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P1 平成26・27年度会長候補者に宮島喜文氏が当選   

P2 平成25年度第1回病理研修会を5日間にわたり開催  P3 病理研修会に参加して 

 
平成26・27年度会長候補者に宮島喜文氏が当選 

当選通知を手渡す役員候補者選出委員会岸孝彦委員長 

役員選出日程 
  

4月中旬・・・・・社員総会の召集（会員へ通知） 

5月24日・・・・・社員総会で役員選任議案の決議 

5月24日・・・・・理事会で代表理事（会長）、執行 

         理事を選任 

 役員候補選出委員会は1月27日から2月3日までを平成26・27年度会長候補者の立候補受付期間としました。 

 2月7日に開催された同委員会は期間中に提出された立候補書類を開封し、立候補者の資格審査を行いました。 

 その結果、1名の立候補となったため、役員候補者選出規程第30条に従い、会長候補者選挙は行わず、立候補 

 者である宮島喜文氏を無投票当選者とすることを同委員会は議決しました。 

平成26・27年度会長候補者に宮島喜文氏が当選 

 

会員の皆様へ  
  

 本会事業にご理解を賜り厚く御礼申し上げます。 

 これまでの会長在職中の歩みを振り返り、2年前に

皆様にお約束した事項の履行状況を確認しました。 

 その中で、道半ばにあり継続して会長職を担当して

いくことこそが私の責任であると考え、平成26年・27

年度会長候補者選挙に立候補いたしました。 

 平成26年2月７日付で岸孝彦役員候補者選出委員長

名で無投票当選の通知をいただきました。改めて身の

引き締まる思いです。 

 昨年から中医協専門委員に任命され、臨床検査のみ

ならず医療全体を視野に入れた会務の充実は喫緊の課

題であると痛感しております。そのためにも現実を十

分把握しながら、会員の皆様に最新の情報を迅速にお

伝えし、ご理解いただくとともに、都道府県技師会と

の連携を密にして諸問題の解決に全力を注ぎたいと

思っております。 

 今回の立候補に当たり公約（※）をまとめました

が、取り組むべき課題は数多くあります。 

 目標の中に日臨技6万人会員体制の実現を掲げてお

りますが、魅力と活気にあふれ「未来を拓く日臨技」

でなくては、この目標を達成することはできません。 

 平成27年4月には臨床検査技師法が改正施行される

見込みであり、念願の検体採取業務拡大が実現しま

す。「説明・相談ができる」検査技師の育成と合わ

せ、私たちが新たな研鑽に取り組むことで私たちの未

来は拓けると確信しております。 

 引き続き一意専心で会務に取り組んで参ります。 

 今後ともご指導・ご助言の程よろしくお願い申し上

げます。  

                  宮島 喜文 

今後の役員候補者選出委員会日程 
  

4月1日締切・・・支部が推薦する理事候補者提案受付 

        （各支部3名） 

4月1日締切・・・会長候補者当選者が推薦する理事候   

        補者の提案受付（8名以内） 

4月5日・・・・・理事候補者の審議と名簿作成・告示 

※宮島喜文氏の立候補要旨については、ホームページ会告で「平

成２６・２７年度会長候補者当選者告示」として開示されてお

り、同告示は『医学検査』第63巻2号（3月号）にも掲載されます。 
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◇１月１９日（日）前半第三日目 

①皮膚 組織診/免疫/遺伝子病理 

（講師：新井栄一先生） 

②脳神経系 組織診/免疫/遺伝子病理 

（講師：佐々木博先生） 

③消化管Ⅰ 癌取扱い規約/切出し 

（講師：永田耕治先生） 

④消化管Ⅱ 組織診 

（講師：伴慎一先生） 

⑤消化管Ⅲ 免疫染色/遺伝子病理 

（講師：菅井有先生） 

 ①は標本作製の重要性や組織診断のポイントを含めた

講演であった。②は多くの組織型について詳しく解り易

い講演でった。③～⑤では多くマクロ像を用いた切り出

し方法の説明から最先端の知見、診断に関する講演が

あった。 

☆２月１日（土）後半第一日目 

①泌尿器Ⅰ 癌取扱い規約/切出し/組織診 

（講師：鷹橋浩幸先生） 

②泌尿器Ⅱ 免疫染色/遺伝子病理 

（講師：長嶋洋治先生） 

③肝胆嚢Ⅰ 癌取扱い規約/切出し 

（講師：田尻琢磨先生） 

④肝胆嚢Ⅱ 組織診 

（講師：福嶋敬宜先生） 

⑤肝胆嚢Ⅲ 免疫染色/遺伝子病理 

（講師：鬼島宏先生） 

 ①では取り扱い規約に沿った切り出し方とそのマクロ

像から組織像について解説をいただいた．②では腎腫瘍

における遺伝子変異と鑑別診断に有用なマーカーについ

て解説いただいた。③では膵臓の切り出しを中心に実際

の症例を呈示いただき解説をいただいた。④では膵腫瘍

および肝腫瘍のマクロ像・組織像やその診断に必要な

マーカーについての解説をいただいた．⑤では胆のうお

よび胆道系の腫瘍に関する、組織像やその診断に有用な

検索法や細胞診に至る内容の解説をいただいた。すべて

の講義において基礎から最先端な講義であり，実際の

ルーチン業務に役立つ内容であった。 

☆２月２日（日）後半第二日目 

①甲状腺Ⅰ 癌取扱い規約/切出し/組織診 

（講師：廣川満良先生） 

②甲状腺Ⅱ 免疫染色/遺伝子病理 

（講師：近藤哲夫先生） 

③婦人科Ⅰ 癌取扱い規約/切出し 

（講師：手島伸一先生） 

④婦人科Ⅱ 組織診 

（講師：三上芳喜先生） 

⑤婦人科Ⅲ 免疫染色/遺伝子病理 

（講師：安田政実先生） 

 ①では切出しについては講師施設では甲状腺専門病院

という特殊性もあるが技師に任せている、組織所見も見

ているとのこと。③の切り出しではそれぞれの症例ごと

の具体的手順を示したいただいた。婦人科の組織診では

がん診断に組織由来から考えること、プログレションの

考えかたを解説いただいた。 

 

 日臨技先駆的臨床検査技術研修会として平成25年度第

1回病理研修会が1月17日～19日、2月1日～2日に分けて

開催されました。 

 休憩時間が殆どなく非常にタイトな５日間の研修会にもか

かわらず、20～50歳台の研修生が非常に真面目に受講さ

れ、講師の先生方の熱意も伝わる充実した研修会でした。 

 実務委員の熱意とご協力に深く感謝いたします。 

 前半参加70名。後半参加67名。※いずれも一部参加者に

は欠席日あり 

 

（報告/前半担当理事：小郷正則 後半担当理事：山本慶和）  
 

◇１月１７日（金）前半第一日目 
①色素一般特殊染色の利用方法と見方 

（講師：桑尾定仁先生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②免疫染色の技術と応用 

（講師：伊藤智雄先生） 

③乳腺Ⅰ 癌取扱い規約/切出し 

（講師：前田一郎先生） 

④乳腺Ⅱ 組織診 

（講師：土屋眞一先生） 

⑤乳腺Ⅲ 免疫染色/遺伝子病理 

（講師：増田しのぶ先生） 

 ①は一般染色法（HE）と特殊染色の有用性についての

講演でHE染色は判読される先生の好みである。②は免疫

染色時のコントロール標本による精度管理が必要であ

る。③～⑤は乳腺の癌取り扱い規約から遺伝子診断まで

の最先端の講演であった。 

◇１月１８日（土）前半第二日目 

①リンパ・造血器 組織診/免疫/遺伝子病理 

（講師：田丸淳一先生） 

②骨軟部 組織診/免疫/遺伝子病理 

（講師：藤野節先生） 

③呼吸器Ⅰ 癌取扱い規約/切出し 

（講師：川本雅司先生） 

④呼吸器Ⅱ 組織診 

（講師：横頼智之先生） 

⑤呼吸器Ⅲ 免疫染色/遺伝子病理 

（講師：廣島健三先生） 

 ①は多数の分類を丁寧に解りやすい講演であった。

②は骨軟部の講演では、骨軟部腫瘍の診断の方向性と

遺伝子病理の基本的事項を解り易く講演された。③～

⑤では切り出しから組織型、遺伝子病理、分子標的治

療まで最近の話題を含めた講演であった。 



Vol.20No.3              会報JAMT ホームページ掲載                  平成26年2月15日号 

長岡中央綜合病院  長谷川 秀浩 

 

病理という業務に携わり、いつしか30年という月日

が流れ、気が付けば職場のスタッフは全員ほぼ年下に

なってしまっていた。したがって、何かあれば僕のと

ころに問題が持ち込まれる。つまり、仕事の根幹に関

わる事について“えっ、それわかんない”という言葉

が言い難い状態になっていた。 

そのような背景もあり、しっかり勉強し直さなけれ

ばいけないな。と思ったタイミングで本研修会開催の

情報を得て、渡りに船ととらえ誰にもばれないように

隠密裏に参加手続きを行った。（おじさんもジタバ

タ、レベルアップのための努力はする。） 

当日会場の日臨技会館には定員を上回る70人の参加

者が詰めかけていた事からもその人気の高さが伺われ

た。 

会場の雰囲気はいつも出席している研修会のそれと

は違い、その昔に受講したことのある夏休み特別受験

対策講座そのものだった。我々、病理技師に求められ

る技術は多くなる一方であるにもかかわらず、それを

学ぶ機会が今までほぼ皆無であった事もその理由で

あったと思われる。 

研修会内容については各種癌取扱い規約を含め、本

格的な病理学的な知識など9時～17時×5日間という

スーパーハードスケジュールの内容であった。 

その苦難にも係らず受講者の皆さんは講義中に誰一

人居眠りすらする事も無く真剣に取り組んでいるとい

う姿勢は素晴らしく高いポテンシャルを持った集団で

あることを伺わせるものであった。 

各専門分野から総勢25人のいわば日本のプロフェッ

ショナルを総動員した講義内容は期待を大きく超える

ものであり、その講演内容について講師の先生の一言

たりとも逃がすまいとする皆さんの姿勢は、近い将

来、きっとすばらしい指導者になるで有ろう事を伺わ

せられるものであった。 

私自身もいましばらく続くと思われる病理技師人生

において、要求される多彩な知識と技術を着実に身に

着け、更にレベルアップしていく為にも本研修会に参

加できたことは極めて有意義であったと思われた。 

 

大崎市民病院 臨床検査技術部 戸村 弘樹 

 

去る平成26年1月17日～19日、2月1日～2日の計5日

間、日本臨床検査技師会館において開催されました第

１回病理研修会に参加いたしましたので、感想を述べ

させて頂きたいと思います。 

まず、この研修会が今までの日臨技研修会とはまっ

たく様相が異なることに驚きを隠せませんでした。 

過去の日臨技研修会はどちらかというと我々の本分

とするところの「技術」、に焦点を当てた研修会が主

であったように思われます。 

しかし、本研修会は研修期間の長さも然ることなが

ら、日本屈指の病理医講師陣とその講義内容は「学会

においてもなかなか揃う事のない」と知人の病理医を

感嘆させうる最新の病理学各論的内容でした。 

この研修会は先に行われた超音波研修会、遺伝子・

染色体研修会および、この後に予定されている消化器

内視鏡技師研修会へと続く「先駆的臨床検査技師研修

会」の一環として企画され、将来にわたり学術団体と

してより高度に成長させていこうという意図が明確に

伝わる内容であったと思われます。 

さらに、我々は技術者であることは勿論のこと、カ

ンファレンス、研究等に参加するためには、もっと

もっと病理学そのものを学ぶ必要がある、せめてチー

ム医療の輪の中に病理検査技師が入り他職種と議論す

るためには、最低限の病理学の知識が必要であると今

更ながらに痛感させられました。 

講義内容は各臓器別に癌取扱い規約、切出し、病理

組織診断、免疫染色、遺伝子と系統立てられ、各分野

の第一人者の講師の先生がわかりやすく説明して頂き

ました。 

我々は病理技師として切出し、免疫染色、遺伝子検

査の一部を担うことがありますが、講師の先生はmeat 

chopper にならぬようと釘をさされておりました。病

理医は病理診断書に記載するために切出しを行いま

す。病理診断書の内容は癌取扱い規約に十分な内容で

なくてはなりません。癌取扱い規約を熟知していない

者、または病理診断を理解していない者は到底切出し

業務など出来ないという当たり前のことを教えられま

した。 

病理認定技師制度の発足が近い中、これから我々が

何を学んでいかなくてはならないのか、一筋の道標が

見えたような研修会であったと思われます。 

最後に、宮島会長はじめ研修会実務委員の皆様には

大変お世話になりました。この場をお借りして御礼申

し上げます。 

病 理 研 修 会 に 参 加 し て

研 修 参 加 者 の 皆

様、本当にお疲れ

様でした。 

（事務局より） 

  

 

 

 

 

（編集後記）ソチ五輪が華やかに行われています。主役は選手ですが、主役の後ろには多くの支える人がいる事を忘れてはなりませ

ん。多くの感動を与えてくれる選手にはもちろん、選手を支えているスタッフにも感謝です。人は普段の生活でも多くの人々の支え合いで

成り立っている事を忘れてはいけませんね。常に感謝の気持ちを持ち続けていたいものです。                     【坂西】           


