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横地常広 

P1 平成28年度定時総会で全議案が承認されました 

P2～P4 新役員としての抱負 

P4 平成28年度日臨技特別セミナー「人と組織の活性化をどう構築するか」開催報告 

P5 シリーズ業務拡大への取り組み 第３回病棟業務の取り組み４ 

P6 JAMT技術教本シリーズ 呼吸機能検査技術教本発刊！/平成28年度診療報酬改定について（4） 
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平成28年６月18日開催の平成28年度定時総会は、出席正会員31,621名（有効正会員数56,241名、定足数28,121

名、出席率56.2％）で成立するとともに、各号議案の説明と採決の結果、全議案が賛成多数で承認可決されま

した。出席者の内訳は以下の通りです。出席・委任を含む受領数の内訳は、電磁的方法が69.2％、書面方式が

30.8％となり、電磁的方法の定着がうかがえるものの、残念ながら本年1月の臨時総会に比べると全体に出席

率は減少する結果となりました。 

総会終了後に行われた平成28・29年度新役員で構成される理事会では、代表理事に宮島喜文氏、長沢光章氏、

椙山広美氏の3名が選任され、会長候補当選者である宮島喜文氏が会長となり、残る代表理事2名が副会長とな

ることもあわせて承認されました。また、代表理事以外に８名の執行理事が選任され、そのうち、横地常広氏

を専務理事、丸田秀夫氏を常務理事とする案も承認されました。そのほかの執行理事としては、続任となる深

澤恵治氏を除き、西浦明彦氏、千葉正志氏、池澤 剛氏、片山博徳氏、滝野寿氏の５名が新任であり、フレッ

シュな体制となりました。常勤役員には、宮島会長と横地専務理事が指名されました。 

 

なお、本理事会では、代表理事会長の宮島喜文氏から、平成28年６月22日から7月10日までの間、自らの参議

院選挙立候補により選挙期間内の会務を担当できないことを理由に常勤役員の休職届が提出され受理したこと

が横地専務理事より報告されました。代行順位によりその期間内は代表理事長沢副会長が務めることとなりま

す。 

 

その後、本年度第３回執行理事会が開催され、新体制のもとで必要な議案が審議されました。また、執行理事

会閉会後には前執行理事との引継ぎが行われました。 

次ページに、新役員の抱負をご紹介いたします。 

選任された理事によるご挨拶（定時総会場で） 

合計 有効電磁/書面表決者 当日有効出席者 当日有効委任者 

31,621 31,269 71 281 

合計に占める比率 98.9％ 0.2％ 0.9％ 
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代表理事 会長 宮島 喜文 代表理事 副会長 長沢 光章 代表理事 副会長 椙山 広美 

 会長３期目となり、今後の

2025年問題、さらには2035年問

題を見据え、当会として多難な

時期に最大の成果をあげるべく

努力してまいります。 

 当面の国政選挙では、私自身

が重大な決断をして臨むことと

なりました。 

 また、秋には第32回世界医学

検査学会が予定され、目下、学

会委員を中心にさまざまな準備

がなされ、登録一般演題も600を

超えるなど、盛会となるよう

願っています。 

 この４月には熊本地震が発生

し、当会として被災地でかつて

ない取り組みを展開しました。 

 

 国民の健康に欠かせない存在

としての臨床検査技師の存在を

内外に強く訴え、私たちの未来

を切り拓いてまいりたいと考え

ております。 

 

 会員の皆様にも当会の事業に

ついてご理解を賜り、引き続き

ご協力をいただきたく心よりお

願い申し上げます。 

 

 

 

（寄稿：６月18日） 

 本年１月の臨時総会での定款

変更（代表理事の増員）によ

り、３月末から３か月間の代表

理事（副会長）でしたが、引き

続き、副会長に選任されまし

た。 

 平成24年から理事、そして国

際担当の特命執行理事として、

神戸で開催する第32回世界医学

検査(IFBLS)学会の運営準備、米

国短期留学の試行、韓国(KAMT)

や台湾(TAMT)との国際交流など

を積極的に推進してきました。 

 今後、IFBLS学会の開催はもと

より、宮島喜文会長がこの４年

間の目標に掲げ実践してきまし

た様々な取組みに対する検証と

更なる推進を行っていきます。 

 特に、学術部門では卒前・卒

後教育研修制度の再構築、学術

組織の活性化および支部と都道

府県技師会との連携と役割の明

確化などについて、日臨技微生

物検査研究班長や宮城県臨床検

査技師会長など25年以上にわた

る技師会活動の経験と様々な機

会で得た全国ネットワークを活

かして積極的に取組んでいく所

存です。 

 皆様には、ご理解、ご支援お

よび積極的なご参画をどうぞ宜

しくお願いいたします。 

 今期より副会長という大任を

仰せつかり、責任の重さを感じ

過去の日臨技理事４年という経

験でこの大役が務まるのだろう

かと不安でいっぱいですが、宮

島会長のもと長沢副会長、横地

専務理事そして理事の皆様のお

力を借りて会の発展と全国の会

員のために２年間頑張ろうと思

います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

 担当については、事業計画に

あります｢組織の活性化｣に関す

る事業が中心となります。 

いろいろな角度から人材育成に

取り組むことになります。そし

て、女性会員が７割を超す中

で、当会においても、国の目標

である方針等決定過程への女性

の参画の拡大｢2020年30％｣を、

組織強化の一環の中で取り組ん

でいけたらと思います。 

 

今後とも皆様のご支援とご協力

をお願い申し上げます。 

 

※本号では代表理事、執行理事についてご紹介します。理事については今後ご紹介予定です。 
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 日臨技理事３期目、専務理事

（常勤役員）として３期目とな

り、会員にとって身近な事業展開

に努めてまいります。臨床検査を

取り巻く医療環境も、団塊の世代

が75歳を迎える2025年に向けて大

きく変わろうとしています。メ

ディカルスタッフの一員として活

躍できる土壌を整え、種を蒔き、

芽生えさせなくてはいけません。

広く会員に情報提供し、会員一人

一人に問題意識を持っていただけるように努めます。平

成28・29年度は、総務部門を担当することとなり、近々

の課題である「組織強化」に積極的に取り組んでまいり

ます。日臨技の事業展開は、都道府県技師会のご理解と

ご協力なくして実を結ぶことはありません。日臨技支

部、都道府県技師会との連携を軸に進めてまいりますの

で、今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。 

専務理事 

横地 常広 

 新執行体制のもと、理事４期目

を迎えます長崎県の丸田秀夫でご

ざいます。これまで地区（支部）

関連、学術、渉外部門職能教育等

の会務を担当し、今期は渉外部門

の法令・法規を担当することにな

りました。担当いたします法令・

法規の業務は、今後の臨床検査の

在り方を左右するといっても過言

ではない、重要な課題を取り扱う

部門であり、責任の大きさを感じ

ております。今期は2025年のあるべき姿へ向けての制度

設計の最終段階である、平成30年（2018年）の医療報酬

と介護報酬のダブル改定を控え、きわめて重要な期間と

認識しております。地域包括ケアシステムの構築、病院

機能再編、地域医療構想等々、医療・介護提供体制の変

革の中で臨床検査技師の活躍の場が拡大できるように、

微力ではありますが、会務を遂行してまいりたいと考え

ております。皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいた

します。 

常務理事 

丸田 秀夫 

 今期で２期目となります。執行

理事と言う大任を仰せつかり、思

いも新たにそして緊張感を持って

会務に取り組んで参りたいと存じま

す。さて、１期目は渉外部門の一員

として臨床検査技師による病棟業務

検証委員会や認定認知症領域検査技

師制度に携わってきました。今期も

渉外、特に政策調査部門を担当させ

て頂きます。これからの10年後、20

年後の医療情勢や、未来の臨床検査技師の姿を模索し構

築するための様々な事業を展開して参ります。もちろ

ん、その先は国民の利益になるような日臨技の組織作り

を目指します。「課題は大きければ大きいほど動かな

い。ただ最初の１ミリが動けば後はどんな大きな岩でも

転がっていく」（山本良一：経営者）と言われていま

す。臨床検査技師の未来を拓く事業はとてつもなく大き

な課題です。会員の皆様と一緒に最初の１ミリを動かし

て行きましょう！よろしくご指導ご協力をお願いいたし

ます。 

執行理事 

深澤 恵治 

 今年度より執行理事を拝命いたしま

した西浦明彦と申します。大役を仰せ

つかり身の締まる思いで恐縮してい

ます。微力ではありますがどうぞよ

ろしくお願いいたします。３期目に

なります。認定制度事業を担当する

ことになりました。この４年間は学

術関係（学会、精度管理、標準化事

業等）の仕事をしてまいりました。

今まで勉強させていただいたことを

基本に、より一層今前向きにわかり

やすく進めて行きたいと考えます。そのためにも、自分

の選ぶべき正しい道を見失うことなく明確なビジョンと

目標もって頑張って行こうと思っています。何処まで出

来るかわかりませんが、ひとり一人の皆さまの意見を聴

き、お力をお借りし何事にも自分の持てる能力を注ぎこ

み答えあるもの、そして笑顔のある会を目指していきた

いと考えます。 

執行理事 

西浦 明彦 

 新しい執行部のもと今期より総務

（広報・情報管理）、教育研修（学

術、生涯教育）を分担執行させていた

だきます片山博徳（かたやま ひろの

り）です。 

 広報・情報につきましては皆様に正

確で必要な情報を迅速にお届けできる

ような運営を目指し、更に生涯教育の

１つであるe-ラーンニングを発展させ

て研修会へ参加することの他にも皆様

のスキルアップに役立てるようなシス

テム環境の整備も大切であると考えております。 

 また、現在は国際WGの委員として本年の８月に神戸で

開催されます第32回世界検査医学会（The 32nd World 

Congress of the International Federation of Biomed-

ical Laboratory Science）に向けて準備を進めおり、こ

の経験を今後の国際交流活動に役立てまいります。日臨

技の発展のため精一杯尽くしてまいりますのでどうぞみ

なさまのご指導とご支援をいただけますようにお願い申

し上げます。 

執行理事 

片山 博徳 

 この度、初めて日臨技理事となり

ます。首都圏支部長ならびに執行理

事として職能開発分野を担当致しま

す。初めての経験ではありますが、

これまでの長期間にわたる業務で得

た経験と知識をもって、会員が必要

とする事を的確に見極める事に努力

して参ります。 

 さらに、臨床検査分野が進むべき

方向性を共に考え情報を共有し、検

査技師の職務内容の進歩ならびに臨床検査の社会的認知

に向けて努力していきたいと考えています。 

 このことを円滑に進めるには会員諸氏の協力は不可欠

であります。 

 どうか、私どもに力を貸して下さること、共に歩んで

いくことお願いする次第であります。 

執行理事 

千葉 正志 



 ６月４日、５日の２日間、日臨技会館において、「人

と組織の活性化をどう構築するか―特に女性技師のライ

フサイクルを含めたキャリアアップ構築について―」の

テーマのもと、日臨技特別セミナーを開催いたしまし

た。 

 日本は、少子高齢化時代を迎え、社会での女性の活躍

が期待されています。日臨技においても、会員の約70％

が女性であり、今後の技師会活動や、検査技師の地位向

上を考えるうえで、女性のスキルアップ、キャリアアッ

プは避けては通れない問題です。 

 一方女性には、結婚、出産、育児、介護といった、あ

る意味人生を左右する大きな節目や時間があります。ま

た女性の職場には、育児休暇、介護休暇・休業といった

人的な問題から、モチベーション向上や、パワーハラス

メント、マタニティーハラスメント、セクシャルハラス

メント等も含め、様々な問題が生じています。しかしこ

れらは、女性のみで解決できる問題ではなく、年代を超

え、男女の性別を超えて考えていかなければならないと

考え、今回のセミナーを開催いたしました。 

 当初、50名を目標に募集を始めましたが、最終的に27

名の参加となりました。昨年、女性管理職育成セミナー

に参加した会員から、「有益だったから参加しておい

で」と言われ、初めて参加した若い世代、昨年に引き続

き２回目の参加者、男性管理職の立場から参加された

方、等々目標数には達しないものの、様々な背景、目的

をもった参加者となり、当日のディスカッションも、さ

らには夜の懇親会も、大いに盛り上がりました。 

 最初に、厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政

策課課長補佐 岸田京

子氏による、『「女性

が活躍できるる環境の

ために」個人として組

織としてどう取り組む

か～女性活躍推進法の

施行と男女雇用機会均

等法と育児介護休業法

の改正を受けて～』、

次いで、日産自動車

ディベロップメントオ 

 この度、はじめて理事に選出され、

しかも執行理事という大役を仰せ付か

り、緊張と不安の日々を過ごしていま

す。一年生理事ではありますが財政企

画を担当する総務部門の一員として、

しっかり勉強させて頂きます。 

 また、既成概念にとらわれる事無

く、真っさらな視点と常に疑問符を持

つ事忘れずに望みたいと思います。そ

して、１日でも早く日臨技の事業運営

に慣れるよう、頑張っていく所存で

す。ご指導ご鞭撻のほどお願い致します。 

執行理事 

池澤 剛 
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 新しく執行理事を拝命いたしま

した滝野です。精度保証と認定制

度事業を担当します。 

 臨床検査技師の社会的地位向上

のために、私は日臨技生涯教育制

度を活用し、会員が専門的技能・

知識をさらに磨いて、臨床検査技

師の資質が高まるよう、会員の意

識を高めるよう努めます。   

執行理事 

滝野 寿 

講義の様子 

フィス室長 小林千恵氏による「ダイバーシティーは競

争力争力の源泉～日産自動車の取り組み～」と２名の方

からご講演していただきました。日産自動車という企業

の中で働く女性のお話は、日臨技にとっても初めてのこ

とでしたが、ご自身の経験に基づく企業でのダイバーシ

ティー展開についての講演は、大変インパクトのあるも

のでした。 

 グループディスカッションでは、10年後の医療現場を

想像し、検査技師はどうしていくべきか。女性検査技師

活躍の阻害要因は何か。といった問題をK-J法で分析

し、ここから、特に女性技師活躍に必要なことは何かを

考え、さらには日臨技への提言に持っていく形で２日ま

でグループ討論、発表、全体討議へと進めていきまし

た。 

 終了後のアンケートでは、講演、グループディスカッ

ションともに有益であり、刺激を受けたこと、ここで得

た経験を仕事に生かしていきたいこと、27名が刺激しあ

い、繋がりが持てたこと、等の感想が多く聞かれまし

た。また、このような研修にまた参加したい、あるい

は、職場の後輩に参加するように勧めたい、といった意

見も非常に多く聞かれました。 

 今回の研修を経験してからの自身の活動や、抱えてい

る問題点、日臨技への提言等、「セミナーを終えてか

ら」を主眼にした医学検査学会でのセッションがもてな

いだろうか、と模索しているところです。来年５月に千

葉県担当で開催される医学検査学会にそんなセッション

が生れていることを期待しています。 
 

担当執行理事 丸茂 美幸 
 

※このグループディスカッションの内容は次号以降でご紹介します 

グループディスカッ

ションでは活発な意

見交換が行われた 
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病棟業務導入の取り組みを開始した施設や既に実践している施設の事例を収集し、導入までの経過、実際の運用などについ

てシリーズで紹介します。 

 第４回目は臨床検査技師の検体採取行為が可能となったことより、検体採取等に関する厚生労働省指定講習会を修了したの

ち、業務拡大として検体採取を病棟で展開した事例です。特に皮膚採取について詳細を紹介します。 

事務局政策調査課 板橋 匠美 

第３回 

 各分野の職域拡大に関する日臨技の取り組みをシリーズでご紹介します。 

■  病棟業務の取り組み４ 

【施設名】 

 医療法人恵会 光風台病院 
 

【病院概要】 
 診療科：内科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、放射線

科、リハビリテーション科、小児科（発達外来の

み）、歯科 

 病床数：150床の慢性期病院 

一般病棟46床、療養病棟（医療）50床、障害者施設等

一般病棟54床 

 １日平均外来患者数：約50名，歯科：１日平均12名 
 

【検査部概要】 
 検査科は２名在籍、各々、超音波検査士、認定一般検査技師 

を取得しています。 

平成24年８月より検体検査業務拡大を構想し、平成25年10月電

解質やCRP、血糖、HbA1cの専用機器の更新時期が重なったのを期

に、本格的に生化学自動分析装置を導入し、平成26年２月検体検査

管理加算（Ⅱ）も取得しました。１日の検査件数は20～50件と他院

に比べると少ないですが、感染対策推進委員として側面もあり、院

内感染対策や各種委員会へも参入しながら積極的に活動していま

す。 

◆検体検査： BM6010＋ A1c（生化学検査），AQT90FELX（NT-pro 

BNP，ﾄﾛﾎﾟﾆﾝI),ABL80FELX（血液ガス），NX-450（血液検査，網状

赤血球），尿定性・沈渣，便中ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ・ﾄﾗﾝｽﾌｪﾘﾝ，穿刺液検査，

血液型（ABO式・Rh式），不規則抗体ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ，交差適合試験，真

菌検査，微生物検査（ｸﾞﾗﾑ染色），各種迅速検査：H-FABP，HBs抗

原，HCV抗体，TP抗体, ﾉﾛｳｲﾙｽ抗原，ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ抗原，RSV抗原,  ｸﾛｽ

ﾄﾘｼﾞｳﾑ・ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ毒素，ｶﾝｼﾞﾀﾞ抗原，ﾌﾟﾛｶﾙｼﾄﾆﾝ，尿中NMP22 

◆生理検査：心電図，超音波検査，聴力検査，呼吸機能検査 

◆各種委員会：臨床検査運営委員会，感染対策委員会，看護部感染

委員会，医療安全管理委員会，医薬品安全管理委員会，医療機器管

理委員会，褥瘡委員会，病棟業務軽減検討委員会（仮） 
 

【実践している取組み】 
◆病棟患者の心電図依頼時には、病室へ出向き検査しています。  

◆インフルエンザ抗原やノロウイルス検査での鼻腔内や直腸便採取

は、病室内で実施しています。 

◆皮膚科診療日が週１回の為、発赤やびらん・水庖等、皮膚病変が

ある場合には、病変部の皮膚を採取し鏡検、真菌の有無を報告して

います。 

◆特殊採血管での採血時には、病棟へ出向き採血時の注意事項を予

め指導する。それでも採血時に不安がある場合には、採血の補助を

行っています。 
 

【導入までの経緯と実際の運用】 
 病棟患者の心電図検査は、寝たきり患者の多い当院ならではの

対応で、開院当初より実施しており、患者とのコミュニケーション

はとても重要でした。また平成13年頃には、院内で疥癬患者が発生

し、対応策に追われた苦い経験があります。週１回だけの皮膚科回

診では間に合わず、皮膚科医に同行させてもらい、どのような皮膚

病変が疥癬を疑うのか、鏡検時には疥癬の虫体や卵だけでなく、背

景にみえる虫体の残骸や糞も注意深く観察することをご指導頂き、

鏡検時の見落としもなくなりました。また、過去の医学検査から疥

癬に詳しい他県の検査技師に連絡を取り、当院に講師としてお招き

し、講演や病棟では疥癬疑い患者の皮膚を一緒に診て注意点をレク

チャーして頂きました。指導後

は、病棟スタッフと協力体制を

強化、入浴時やオムツ交換時に

皮膚観察を注意してもらい、患

者や職員で疥癬が疑われる全て

の症例を、検査技師が再度病変

部を確認し、必要に応じて皮膚

を採取し鏡検したことで早期発

見・早期治療に繋がり、疥癬患

者が増えることなく終息出来ま

した。皮膚科領域での検体採取

は、患者と直接向き合い、かつ侵襲性の高い業務である為、検者と

して患者に安心感を与えながら、的確な判断が要求される業務であ

ることを再認識した時期でした。 

 感染対策の一環として、平成17年にはインフルエンザウイルス

キットを導入し鼻腔内の検体採取にも取組みました。当院の入院患

者は、高齢で寝たきりが多く、検体採取時には感染防止の為、マス

クを着用して頂き、顎を少し上げ横向きの状態で鼻腔に綿棒を挿入

し、鼻汁を採取しています。クロストリジウム・ディフィシルやノ

ロウイルス等、下痢便での検査依頼時には、オムツの有無を確認

し、オムツ使用者であれば、オムツ交換時に直接検査技師が検体採

取に病室に出向くようにしています。平成25年からは、ノロウイル

スは直腸便採取が可能となり、依頼時には迅速に病室での検体採取

を行います。 
 

【実践後の課題あるいは他職種からの取り組みへの評価】 

◆真菌検査依頼で『陰部』が指示された場合、患者のプライバシー

に配慮し看護師と同行しています。依頼患者のほとんどは、オムツ

使用者で、おむつかぶれによる皮膚の炎症も多く、観察を十分行い

おむつかぶれが示唆される場合には、むやみに検体採取を行わず、

病変部の状態だけを直接主治医に報告する場合もあります。看護師

には、オムツ交換時には皮膚を伸ばしながら丁寧に清拭を行うよう

指示し、それでも改善がみられない場合には、再検査の依頼をする

ようお願いしています。 

◆下痢便での検体採取は、オムツに吸収されている場合が多く、検

体の提出が遅れ気味であり、提出されたとしても検体量が極端に少

なく検体として使えない場合もあった為、直接、オムツに付着した

下痢便を検査技師が採取することで、適切な検体採取が可能になり

ました。 
 

【実践したことによる課題】 
 ２人体制での勤務時には問題なく対応出来ますが、休暇が重なる

と必然的に１人体制での業務となり、検査全般を実施しながら、病

棟や外来へ出向いての業務は、目まぐるしくインシデントを起こし

やすい状態です。１人体制の時でも変わらぬ業務体制が確保出来る

よう、検査技師が病棟や外来の看護師とも連携を取りながら、お互

いの業務内容を把握し、安全で効率的な業務体制を構築する必要が

あると考えています。 
 

【結語】 
 生理検査と同じように、検体採取時には患者と向き合い検査内

容の説明が必要です。患者がわかりやすく安心して検査を受けても

らえるような伝え方が重要であり、この検査技師に検査をして欲し

いと思ってもらえるような対応を常に心掛けています。 

光風台病院 検査科主任 村中悦子  

看護師と同行し、病室で皮膚を採

取している様子 



（編集後記） 2015年の国勢調査の「１％抽出速報」によれば、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合（高齢化率）は

25.0％で過去最高になったという。4人に１人が「高齢者」であることを示す統計数字であるが、ベビーブーマー（昭和22年から

24年に生まれた世代）の２期生（昭和23年生まれ）が65歳に達したことによるとされている。「2025年問題」と呼ばれる社会保障

制度を揺るがす高齢化社会の到来が超リアルに迫ってきています。医療も介護も大きな変換が求められる現在、臨床検査技師はど

のように関われるのでしょうか？関わるべきなのでしょうか？未来は今作られようとしています。                【横地】              
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JAMT技術教本シリーズ  

呼吸機能検査技術教本発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！   

編集部会  

委員長 

鈴木 敦 

★呼吸機能検査をさまざまな視点からわ

かりやすく、かつ幅広く解説した１冊! 

★豆知識や『一歩先行くための情報』を提

供するQ&Aなども豊富! 

日臨技ホームページもご参照ください 
http://www.jamt.or.jp/books/ 

本書の内容と特徴について  

本書は、患者さんの協力が不可欠であるという特徴

をもつ呼吸機能検査を、正確に実施するための知識を

余すことなく解説しています。 

 基礎となる呼吸生理や機器の原理などに始まり、実

際に検査を行ううえでの留意点、患者心理への配慮、

エマージェンシー対応や画像検査まで幅広い内容を盛

り込み、これまでにない呼吸機能検査の教本になって

います。学生を含む初任者でも理解できるようにイラ

ストや図を多く盛り込むと同時に、現場で活躍するう

えで必須となる知識もしっかり吸収できるよう配慮し

た構成で、呼吸機能検査に携わる機会のあるすべての

検査技師にお役立ていただけます。  

※日臨技 事務局での直販はしておりませんのでご注意ください。 

 在宅医療は今後の医療の大きな現場のひとつとなります。今回の改定では、「医師の指示に基づき、在宅医

療において看護師等が医師の診療日以外に行った検体採取や、使用した特定保険医療材料、薬剤に関する診療

報酬上の取扱いを明確にする。」として「検体検査については、検査を指示・実施する保険医療機関におい

て、検体検査実施料を算定できることとする。」と明記されました。           （政策調査課） 

  


