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P1 IFBLS代表者会議報告  P2 平成25年度 認定心電検査技師セミナー研修会 開催される 

P3 支部医学検査学会のご案内  P4 全国検査と健康展

IFBLS（International Federation of Biomedical Laboratory Science：国際臨床検査連盟）

CD（Chief Delegate Meeting：代表者会議）報告

 IFBLS理事会が９月18日～19日、代表者会議が20

～21日Croatia Sibenikにて開催されました。 

IFBLSの理事会ではIFBLSの委員の活動報告と決算・予算

の中間報告などが議案となった。また、2016年日本での

IFBLS国際学会は神戸に決定したこと、8月末～9月初旬で行

うことと、企画の一部を提案し、了承を得た。代表者会議は

15か国（インド・スエ－デン・デンマーク・ノルウエー・

フィンランド・イタリア・ギリシア・カメルーン・台湾・イ

ギリス・クロアチア・カナダ・アイルランド・USA）などか

ら、計29名が出席し、活発な討論がなされた。日本からは、

日本臨床衛生検査技師会（JAMT）宮島喜文会長、片山博徳

国際事業推進委員会委員、小松京子IFBLS会長・JAMT理事

（以下、「私」）が出席した。 

【会議の概要】 

１．WHO連携事業の検討：①全世界へ向けてのアンケート

調査を行う ②Strategic planの実践。学会時にWHOとの

collaborationなどを提案する ③e-learningの拡大 などが指

示された。 

２．2014年学会に向けた準備：①WEBへのUPが完了、抄録

募集を年内に始める ②Award：スポンサーが辞退した

Awardがあるため、検討が必要となった ③Silent Auction
は継続の予定 ④個人会員は定款から消去し、技師会あるい

はグループ単位とする など。 

３．予算・中間決算は承認された。ケニヤの病院への寄付は

商品輸送ができず、寄付国であるアイルランドは奨学金とし

て使用し、カナダは返却を希望。 

４．各国からの臨床検査技師の実情報告があった。各国臨床

検査の実情は異なるが、IFBLSを介してcommunicationをと

り、世界レベルでの臨床検査技師の地位の向上と知識の

shareが必要であると感じた。 

【日本での国際学会開催について】 

 世界医学検査学会を主催する、IFBLS主催の第32回World
Congressは2016年神戸で開催される。医学検査学会との併催

となる予定である。25年ぶりでの開催である。各国の技師は

日本への臨床検査技師の企画と財力を信頼しており、並びに

文化的な魅力のある国でもあり、参加することを楽しみにし

ている。 

 その前が2014年台湾で国際学会が開催される。私が台湾に

てIFBLS会長として働き、最終日にIFBLSのpast-presidentとな

る学会である。2016年のための視察にもなるので日本の皆様

の参加を期待する次第である。 

【IFBLS会長活動】 

IFBLS会長として、私が世界の会長に就任した際に、筑波

臨床検査教育・研究センター（TMER）理事長鈴木悦氏か

ら、外国人招聘事業をIFBLSとの共催として企画して頂い

た。発展途上国を見据えた1週間の臨床検査技師への教育プ

ログラムであり、前回の応募は9名、今回は世界各国から35
名の応募があり、大きな事業となった。またWHOから更な

る発展を求められたE-learningは日本の仲間達からの企画と

実践である。英文はIFBLSの学術関連の理事が校正してい

る。本事業はWHOがIFBLSの活動として認めており、内容

の拡大が要求されている。一度画面をご覧いただき、コンテ

ンツを提供して下さるかたがおられれば幸いである。個人名

は掲載されない。JAMTの実績となることをご了承下さるか

たに限ることをご理解いただければ幸いである。 

【最後に】 

 国際学会に出たいと熱心なかたもおられるが、IFBLSでの

私達の名称はbiomedical laboratory scientist （BLS）と変

更になったのだと説明しても、企業の英語ができるかたは

medical technicianと言ったといい、私の指摘を受け入れら

れなかった。自分の職業くらいは正しい英語で言えるように

して頂きたいと願う。 

 海外では、Medical Technicianは、高校卒業後半年か1年
間、病院の実務を行うだけで貰える資格のことを指すので、

今の日本人にはありえない資格である。英会話が上手でも、

本誌を読まなければ情報は得られない。IFBLSについては会

報JAMTで読んだから知っている、というかたが少しでも増

えれば幸いである。           

                     【小松 京子】 

各国の皆さまと 



平成25年9月28日(土)、29日(日)の２日間、帝京大学

棟本館において「平成25年度認定心電検査技師セミ

ナー研修会」が開催されました。テーマは「とことん

学ぼう心電図！ ～知っているようで知らない、正し

い心電図記録と波形の解釈～」で、定員120名の募集

に対して236名の参加申し込みがあり、認定心電検査

技師への期待がうかがわれました。

はじめに萩原日臨技執行理事から、認定心電検査技

師制度における日本心電学会との今日に至る経緯、日

臨技として受験者および認定取得者に対し今後も不利

益が生じないよう最大限の努力をすること、今後も技

術と知識の伴った認定検査技師制度を堅持することな

どが説明されました。 

 プログラムおよび講師の先生方は別記（右枠内）の

通りです。  

 心電図検査の基本から、診断・治療の現場における

心電図の役割に至るまで、実践的で明日からの業務に

役立つ講義を非常に熱心に受講していました。 

 特に講義７では、“クリッカー”と称する応答用リ

モコンを用いたシステムを活用し、設問として提示さ

れる様々な心電図波形に対して、研修者各人がリモコ

ンで解答する双方向型の講義が行われました。研修者

全員が自身で解答を考え理解を深められることは、極

めてユニークで画期的な講義でした。

また研修会開催中、日臨技質疑対応コーナーを設け、

日臨技担当理事が会員からの認定心電技師制度に関す

る疑問点や不明点などに対応をいたしました。
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ここで行われた主な質疑応答は以下の通りです。

Q：心電学会の試験を受けたとして、取得した認定は

統合後に有効か？

A：統合された場合、双方の試験による認定資格が継

承されると思われます。ただ現段階で、統合の見通し

は必ずしも良好ではありません。認定試験は、日臨技

認定センター(12月15日実施)を受験してください。

Q：過日、心電学会で更新の手続きをしてしまった。

来年が５年の更新年度になる。日臨技で認定の更新は

有効か？

A：来年度、本人宛に日臨技認定センターより更新通

知が間違いなく郵送されますので更新申請をしてくだ

さい。

Q：昨年、認定を取得した。更新のための研修等は両

方を点数取得する必要があるか？

A：日臨技の生涯教育や指定研修会等に参加して点数

を取得してください。両制度が統合化された場合、日

臨技で取得した点数は確実に継承します。

なお、制度が現状のままの場合、心電学会の研修会で

取得した点数は日臨技の更新ポイントに加算できませ

ん。

             【担当理事 中井 規隆】

講義１ 

「正しくきれいな心電図検査の進め方」 

帝京大学医学部附属病院中央検査部    富原 健

講義２ 

「心電図を記録するポイント～電極特性を中心に～」

新潟医療福祉大学医療技術学部    生駒 俊和

講義３ 

「これであなたもHolter心電図解析がおもしろくなる！  

 ～解析テクニックのABC～」

東海大学医学部付属病院生理学検査科 福士 広道

講義４ 

「心電図から考える循環器疾患」

帝京大学医学部附属溝口病院第4内科教授 村川 裕二

講義５ 

「診断・治療の現場！カテーテル室における心電図 

 モニターの役割」

三重ハートセンター診療支援部    内田 文也

講義６ 

「複雑なペースメーカー作動を整理整頓 

～心電図から読み取る“これってどんな作動？”～」

三菱京都病院臨床生理検査科    山田 宣幸

講義７ 

「NEW！ Let’s master ECGs with experts」
新企画、12誘導心電図・ホルター心電図・ペースメー  

カー心電図…みんなで判読すればここまでわかる！ 

100分間、判読ポイント満載

 天理よろづ相談所病院臨床病理CE部門 吉田 秀人

 東京医科大学病院中央検査部    尾形 申弐

 東北大学病院診療技術部放射線部門   大久 典子

 埼玉県立がんセンター検査技術部  家城 正和

説明を行う萩原執行理事 

講堂も満員状態、熱心に受講 
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 日本臨床衛生検査技師会の各支部が開催する医学検査 

 学会の概要についてご案内します。 

 会員の皆さまの積極的なご参加をお待ちしています。 

 会員の学会参加費はいずれも5,000円となります。 

（開催時期順、学会長敬称略） 

第50回 日臨技関甲信支部医学検査学会

開催  平成25年10月5日（土）～平成25年10月6日（日） 

場所   つくば国際会議場 

テーマ 「みち」への創造 臨床検査とスキルミクス 

     私たちが今、望むこと・望まれること 

学会長  直井 芳文 

事務局  公益社団法人 茨城県臨床検査技師会 

☆市民公開講演

「夢諦めず、夢高く、夢いつか頂へ 

80歳エベレストへの「みち」」 三浦雄一郎氏講演 

☆特別企画 公開水戸塾（ワークショップ） 

「私たちが今、望むこと、望まれること」 

第2回 日臨技北日本支部医学検査学会

開催  平成25年10月12日（土）～平成25年10月13日（日） 

場所   仙台国際センター 

テーマ  北からの風～発信・連携～ 

学会長  長沢 光章 

事務局  一般社団法人宮城県臨床検査技師会

☆特別講演

「地域連携 

 ～感染制御地域支援ネットワーク活動とその効果～」 

☆特別企画

 災害時検査連携体制の構築＆学会長宣言 

 教育現場と臨床現場の連携 

第48回 日臨技九州支部医学検査学会  

開催  平成25年10月5日（土）～平成25年10月6日（日） 

場所   福岡国際会議場 

テーマ  新たなる挑戦～無限の可能性を求めて～ 

学会長  友松 哲夫 

事務局  社団法人 福岡県臨床衛生検査技師会

☆挑戦企画

R-CPC～検査値から臨床病態を読み取るために～ 

☆特別講演

 脂質異常症の病態と臨床検査測定項目 

☆学会長企画

 臨床検査技師の役割と将来の展望 

 生きる力～輝く明日へ～ 

第53回 日臨技近畿支部医学検査学会

開催  平成25年10月19日（土）～平成25年10月20日（日） 

場所   フェニックス・プラザ 

テーマ  臨床検査が奏でるシンフォニー 

学会長  谷口 晴信 

事務局  一般社団法人福井県臨床検査技師会 

☆シンポジウム

 ①肝臓病 検査と奏でるシンフォニー（B型肝炎、C型肝炎 

 を中心に） ②骨髄不全症候群を理解しよう ③検査相談 

 ～検査説明・結果説明～の取り組み～ ④輸血業務の24時 

 間体制 ～時間外輸血検査の対応～ ⑤自信作！あなたの 

 施設の標本作製～検体処理時の様々な工夫～ ⑥心筋虚血 

 を究めよう ⑦ブラッシュアップ 感染対策～検査室の感 

 染防止対策加算への関わり～ 

 第46回 日臨技中四国支部医学検査学会

開催  平成25年11月9日（土）～平成25年11月10日（日） 

場所   広島国際会議場 広島文化交流会館 

テーマ  『変革のとき、原点を見つめて未来へ』～匠の伝承～ 

学会長  丹下 富士男 

事務局  一般社団法人 広島県臨床検査技師会 

☆教育講演

「再生医療はどこまで進んでいるか？ 

 ～臓器再生と細胞治療～     」 

「ウィルス肝炎の疾学と対策最前線」 

「チャレンジ!! 

 ～臨床検査師としてアメリカ留学を経験して～」 

 第2回 日臨技首都圏支部医学検査学会

開催  平成25年10月26日（土）～平成25年10月27日（日） 

場所   KFCホール（国際ファッションセンター） 

テーマ  革新を恐れるな！Innovation from Metropolitan Area 
臨床検査の明日に向かって 

学会長  下田 勝二 

事務局  公益社団法人 東京都臨床検査技師会 

☆特別講演

  再生医療の最前線 

  ―iPS細胞がなぜノーベル賞に値するのか？― 

☆公開講演

 全身の健康はお口から～イキイキとした暮らしのために～ 

 近代における大相撲の革新 

第52回 日臨技中部圏支部医学検査学会 

開催  平成25年11月23日（土）～平成25年11月24日（日） 

場所   三重県総合文化センター 

テーマ  「明日の医療の担い手となる臨床検査技師」 

     ～多様な医療へどう関わっていくか～ 

学会長  小林 圭二 

事務局  一般社団法人 三重県臨床検査技師会 

☆特別講演

「ポストゲノム時代の臨床検査」 

 ～先制医療と個別化医療における役割～ 

☆公開講演

「小さい車の可能性」 



（編集後記）                
朝夕と肌寒くなってきて秋を感じられる季節となりました。食欲・読書・スポーツなどなど。都合の良い時に、何かにつ

けて○○の秋と言ってしまうのは私だけでしょうか・・・ 

 四季を感じられるのも日本の魅力の一つです。皆さんも自分なりの秋を探して見てはいかがでしょうか？   【坂西】
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 新たなの日臨技公益事業として取り組む「全国検査と健康展」については、事務局

としての始動と展開が遅く、都道府県技師会にはご迷惑をおかけいたしました。「本

年度は準備が不足し開催できない」「共催にて実施する」というケースもあります

が、各地で全国共同行動としての準備がなされ、既に開催実施された県もあります。 

 本事業は、日臨技と都道府県技師会が主催し、日本臨床検査専門医会が共催となる

事業で、後援は、厚生労働省、日本医師会、日本看護協会、日本病院会、全日本病院

協会、日本臨床検査医学会、日本臨床検査薬協会、日本臨床検査薬卸連合会、日本衛

生検査所協会となりました。さらに中央会場の後援として、群馬県、前橋市、群馬県

医師会、群馬県看護協会となりました。 

 会報JAMT平成25年7月15日号（Vol.19No13）にて「11月は＜検査月間＞」として寄

稿しましたが、その後の調整で、中央会場については以下となりました。 

・会場を「群馬会館」に変更 

・「記念式典」を企画 

・聴衆参加型の「健康クイズ」を企画 

・シンポジウムを「特別記念講演」に変更 

 中央会場の特別記念講演は、ブレノスアイレスIOC
総会における笑顔の感動スピーチで一躍注目された佐

藤真海（さとう まみ）さんにお忙しいスケジュール

の中、お願いすることとなりました。 

 佐藤さんは宮城県気仙沼市生まれでご家族が東日本

大震災の津波被害を受け、現在は復興に向けた活動に

も参加されています。 

 また、骨肉腫で右ひざ以下切断という困難にも関わ

らず、希望を失わず走り幅跳び競技でパラリンピック

３大会連続出場した現役のアスリートです。 

 佐藤さんの講演会は、聴衆に多くの勇気と感動をも

たらしてくれることが期待されます。 

 本年度の都道府県実施状況をふまえて来年度以降の

全国共同行動としての実施方針を充実するとともに、

来年度の中央会場の決定を早期に行い、会場の確保や

メイン企画の準備が滞りなく行われるようにしてまり

ます。 

 本公益事業の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願

い致します。 

【執行理事 津田 聡一郎】 

■中央会場用ポスター 

■シール（既成パンフに貼付）

     ■ゆるキャラ 

   「けんけん」 

 けんさとけんこうてん 
  から命名しました 


