 20 代で、日々挑戦でいきたいものです。        坂西

都道府県技師会の取り組み 

北海道 「HIV・STI 予防啓発講演会」in 北海道 北海道臨床衛生検査技師会

掲載記事の訂正について
会報JAMT Vol.19№10（26.6.1 号）に掲載した、第62 日本医学検査学会報告「学会を担当して」の展示発表会 

担当が「宍戸正史」様と誤って記載されておりました。 

正しくは「完戸正史」様でございました。 

今後、このような事の無いように努めてまいります。誠に申し訳ございませんでした。 

渡部氏は HIV 患者ケアの専門家であり、性感染症の現状から HIV 感染症の治療、ケアの実

際まで詳しく説明していただきました。HIV 感染症は日本/北海道で増え続けていること、逆

に HIV 抗体検査件数が減少傾向であること、近年治療の目覚しい進歩でエイズ発症を予防で

きること、性感染症の様々な症状と感染予防の重要性について等々、非常に興味深い内容に多

くの学生たちも熱心に耳を傾けていました。

今年度は、特に若い年代の方々に HIV を中心とした「性行為感染症」に関する知識を深め

ていただき、予防に繋げるなど啓発活動を推進することにより広く北海道民に対する健康維持

増進に寄与することができたと考えます。

また、このことは感染予防対策の正しい知識を普及することにつながると思いました。

【東 恭悟】

去る平成 25 年 4 月 13 日（土）、札幌医学技術福祉歯科専門学校において、参加者 125 名で、HIV・STI 予防啓発講演会を開催し

ました。

今回は、依然増加傾向にある STI(性感染症)、特に HIV 感染症に焦点をあて、北大病院の渡部恵子看護師を講師に迎え『これだ

けは知っておきたい HIV 感染症の基礎知識』の演題で行いました。

第 4回アジア医学検査学会登録並びに演題募集について 
4th Congress of  Asia  Association of  Medical  Laboratory  Scientists ＜Singapore, October 2－4, 2013＞

アジア医学検査技師会（ＡＡＭＬＳ）が１９９７年に設立され、４年ごとにこの学会を開催することにしました。設立から

16 年後の今年、当学会は 10 月に開催されることになり、“学会登録”並びに“演題募集”が開始されましたのでお知らせしま

す。 なお、今年度は会員の皆様にも広く参加していただくため、アジア医学検査学会の参加ツアーを企画しました。発表者の

かたには、参加料の２分の１を当会から補助致します。多くの会員の方々に国際交流を体験して頂きたく、よろしくお願い申し

上げます。 

なお、学会登録と演題登録の締切は 2013 年 8 月 15 日（木）となっております。JAMT ホームページにてお申し込み方法等は

ご紹介いたしますのでご確認ください。移動日程・参加料については参加者の便宜を可能な限り配慮して調整してまいります。

【事務局 小出 俊】

お知らせ


