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P1～P2 平成26年度部門別事業計画説明（２）学術関連の重点課題 

P2～P3 役員就任に当たって  

P3  

 

中井規隆 

 

◆学術関連事業は次のステップへ 

 平成24年4月、新たに一般社団法人 日本臨床衛生検

査技師会がスタートし、宮島会長の基本理念の一つで

ある学術再構築に向けて、「学術組織再構築に関する

検討委員会」を立ち上げ検討を進めました。その結

果、学術関連の事業は、主に「学術活動の推進」を重

点課題として取り組み、学術企画委員会の設置をはじ

め、精度保証事業の推進、出版事業の充実、生涯教育

制度での研修事業の推進や認定技師の育成など、多く

の会員のみなさまにご協力をいただき、一定の成果を

上げることができました。 

 この結果を受け、平成26-27年度の2年間では次のス

テップとして、「学術組織基盤の再構築」を最重点課

題として展開してまいります。 

 

◆なぜ「学術組織基盤の再構築」が必要なのか 

 現在、日臨技における学術活動は、日臨技生涯教育

制度に基づいた研修事業を主に行っております。日臨

技での全国研修会のみならず、支部や都道府県での研

修事業も活発に行われております。しかし、全会員に

おける生涯教育履修率は10％以下であります。長年に

わたって実施してきた日臨技生涯教育制度は、会員に

とって魅力ある制度とはいいがたいものであったよう

です。 

 学術活動は、われわれ臨床検査技師の根幹をなすも

のであります。しかし、このような生涯教育履修率で

は、臨床検査技師が日々、学術研鑚に努力し質の高い

医療に貢献しているといっても、国民には理解してい

ただけません。臨床検査技師の地位向上ならびに国民

への知名度向上においても、学術組織基盤の根幹とな

る「生涯教育制度の再構築」が急務であると考えてお

ります。 

また、これからの医療において必要な認定検査技師

は、日臨技が積極的に関与し育成に取り組む必要があ

ります。本年度から新たに認定病理検査技師制度が立

ち上がるとともに、現在、認知症に関する認定技師制

度や救急医療における認定技師制度、精度保証におけ

る認定技師制度の構築が検討されております。 

 

 技術認定としての認定技師制度に加え、今後は特定な

診療分野において、個人や集団に対して、質の高い検査

サービスを提供できる技師や、医療関係者に対して相談

や指導や助言を通じて、診療実績に貢献できる技師、臨

床検査に関する研究・教育を実践できる技師等の専門技

師の育成、さらには国際的な立場での指導者育成が必要

であります。 

このような今後の技師育成を考慮した新たな生涯教育

制度の構築に向けて、外部委員を含めた検討委員会を早

急に立ち上げ検討していきます。 

さらに、学術組織基盤の再構築では、昨年度設置した学

術企画委員会に加え、「支部学術組織の構築により、日

臨技・支部・都道府県技師会との学術ネットワークの構

築」が必要と考えております。学術ネットワークの構築

は、都道府県技師会が求める学術活動の把握や、日臨

技・支部と都道府県技師会との連携強化においては必須

であり、学術ネットワークの構築により、会員ならびに

国民にとって有用な学術活動の推進が図れるものと考え

ております。早急に支部学術組織を立ち上げ、日臨技・

支部・都道府県技師会との学術ネットワークの構築を行

います。 

学術組織基盤の再構築のもう一つの柱としては、標準

化事業のさらなる拡大であります。JCCLS 標準化基本検

討委員会の柱2（測定値の標準化）で、パッチワーク方

式により検証された標準化事業は、日臨技に委託され、

平成19年度より日臨技の臨床検査データ標準化実践活動

が始まりました。その検証により、全国の基幹施設では

臨床化学、CBCは、ほぼデータの統一ができました。今

後の標準化事業では、臨床化学、CBCのみならず、すべ

ての検査項目に広げる必要があります。そのためには、

標準化事業、精度管理事業、精度保証施設認証制度を一

体化した精度保証事業の確立が必要であり、学術企画委

員会との連携も行っていく必要があると思っておりま

す。 

また、出版事業では、昨年度に確立された出版体制に

基づき、日臨技教本シリーズの発刊と医学検査の学術誌

としてのさらなる充実を図ってまいります。 

（次ページへ続く） 

学術担当執行理事 

副会長 松本 祐之 

平成２６年度部門別事業計画説明（２） 
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（前ページより続く） 

◆「学術組織基盤の再構築」の3つの柱 

 

１）新たな生涯教育制度の構築 

会員にとって魅力ある生涯教育制度ならびに、認

定技師・専門技師の育成、さらには国際的な立場で

の指導者育成を考慮した、新たな生涯教育制度の構

築に向けて、外部委員を含めた検討委員会を早急に

立ち上げ検討していきます。 

 

２）日臨技・支部・都道府県技師会との学術ネット

ワークの構築 

昨年度構築した学術企画委員会に加え、支部学術

組織を早急に立ち上げ、日臨技・支部・都道府県技

師会との学術ネットワークを構築し、会員ならびに

国民にとって有用な学術活動の推進を図っていきま

す。 

 

３）標準化事業、精度管理事業、精度保証施設認証

制度を一体化した精度保証事業の確立 

 事業と精度管理事業では密に連携を取り、精度管

理事業での問題点の抽出や、標準化事業での検証を

行っていきます。また、精度保証施設認証制度にお

いても、精度管理事業で実施する全検査分野を対象

とするよう検討を行っていきます。検査データの質

の担保は、われわれ臨床検査技師の役目であり、精

度保証事業のさらなる推進により、臨床検査技師の

国民へのアピールと医療の質の向上を図っていきま

す。 
 

 
 

役員就任に当たって 

 

役員就任に当たって 
※本号では６月15日号に続き、理事をご紹介します。 

理 事 

山本 幸治 
 今期から理事に就任させて頂きました。学

術部門に配属され学術企画委員会、学会運営

部会（IFBLS学会も含む）の一員として魅力

ある学会企画を提案できればと考えておりま

す。今までの経験を生かして頑張ります。宜

しくお願いいたします。 

 

理 事 

中町 祐司 
 臨床検査を通じて国民の皆さんにより良い

医療を提供できるよう、より良い日臨技と地

臨技の関係を築き、また、2016年神戸で開催

されるIFBLS国際学会、全国国学会に向け十

分準備を行いたいと思っています。 

 

理 事 

丹下 富士男 
 中四国支部を担当いたします広島県の丹下

です。会員の皆様の声に耳を傾け、その声を

日臨技に反映することで少しでもお役に立て

ればと思っております。宜しくお願いいたし

ます。 

 

理 事 

佐藤 元恭 
 今期２期目となり、九州の支部長を拝命、

日臨技では総務部門を担当します。九州支部

会員からの要望を伝え、日臨技の動向を会員

へ伝えるパイプ役として、また、7支部の地域

性を重んじながら、宮島体制の妨げにならな

いように会発展のために微力ですが、“しら

しんけん”がんばりますのでよろしくお願いいたします。 

 

理 事 

及川 雅寛 
 今期で４期目となり、どうやら古参の部類

になりそうです。今までの経験を生かして力

になれたらと思います。 

 

 

 

理 事 

深澤 恵治 
 はじめて日臨技理事という大役を仰せつか

り、身も心も震える思いで一杯です。会員の

ため臨床検査技師のため、さらには日本の医

療の発展のために、２年間“一意専心”の気

持ちを忘れず、身を粉にして会務に努力させ

ていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

理 事 

岡田 茂治 
 新任です、どうぞよろしくお願いいたしま

す。松本副会長のもと、学術部門の学術・出

版（出版WG、学会組織委員会、64回学会運営

部会、65回学会運営部会）を担当させていた

だきます。働き甲斐のある部門に配属され、

とてもうれしいという反面、重要な仕事であ

ることの責任感と重圧を感じています。諸先

輩方のご指導をいただきながら、会員の皆さまのために頑

張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

 

理 事 

伊藤 茂雄 
 初めに職場を良くし、次に地域を良くし、そ

して北日本支部を良くし、更に日臨技を良くし

ます。 

今期を最後として頑張ります。「面白き ことも

なき世（日臨技）を 面白く 住みなすものは 心なりけり」 
 

理 事 

大澤 智彦 
 関甲信支部長として２期目を迎えました。理

事として日臨技会員のため、支部長として関甲

信支部会員のため鋭意努力してまいりますの

で、皆様のご理解・ご協力よろしくお願いいた

します。 

 
理 事 

齋藤 幸弘 
 日臨技役員となり３期目になります。法人移

行や支部制の導入等が落着き、これからは更な

る日臨技、臨床検査の発展に腰を据えて頑張ら

なくてはと思っています。まだ課題も多く皆様

の協力を得ながら進めて行きますのでよろしく

お願いいたします。 
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理 事 

中山 茂 
 今期で２期目になります。宮島会長のも

と、微力ではありますが、“臨床検査技師の

価値”を高めるために頑張る所存ですのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

理 事 

小松 京子 
 今期２期目となります。前期同様2016年に

開催されるIFBLS国際学会の実行はじめ国際

事業をメインに担当します。国際技師連盟

（IFBLS）の会長としても頑張りますので、

宜しくお願いいたします。 

 

理 事 

工藤 岳秀 
 今期より理事となり、主務に渉外部門（医

療安全委員会・東日本震災支援委員会・医療

政策WG・メディカルスタッフ業務検証WG）

を担当します。また、技術教本シリーズでは

チーム医療分野を担当させていただき、価値

のある教本となるよう精一杯努めさせていた

だきます。若輩者ですが、少しでも会員のみ

なさまのお役に立てるよう尽力いたしますので宜しくお願い

します。 

 

理 事 

中井 規隆 
 今期２期目となり、JAMT、季刊誌ピペッ

ト、ホームページなど皆さまと繋がる重要な

仕事を与えられました。精一杯がんばります

のでよろしくお願いいたします。 

 

 

理 事 

山口 浩司 
 新任理事として総務部門に携わらせてい

ただきます。「ひとりの力は皆のために、皆

の力はひとりのために」をモットーに、これ

からの臨床検査技師の在り方を考え、微力な

がらも頑張ります。どうぞよろしくお願い致

します。 

 

理 事 

小澤 優 
 今期も出版委員として日臨技教本シリー

ズ発刊と会誌「医学検査」編集に携わりま

す。また、臨床検査振興協議会広報委員とし

て国民の皆様に「臨床検査を知っていただ

く」広報活動を展開していきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

理 事 

運天 政五郎 
 近畿支部推薦で今期２期目となります。庶務と

日臨技認定管理検査技師コースを担当します。前

期同様、会員と当会の発展に向けて会の運営に全

力を尽くす所存です。微力ではありますが、よろ

しくお願い致します。 

 

 

理 事 

井垣 歩 
 今年度から理事に就任いたしました。2016年神

戸でのIFBLS学会開催に向けて、不慣れではあり

ますが皆様のご指導、ご協力のもとに責務を果た

していきたいと思っています。よろしく願いいた

します。 
 

理 事 

岡田 健 
 今回、はじめて理事に選出されました。私の仕

事は、学術関係で特に設立にも関わらせて頂きま

した企画委員会と生涯教育・認定制度を担当する

ことになりました。不慣れですが、精一杯がんば

りますのでよろしくお願いします。 

 

理 事 

土居 修 
 ２期継続して総務の仕事を拝命しております。

季刊誌、ホームページなど、様々な施設に勤務さ

れている会員、自宅会員の皆さまのご意見、要望

を反映した日臨技からの情報発信に努めます！ 

 

理 事 

西浦 明彦 
 今期２期目となります。今まで勉強させていた

だいたことを基本に、今期は”動”、前向きに明

確なビジョンと目標もって頑張って行こうと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

日臨技組織図作成中！ 
 

 各役員は社員総会から負託を受けた会務に分担して取

り組んでいます。 

 本年度は委員会に加え、WG（ワーキンググループ）

も多く設定され、機動性を高めた組織となります。 

 7月26日理事会で一部の委員会・WGの見直し議案の

審議結果を反映した「組織図」も8月1日にはホーム

ページや本紙面にて公開予定です。  
                     事務局  

（編集後記）先日、玄関先の道路の掃除をしていたとき、お隣の家の前まで掃除をしていたら何処までした

ら良いか判らなくなってきた。ここで終わりの境界線が難しい。隣の隣まで行ってしまう。ある国ではむし

ろ隣の所には手を出さないのがエチケットと聞いたことがある。日本人の自分は何か杓子定規な気がし

て･･･結局何処までか区切りがつかない。そこで「1ｍの優しさ」と考えた。お互いが１ｍくらいカバーし合

う。これくらいの大きさがちょうど良いかもと勝手に決めてみた。結局自分が納得するための言い訳なのか

も知れないけど。                                    【中井】           


