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P2～P3 平成26年度認定病理検査技師制度指定講習会報告 

P4～P5 平成26年９月前半開催の支部学会（ポスター）  

P6～P8 ワーキンググループ 活動状況報告（１）  

  

●日臨技の国際交流  
 日臨技はIFBLSの他に、アジア医学検査学会（AAMLS：Asia 

Association of Medical Laboratory Scientists）、大韓臨

床病理士協会（KAMT：Korean Association of Medical Tech-

nologists）との交流を行っています。 

AAMLS：1997年に設立され、初代Presidentは当時の日臨技会長

の岩田 進氏でした。活動としては、４年に１度の学会開催と

各国会長の理事会開催などです。今後は、アジア間の交流とコ

ミュニケーションの強化、そして学術活動を活発にしていきた

いと考えています。 

KAMT：30年以上にわたる交流があり、年に１回相互に全国学会

へ役員を派遣していますが、役員間の交流が中心でした。今年

の新潟学会では、日韓学生フォーラムやKAMT会員のポスター発

表が行われましたが、英語発表であることや会場が分散してい

たことにより日臨技会員の参加は少ない現状でした。また、日

臨技からKAMT学会への発表も少ない状況です。今後は、一般会

員の一般演題発表や合同シンポジウム、医学検査への投稿など

学術交流を活発にしていく必要があると考えています。 

●その他の国際交流 
1）国際医療技術交流財団（JIMTEF）および国際協力機構

（JICA）JIMTEFからの要請により途上国からの受入れに対する

講義や実習先の斡旋、JICAの海外青年協力隊の派遣支援などを

行ってきましたが、更なる途上国への経済的、学術・技術的支

援を行っていくことが必要と考えています。 
2）米国臨床病理協会（ASCP：American Society for Clinical 

Pathology）現在は、正式な交流はありませんが、今後はASCPi

資格（米国の臨床検査技師免許）取得の支援や米国留学者派遣

などで交流を考えていきたいと考えています。 

3）中華民国医事検験師公会全国連合会（TAMT：Taiwan Asso-

ciation of Medical Technologists) 新潟学会に代表団を初

めて招請しました。 
 

◆まとめ  

 日本の臨床検査、そして臨床検査技師は、世界でも知

識、技能ともに最も優れていると自負しています。しか

し、国際交流や国際貢献の面では十分でなく、社会全体

がグローバル化を目指している中で取り残されている感

があります。大きな壁として、英語力の欠如が挙げられ

ますが、次世代の後輩たちのためにも国際関連の学会等

に積極的に参加して、他国の臨床検査・技師を理解する

ことから始めていただきたいと思います。 

 今後、会員の先生方と役員が一丸となって、国際交

流・貢献に取組んでいけますようご理解とご参加を宜し

くお願いいたします。 

中井規隆 

◆新たに創設された特命部門 

 本年度より、国際関連の担当部署として特命部門が創

設されました。従来は、国際関連の担当は総務部門の管

轄でしたが、更なる国際交流・協力の推進および2016年

８月に神戸で開催される第 32回世界医学検査学会

（IFBLS ： International Federation  of  Biomedical 

Laboratory Science）に向けた取組みを本格化するため

に独立しました。 

◆第32回世界医学検査学会（The 32nd World Congress 

of Biomedical Laboratory Science）に向けて 

 2016年（平成 28年）８月 31日（水）から９月４日

（日）まで、神戸国際会議場を中心に日臨技が担当

（Chairman；宮島喜文会長）で開催します。 

 主催はIFBLSで、２年に１度の開催で1988年に第18回を

神戸で開催しており、28年ぶりの開催です（当時は、

IAMLT：International Association of Medical Labora-

tory Technologistsの名称）。 

 IFBLSには約32か国（165,000名）が加盟しており、現

在のPresidentは日臨技の小松京子理事が務めています。

活動内容として、加盟国の加入推進、情報の共有化、

Expert groupによる学術活動、Core competenceの確立、

学会の開催と賞の制定、WHOやCLSIなどへのcontactなど

を行っています。 

 現在、IFBLS学会実行委員会を中心にコンベンションの

選定、予算の立案、会議、学術（シンポジウム、一般演

題）、機器展示などの企画を行っています。私の目標と

して、一人でも多くの海外および日臨技会員の参加、英

語発表に慣れていない日臨技会員の一般演題へのエント

リー数を100演題以上とすることです。そのために、今年

の第63回日本医学検査学会（新潟）より英語一般演題示

説発表（23演題エントリー）を設けました。来年の第64

回学会（福岡／佐賀県担当）でも英語一般口演・示説演

題を受付ける予定です。また、今年10月に台湾で開催さ

れる第31回世界医学検査学会へ一般参加公募（一般演題

発表者）、学生および役員を約40名派遣し、学会運営な

どの情報収集や２年後の神戸学会をPRしてきます。同時

に、日臨技会員に対しても広報活動を展開し、学会の周

知と参加を呼び掛けていく所存です。 

 なお、第65回日本医学検査学会および第63回日本臨床

検査医学会などとの同時開催が決定しています。 
 
 

国際担当執行理事 

長沢  光章 

平成２６年度部門別事業計画説明（４） 
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9：00～ 

 10：00 

講演12 『病理検査におけるインシデントの      

    傾向リスクマネージメントに必要な 

    知識と手法』 

   ひたちなか総合病院 根本 誠一先生 

10：00～ 

 11：00 

講演13 『病理検査室におけるバイオハザード 

    対策に必要な知識と技能』 

      藤田保健衛生大学病院 平澤 浩先生 

11：10～ 

 12：10 

講演14 『病理検査室の試薬管理と関係法令 

    ―健康障害防止法と危険回避―』 

日本医科大学千葉北総病院 清水 秀樹先生 

12：10～ 

 12：30 

閉講式 

３日目：７月21日（月）  

 
開講式では宮島喜文会長から認定病理検査技師制度に対する期待のこもった御挨拶があった。講習会参加者は

245人で、受講者は各県技師会長の推薦を受けた超ベテラン技師の参加が目立った。講師は白石泰三先生、佐々木

毅先生、羽場礼次先生を含めた14名で14題の講演が行われた。 

実務委員発案の意見交換会（自由参加・会費制）はタイム24ビル11階で開催され、激しい雷雨にもかかわら

ず、189人と言う多くの参加があった。和やかな雰囲気の中、十分な意見交換や懇親が行われていた。今後、この

様な横の繋がりを深め、病理検査技師が一団となって病理技術の向上に努めていく事が必要と感じた。 

認定病理検査技師制度指定講習会報告  
 平成 26年

 
講習期間 ： 平成２６年7月19日（土）13：00～7月21日（月）12：30 
 
講習会場 :  タイム24ビル 9階  ソフトバンク通信3社青海キャンパス 大会議室 
 
講習内容 ： １日目『認定病理検査技師制度の目指すところ』 
 
      平成26年よりスタートする日臨技認定病理検査技師制度について、その設立の目的や方向性、および職務内容等に    

      ついて解説し、当認定制度の果たすべき目的について理解する。 
 
        ２日目『日常の病理検査技術の能力を高める』 
 
      病理検査室における日常業務の中で重要な項目を取り上げ、標準的な方法および精度管理に必要な知識を身につける。 
  
        ３日目『病理検査室運営におけるマネージメント能力を高める』 
 
      病理検査室を運営するに当たり、リスクマネージメント、感染症対策、作業環境の整備などについての講義を行い、 

      日常の病理検査業務運営に役立つ幅広い知識を身につけることを目的とする。 

13：00～

13：30 

開講式 宮島喜文会長挨拶 

13：30～

14：00 

オリエンテーション 

14：00～

15：00 

講演1 『認定病理検査技師制度 ―病理医  

    と築く病理診断―』 

      名古屋市立大学 滝野 寿先生 

15：10～

16：10 

講演2 『認定病理検査技師とともに目指す 

    患者視点の病理診断』 

    ―法的知識、診療報酬、今後の国策 

     への働きかけを含めて― 

 東京大学医学部附属病院 佐々木 毅先生 

16：20～

17：20 

講演3 『日臨技認定病理検査技師制度』 

 日本臨床衛生検査技師会 横地 常広先生 

17：30～

18：30 

講演4 『解剖介助に必要な知識と技能』 

 三重大学医学部附属病院 白石 泰三先生 

講習会プログラム□□□□□□□□□□ 

１日目：７月19日（土）  

 

9：00～ 

 10：00 

講演5 『検体受付から薄切まで』 

   筑波大学附属病院 古屋 周一郎先生 

10：00～ 

 11：00 

講演6 『特殊染色の標準化と制度管理』 

      小田原市立病院 磯崎 勝先生 

11：10～ 

 12：10 

講演7 『免疫染色のピットホール』 

 東海大学医学部附属病院 芹澤 昭彦先生 

13：00～ 

 14：00 

講演8 『術中迅速組織標本作製方法』 

 熊本大学医学部附属病院 徳永 英博先生 

14：00～ 

 15：00 

講演9 『テレパソロジーとバーチャルスラ  

    イドの基礎とその応用』 

国立病院機構旭川医療センター 東 学先生 

15：10～ 

 16：10 

講演10 『In situ hybridizationに必要な知識と 

    技能』 

防衛大学校臨床検査医学講座 廣井 禎之先生 

16：10～ 

 17：10 

講演11 『病理検査における制度管理の重要性』 

 香川大学医学部附属病院 羽場 礼次先生 

２日目：７月20日（日）  

担当実務委員 徳永 英博（熊本大学医学部附属病院） 
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認定病理検査技師制度 

発足の経緯と目的について 
     

 
 
認定病理検査技師制度は、平成25年４月17日に宮

島喜文会長が、日本病理学会の深山正久理事長に認

定病理検査技師制度の創設に関して協力を要請し、

５月20日に病理学会より正式に承諾が得られ、創設

に向けてのスタートが切られた。 

＊ 

病理学会から白石泰三先生・佐々木毅先生が、当

会からも３名の準備委員が選出され、認定病理検査

技師制度準備委員会が設けられ、発足に向けての準

備が進められた。その後、平成26年５月24日に開催

された日本臨床衛生検査技師会理事会において、認

定病理検査技師審議会、認定病理検査技師資格更

新・研修会WG、認定病理検査技師制度試験WGが承

認され、第１回認定病理検査技師認定試験（平成26

年11月30日開催予定）に向けて鋭意準備中である。 

＊  

 振り返ると、この様な認定制度は10年ほど前に日

本病理学会企画委員会の中に「病理検査技師との関

係に関する小委員会」が設けられ、病理検査士制度

（パソロジーアシスタント：PA）として検討がなさ

れた事がある。当時は臨床検査技師の業務拡大とい

う観点で進められたため、一部の病理医より猛反発

を受け、病理医と病理検査技師の合意点は見出せな

かった。 

 ＊ 

 その後、病理検体数、術中迅速診断、免疫染色、

コンパニオン診断、遠隔病理診断、分子病理学的診

断、リスクマネージメント等の病理検査業務の増加

により、業務量はこの10年間で２～３倍に増加し

た。患者様に的確な医療を受けて戴くためには、こ

の様な多忙な状況の中でも迅速且つ正確な病理診断

が求められる。病理診断は最終診断であり、患者様

の治療方針や予後を大きく左右する。勿論、病理医

が的確な病理診断を行うためには、質の高い病理標

本を病理医へ提供する事が前提となる。そのために

は、認定病理検査技師は常に自己研鑽に励み、専門

的知識や高度な技術を取得する必要がある。また、

医療安全や作業環境対策、後進の教育などにも積極

的に取り組まなければならない。 

＊ 

 認定病理検査技師制度は、この様な専門知識と技

術を有する病理検査技師を認定する制度である。認

定病理検査技師が日本全国で標準化された質の高い

病理標本作製を行い、病理医との協働作業により最

適な病理診断を患者様へ提供する事が国民の医療の

向上に繋がると考える。 

（文責：徳永） 

 

 

※本指定講習会の開催にあたり日本病理学会より頂

戴したメッセージ（右掲）をご紹介いたします。 

日本病理学会理事長 深山正久 
 

 日本臨床衛生検査技師会「認定病理検査技師制度」発

足，おめでとうございます。そして今回受験される臨床検査

技師の皆様，お一人お一人の資格取得への熱意とご努力

に，心よりご声援申し上げます。  

  

 認定病理検査技師制度については，平成25年４月17日

宮島日本臨床衛生検査技師会長との間で意見交換を行っ

た際，病理学会への協力の打診があり，５月20日に正式に

準備委員会設置への協力要請をいただきました。日本病

理学会から白石医療業務委員長、佐々木常任理事会書

記を委員として派遣しましたが，急ピッチで準備が進めら

れ，１年で制度がスタートすることとなりました．関係者の皆

様のご努力に，心から敬意を表したいと思います。 

 

 今回，認定病理検査技師制度が短期間で実現した背景

には，国民の病理診断への理解，期待があったと考えてお

ります．日本病理学会では「国民のための病理診断を目指

す行動指針2013」を発表し，一般の方々にご理解，ご支援

をお願いしたところ，予想以上の反響がありました．そして，

がん診療提供体制に関する見直しにおいて，「がん診療連

携拠点病院」や「がん診療病院」の要件に病理医，細胞診

検査士の配置や術中迅速診断のための病理診断室の設

置などが盛り込まれることとなりました。 

 

 また，日本病理学会では100周年記念事業の一つとして

「NPO法人日本病理精度保証機構」を設立し，乳癌，胃癌

におけるHER2染色の精度管理を手始めとして，病理検査

室の精度管理を進めています。この法人には臨床検査技

師会より，社員として２名の方に参加していただいておりま

す。病理医と病理技師との協力関係の新たな展開を象徴

するものといえましょう。 

 

 病理業務に関しては，従来になかった課題が目白押しで

す。one day pathology，液状化検体細胞診，免疫染色の

定量化，FISH，分子病理，遠隔病理診断，病理検査室IT

化，リスクマネジメント，調査解剖など，多くの基礎知識が

必要になってきています。認定病理検査技師制度は，この

ような新たな領域に関する知識を整理する機会でもあり，同

時に，従来の病理標本作製技術，病理解剖，切り出しなど

の再点検の契機でもあります。そして，資格は取得すること

で終わりではなく，まさに「認定技師」としての生涯教育の始

まりともいえます。 

 

 振り返れば，平成14-16年度に認定病理検査技師制度に

関して一定の議論がありました。当時は，認定制度がないま

ま，パソロジーアシスタントとしての業務拡大に力点が置か

れたため，病理医，病理技師の間での一致点を見出すこと

ができませんでした。今回の認定病理検査技師制度は，

「国民が安心して医療を受けることのできる病理診断」を支

える技師としての資格です。この堅実な基盤に立って，技

師の皆様と病理医が手を携えて，国民の期待に応えるべ

く，歩みを進めようではありませんか。 

 御健闘をお祈り申し上げます。 

日本臨床衛生検査技師会 

「認定病理検査技師制度」の発足に寄せて 
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医療政策ワーキンググループ   

大塚 喜人（亀田総合病院） 

竹浦 久司（多根総合病院） 

直井 芳文（水戸済生会総合病院） 

林   亮（千葉東病院） 

羽角 安夫（佐野厚生総合病院） 

奥田  勲 

津曲 洋明（宮崎県衛生環境研究所） 

横地 常広（日臨技） 

深澤 恵治（日臨技・群馬中央病院） 

下田 勝二（日臨技・日本適合性認定協会） 

 

 宮島執行体制２期目にあたり、諮問答申する委員

会から実働部隊であるワーキンググループ（以下、

ＷＧ）へ大きく舵が切られ、いよいよ宮島丸が外洋

航海へ船出した。これまでの臨床検査技師の周辺へ

の対応のみではなく医療制度全般、場合によっては

社会の仕組みの中でいかに臨床検査がかかわるべき

かが問われることとなる。 

 今期、渉外部門に法・制度担当と職能教育担当の

執行理事が配置され、法・制度担当は私下田が、職

能教育担当には丸田執行理事が就任し、二人三脚で

制度を掘り起こし、具現化する体制となった。丸田

執行理事の担当については自身の稿にお任せし、私

の守備範囲である医療政策ＷＧについて概説した

い。 

＊ 

 医療政策ＷＧの大きな命題は、今までの周囲に引

きずられ出てくる問題に都度対応するもぐら叩き方

式から、日臨技が主導し波を起こし、風を吹かせる

ことである。 

 中には旧来のもぐら叩きに近い積み残し課題もあ

り、今年度はまず可能な範囲で取り組みながら、来

年度に抜本的な対応をとり、予算要求につなげるよ

うな課題もある。  

 また、これらとともに短期的な課題としては、法

改正に鑑みた臨床検査技師のあり方を考慮しながら

法律改正に伴う厚生労働省令など、具体化の段階へ

のアプローチも含まれる。 

 先の国会において継続審議となった、臨床検査技

師等に関する法律の2条及び20条の改正に対しても、

上記同様に具体的な枠組みと運用を規定することと

なる省令へは、日臨技としての明確な対応が必要で

ある。法律文言として、「検体検査」及び「精度管

理」という言葉が加わることが想定されている。 

これとは別に今回法改正で業務認証された検体採取 

は、診療の補助行為という名の医師・歯科医師の具

体的な指示の下に行われる「医行為（歯科医行

為）」であり、決して手足論ではなく医療の一部を

任されている医療専門職としての取り組みが各医療

機関においても必要である。 

 そして、中長期的には日臨技としての医療政策提

言のとりまとめが大きな命題である。これまでの視

点、視座そして視野を参考とはしつつも、医療制度

の中における臨床検査をマクロで捕らえ、かつミク

ロにも対応する政策提言が必要である。今現在問題

となっている、セルフメディケーションという名の

下に推し進められている検体測定室やスイッチＯＴ

Ｃに関しても専門家として、本当に国民に求められ

るセルフメディケーションとはどのような制度なの

かを具現化できる組織力も必要である。 

＊  

 また、診療報酬制度も2025年をひとつの節目とし

て大きな変革が進められているが、単にその流れに

乗るだけではなく、日臨技がひとつの潮流を巻き起

こす気概と行動力も求められる。チーム医療推進協

議会などとも連携して、入院基本料などへメディカ

ルスタッフ要件を盛り込むなど、医療機能の指標に

は臨床検査をはじめとした各機能が反映されなけれ

ば、今後国が進めようとしている医療制度の抜本改

革は真の意味で国民のためにはならないと肝に銘

じ、立案した医療政策への長期的な辛抱強い行動力

も求められる。大きな意味では臨床検査の学問とし

ての確立にも取り組まなければならないであろう。 

 ＊ 

 法・制度を担うＷＧとしては、情報のインプット

も重要であり、診療報酬対策委員会からはこれまで

どおりの診療報酬への要望のとりまとめとともに上

述の医療制度における臨床検査の評価についても答

申を頂くこととなっており、宮島会長の肝いりで新

設された病棟業務検証委員会からは「待ちの検査室

から攻めの検査室へ」の脱皮のためにも、院内各所

における臨床検査技師が力を発揮している又はこれ

から発揮することによる、効果の検証を行い答申い

ただけることとなっている。 

＊ 

 様々な取り組みには人が重要であり、人財と段取

りが大きくその結果を左右する。今回、医療政策Ｗ

Ｇ及び診療報酬対策委員会そして病棟業務検証委員

会メンバーには多士済々な会員に参画頂き、取り組

めることとなった。 

 会員の皆様から満足な評価をいただけるのは10

年、20年先になる案件もあるが、日臨技丸が外洋航

海から無事に帰港できることを祈念し筆を擱く。 

担当執行理事：下田 勝二 

平成２６年度 
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メディカルスタッフ業務推進ワーキンググループ   担当執行理事：丸田 秀夫 

 
奥田 勲  

實原 正明（飯田市立病院）  

永井 正樹（国立国際医療研究センター病院） 

津田聡一郎（株式会社アムル）  

山口 浩司（日臨技・聖隷三方原病院）  

工藤 岳秀（日臨技・東邦大学医療センター大森病院） 

丸田 秀夫（日臨技・佐世保中央病院） 

 平成26年春より新執行体制となり、渉外部門の職

能教育業務はメディカルスタッフ業務推進ワーキン

ググループ（以下、当WG）、医療安全委員会、東日

本大震災支援委員会の３つの組織より成ります。今

回はメディカルスタッフ業務推進ワーキンググルー

プの役割、事業等についてご紹介いたします。 

 昨年来よりチーム医療の推進、あるいはアベノミ

クスの３本目の矢である成長戦略の名のもとに様々

な法的整備？が進んでいます。当WGは、法的・制度

的に認証される新しい業務や、臨床検査技師がより

深く関わるべき業務等を、実際の現場に落とし込ん

でいくために必要な教育・研修体制の整備が主要な

仕事となります。 

 現在進行中の事業としては、平成24年度に発足し

たチーム医療推進検討委員会からの答申で、チーム

医療に関する最優先課題としてあげられた、検査説

明・相談ができる検査技師の育成事業があります。 

 本事業は各都道府県において「検査説明・相談の

出来る臨床検査技師育成講習会」を３年計画で開催

するものです。ご承知の通り、平成19年12月28日付

けの、医政発第1228001号厚生労働省医政局長通知の

中で、採血、検査説明については、医師等の指示の

下に看護職員及び臨床検査技師が行うことができる

こととされていますが、医師や看護職員のみで行っ

ている実態があると指摘されており、本件について

の取り組み強化は、当会における喫緊の課題です。 

 一般的に検査説明には医師やメディカルスタッフ

を対象とするものと、患者さんを対象にするものに

大別されますが、この講習会は後者を対象としてカ

リキュラムが組まれています。育成講習会の内容は

患者心理、接遇の基本、検査説明・相談の実例紹

介、Ｒ-ＣＰＣ、検査説明・相談の模擬演習など、検

査説明・相談に必要な基本的な手法を学ぶ内容と

なっています。７月27日（日）の山梨県臨床検査技

師会での開催を皮切りに各都道府県で開催が予定さ

れ、３か年で会員の１割が本講習会受講を終了する

ことを目標としています。多くの会員の皆様に受講

して頂き、検査説明・相談の場で臨床検査技師が活

躍して頂きたいと思います。 

 次に、ご承知の通り、先の通常国会において、

「臨床検査技師等に関する法律の一部改正」が成立

し、来年の４月より臨床検査技師が診療の補助とし

て採血に加え、検体採取が出来ることになりまし

た。具体的な業務としてはインフルエンザ等の検体 

 

採取、表在からの検体採取などが想定されます。検

体採取が実施可能となれば、検査説明を含む検査前

工程から検査後工程までの一連の検査の流れに臨床 

検査技師が直接係わることが可能となり、検査結果

の質の向上に大きく寄与するものと考えます。 

 実際に業務に就くためには追加講習の受講が義務

化され、日臨技では関連する団体の協力のもとに、

厚労省が定めるカリキュラムでの追加講習を企画運

営することとしています。また、講習の開催に加

え、本法改正の趣旨を会員はじめ関連団体に周知し

理解を頂くために、支部学会、県学会等での広報、

支部・都道府県の役員等への説明会の開催、各種業

界紙等を通じての情報提供等、様々な手法を用いて

普及・啓発を図る予定です。講習会の開催につては

準備が整い次第HP等でご案内いたしますので、多数

のご参加をお願い致します。 

 最後に本年４月に法改正がなされ、診療の用に供

しない簡易な検体検査が実施できる『検体検査室』

への対応も進めています。『検体測定室』について

の見解については“会報JAMT Vol.20 No7”に掲載し

ていますので本稿では割愛致します。『検体測定

室』開設の届出先である厚労省からの情報では７月

11日現在で305件の届出がなされ、実働を始めている

所もあり、厚労省から通知された「検体測定室に関

するガイドライン（以下、ガイドライン）」を遵守

しての運営が強く望まれます。一方、ガイドライン

において、適切な運営のために、検体測定室の指針

が示されており、その中に「業務に従事する者に、

内部研修に留まることなく、関係法令、精度管理、

衛生管理、個人情報等について必要な外部研修を受

講させるものとする」とありますが、現在、公開さ

れた『検体測定室』従事者を対象とした研修会等は

存在しない状況で、関係者の困惑を招いているよう

です。当会の本来の事業とは若干異なるものの、臨

床検査の職能団体として放置はできない状況である

判断し、『検体測定室』の適切な運営を支援するこ

とにより、国民の健康増進に繋げていくという観点

より『検体測定室』従事者研修会を開催することと

しました。 

 会員で『検体測定室』に関与している方があれ

ば、是非ご参加頂きたいと思います。多くの課題が

ある『検体測定室』ですが、正しい知識と技術のも

とに臨床検査技師である私たちが全国各地で正しい

形で展開し、国民に正しい検査結果を提供していく

ことが重要であると考えます。 

 以上、現時点での当ＷＧの活動についてご紹介い

たしました。日臨技では今後も業務認証の拡大を強

く押し進めてまいります。今後、認証範囲が拡大し

た場合は、業務の安心・安全を担保するために追加

講習が必須となってくると思われます。新たに実施

可能となる業務をしっかりと現場に落とし込めるよ

うな、効果的な教育・研修体制を構築していきたい

と考えております。 
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組織強化ワーキンググループ   担当執行理事：上原 昭浩 

市川 千津子（静岡済生会総合病院） 

萩原 三千男（東京医科歯科大学医学部附属病院） 

佐藤 誠二 （札幌医学技術福祉歯科専門学校） 

野島 順三 （山口大学医学部生態情報検査学） 

丸茂 美幸 （日臨技・山梨県立中央病院） 

中井 規隆 （日臨技・中部労災病院） 

山口 浩司 （日臨技・聖隷三方病院） 

土居  修 （日臨技・道後温泉病院） 

上原 昭浩 （日臨技・長野中央病院） 

◆組織強化WGの活動目的 

 ７月26日、第１回組織強化ワーキンググループ

（以下、組織強化WG）が開催されました。 

 ワーキンググループ制は今年度から新たに取り入

れた制度で、日臨技の各委員会が抱える問題点の解

決や調査、計画推進などの実務を担当するもので

す。組織強化WGは総務部門の下に展開する９委員会

３WGと連携し、今年度の総務部門における最重要課

題である「組織基盤強化」の実務を担います。なぜ

今「組織強化」なのか？ 詳細につきましては会報

JAMTVol.20 No.10の「平成26年度 総務関連の重点課

題」の中で説明させていただきましたので、ぜひご

一読いただければと思います。 
 
◆組織強化WGの目標と課題 

 組織強化の目に見える目標のひとつとして、３年

間で「会員数６万人」を掲げました。現在の会員数

の約２割増しになる高い目標になりますが、免許取

得者数から推定される平成24年度の日臨技組織率は

60％に届かない状況であり、決して無理な数字では

ないと想定しています。ただし、より多くの方に会

員になっていただくためには取り組むべき課題も少

なくありません。 

 昨年度、４年ぶりに日臨技組織実態調査ならびに

会員意識調査を実施いたしました。約60％の会員の

方にご回答を頂きましたが、組織強化を進めていく

上で参考となる多くの課題が浮き彫りになりまし

た。 

 全体の傾向としては、日臨技が行う各種研修事業

や認定事業には回答を頂いた半数以上の会員が関心

を持っている一方で、日臨技方針や無料職業紹介事

業、補償制度、共済制度、国際交流事業、診療報酬

改正に関する取り組み等々、主に日臨技の総務・渉

外関連の事業について充分な理解が得られていない 

  

という結果が得られました。これらの結果から、組

織強化のためには、まず日臨技が行っている事業を

より大勢の会員の皆さまに知っていただき、興味を

持っていただくことが第１歩であることが判りまし

た。また、現在非会員の臨床検査技師の皆さまに対

しては、日臨技ならびに都道府県臨床(衛生)検査技

師会が担う役割や入会することのメリットをアピー

ルしていくことが重要です。日臨技への入会促進に

あたっては、単に強制的な入会促進を図るのではな

く、今以上に会員にとって魅力ある技師会活動を提

案・展開し、結果として会員数が増えていたという

ような取り組みができればと考えています。 
 
◆今後の行動計画について 

 少子化が進む中で、優秀な人材を確保し会員数を

伸ばすことは臨床検査技師の将来を見据える中で重

要な課題です。今年度はすでに全国の高校向けに臨

床検査技師の紹介DVDとリーフレットを発送しまし

た。また今年の支部学会から、学会内において臨床

検査技師の教育施設と連携した高校生向け進路ガイ

ダンスの開催を検討しています。親子で参加してい

ただくことでより広い年代層に臨床検査技師を知っ

ていただく良い機会になればと考えています。一

方、学生が進路を決めるキーパーソンは高校の進路

指導者であり、また小中学生のうちに臨床検査に触

れてもらうことも重要であることから、ガイダンス

のターゲットを広げるなど、さらなる対応も検討し

ています。 

 一方、昨年度の臨床検査技師国家試験合格者数は

3,162名でしたが、新入会員数は2,800名と、比較的多

くの卒業生が日臨技に加入していただいたと想定し

ています。より多くの卒業生の会員になっていただ

くためには、学生会員などの導入も検討しつつ、養

成校の学生にとっても魅力ある技師会活動の展開も

模索しています。 

 その他、卒後非会員の加入促進については、最も

ハードルが高く重要な課題と認識しています。子育

て世代の女性、CRC担当者、中小病院勤務者、病院

施設以外での勤務者等々、対象となるグループごと

に加入促進に向けた現状の課題や対策について検討

を行っています。対策案がまとまり次第、順次実行

に移していく予定です。  

 いずれにしましても、日臨技だけで組織強化を進

めることは困難です。会員の皆さまにおかれまして

も組織強化の主旨を是非ご理解いただき、会員拡大

に向けてご協力を賜れば幸いです。 

（編集後記） 
 先日、高校教師をしている息子のところに行ったとき、本人が担任を受け持つ教室を見せてもらった。懐かしい教室のレイアウ

トの後ろには掲示物が貼ってある。その中にこんなものを見つけた。「あ：あいさつ い：一生懸命 う：美しく え：笑顔で 

お：おもいやり か：感謝」と書いてある。まるで小学校のようだと思ったら、自分で考えて子どもたちに伝えているとのこと。

親として大切に伝えてきたことを今度は息子が教え子に伝える。いつになっても、いくつになっても大切なことはそんなに複雑で

はなく身近なもの。しかし息子の部屋へ行ってあらためて感じた。言うは易しするは難し…うっ…         【中井】           


