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深澤恵治 
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P1～P2  臨床検査技師教育の見直し(答申概要） 

P3～P4 The 33rd World Congress of the International Federation of Biomedical Laboratory Science  

第33回世界医学検査学会参加報告② 

P5 日臨技支部医学検査学会開催報告（1）【九州支部】 

P6 平成30年度 認定一般検査技師資格更新研修会報告 

 今号では前号に掲載しました臨床検査技師教育検討委員会 委員長 棟方伸一氏より提出された『臨床検査技師

教育見直しについて(答申書) 』の詳細について掲載いたします。 

 

臨床検査技師教育制度の見直しについては、会長の諮問機関である「臨床検査技師教育検討委員会」の答申、

会長の私的勉強会の「未来の臨床検査技師教育を考える有志の会」の提言、その他、有識者等の意見を聞き、既

に見直し等がなされている他の医療技術者の状況を踏まえ、将来を見据えた時代に即した臨床検査技師教育とし

ての見直しを行い、日本臨床検査学教育協議会との協議を経て、一本化した見直し案を厚生労働省に提出するこ

ととしている。 

（専務理事 深澤 恵治） 

臨床検査技師の受験資格制度並びに 

教育内容の見直しの概要 
 

１ 臨床検査技師教育 の４年制化(大学教育)について 

臨床検査技師養成校３年制から４年制の大学に移

行しているが、これは、医療の高度化、検査技術が向

上していること等から、それに伴い教育研究の高度

化、研究活動の充実を図るためにも当然のことと考え

る。当会としては４年制の大学移行後においても臨検

法第２条に基づく、文部科学大臣の指定校となること

で、臨床検査技師教育の質を担保すべきと考える。 
 

２ 承認科目校に係るもの 

臨床検査技師学校養成所指定規則並びに指導ガイ

ドラインが適用されないため、厚生労働省告示におい

て取得すべき科目のみの承認であることから、科目の

取得単位、単位当りの時間の明記がなく、授業時間、

内容、教員の資質等については、大学の裁量に任され

ているのが現状である。臨床検査技師教育の質を担保

するためには、履修科目、単位数などを指定校並と

し、教育の一本化を目指すべきと考える。 
 

３ 指定校に係るもの 

(1)総単位数の見直し 

 医療の高度化、検査技術の向上、高齢化の進展

に伴う医療需要の増大や、地域包括ケアシステム

等、臨床検査技師を取り巻く環境の変化への対

応、総合臨床実習の拡充などによる質の高い臨床

検査技師を育成するため、総単位数を下記のとお

り見直す。 

・臨床検査技師 

 95単位以上から102単位以上へ引き上げ 

【カリキュラムの主な見直し内容】 

・基礎分野（単位変更なし：14単位⇒14単位）に「人

間と生活・社会の理解」を追加すること。 

・専門基礎分野・専門分野の単位数および科目名称を

変更すること。 

・専門基礎分野の単位数を21単位から23単位に変更す

ること。 

特に高度化する医療ニーズに対応した検査情報

の提供を実践するため、基礎検査概論、基礎検査

学演習、臨床栄養概論、臨床薬理概論、認知症検

査概論、臨床病棟検査概論、救命救急検査概論及

び業務管理概論の基礎を含め学習し、疾病の成因

を系統的に把握、理解するために「臨床検査の基

礎とその疾病との関連」を５単位から８単位に増

やす。 

・今日の医療の先進・高度化による遺伝子検査・染色

体検査技術の充実及び「ゲノム検査学」２単位を

導入する。 

・総合臨床実習分野の拡充  

 ７単位から総合臨床実習として10単位等 

  特に高度化する医療ニーズに対応した臨床検査を

提供するため、臨床の場（病棟、救急等）での業

務や、施設内のチーム（栄養サポートチーム、糖

尿病療養指導チーム等）の理解が求められてお

り、また、医療チームのー員としての責任と自覚

を養うこれらを修得するために２単位以上行うこ

ととする。 

・総合臨床実習分野の科目で「総合臨床実習前の評価

及び総合臨床実習後の評価」を必修とする。 

  なお、「総合臨床実習前の評価及び総合臨床実習

後の評価」については、厚生労働省において定め

る合格基準に準じること等。 
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(2)専任教員の要件 

 医師等である専任教員のうち少なくとも３人

は、免許を受けた後５年以上、法第２条に規定

する業務を業として行った臨床検査技師であ

り、厚生労働大臣の指定する専任教員養成講習

会等を修了した者とする。ただし、学校教育法

（昭和22年法律第26号）に基づく大学及び大学

院（短期大学を除く）で４単位以上の教育に関

する科目を履修して卒業し、臨床検査技師とし

て５年以上、法２条に規定する業務に従事した

者は専任教員になることができる。 
 
 

(3) 総合臨床実習の在り方 

 医療の高度化、検査機器・検査技術の向上に伴

い、教育内容と教育目標並びに教育上必要な機械

器具、標本及び模型の見直し並びに質の高い臨床

検査技師を育成のためには、総合臨床実習の施設

の見直し等を図る。 
 

  １）総合臨床実習の１単位の時間数の見直し 

総合臨床実習時間外での学修を考慮し、総合

臨床実習の１単位の時間数を、「１単位を40時

間以上の実習をもって構成することとし、実習

時間外に行う学修等がある場合には、その時間

数を含め45時間以内」に見直す。 

２）総合臨床実習指導者要件の見直し 

総合臨床実習指導者は (中略) ５年以上の実

務経験、業績を有し、十分な指導能力を有する

者で、かつ、厚生労働省が指定した「総合臨床

実習指導者講習会」等を修了したものとする。 

３) 総合臨床実習調整者の配置 

総合臨床実習の質の向上を図るため、養成施

設は臨床実習体の計画の作成、実習施設との調

整、総合臨床実習の進捗管理等を行うもの(実習

調整者)として、専任教員から１名以上を配置す

ること。 
 

４ その他 

(1) 総合臨床実習において学生が実施できる行為 

 総合臨床実習において実習生が行うことができる

行為については、あらかじめ患者に同意を得た上

で、総合臨床実習指導者の指導・監督の下、事前

に養成施設と臨床施設において、心身に侵襲性が

それほど高くないと判断した行為について行うこ

とができる。  

  なお、上記行為を行う場合は、総合臨床実習に向

かう前に、総合臨床実習に必要な基礎知識と手技

に加え、接遇・態度を含めた総合的な総合演習を

各校で実施し、総合臨床実習に必要な基礎知識と

基礎技術を総復習する必要がある。  

臨床検査技師国家試験受験資格 （図） 
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第33回世界医学検査学会参加報告② 

参加した学生の集合写真  

前号に引き続き、今号では学生フォーラムの報告とポスター賞を受賞されたお二人の感想をご紹介します。 

松本沙彩 （静岡医療科学専門大学校） 

 １日目は９時から集ま

り、学生同士で自己紹介を

行いました。アラン先生か

らstudent forumについて説明

をして頂きましたが、ネイ

ティブな英語を聞き取るこ

とができず不安な気持ちに

なりました。Work Shopでは

私は臨床検査技師の認知度

上昇のためSNSを活用したい

と考えていましたが、どこの国も臨床検査技師は認知度が

低く、他の国の方もSNSを利用したらいいのではないかと

言っていて同じ意見だと思いました。しかし、意見を積極

的に発言する周りに圧倒されて自分の意見を言うことがで

きず悔しい思いをしました。 

 ２日目のテーマは「Communicating our Profession」で、各

国それぞれの教育のカリキュラムや名称の違いなどについ

てディスカッションしました。意見を言い合う周りについ

ていけず苦労しましたが、個々で話している時は自ら話し

かけ、自分の国の臨床検査技師について話すことができま

した。 

 ３日目のテーマは「Communicating Across the Genera-

tions」で生まれた年によってTraditionalists、Baby Boom-

ers、X、Y、Zと分けそれぞれの特徴などスライドで説明し

アラン先生（中央）と日本代表学生

（左:筆者、右:三島さん）  

国際WG委員 坂本 秀生（神戸常盤大学） 

 IFBLS2018での学生フォーラムはイタリア、台湾、カナ

ダ、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノル

ウェー、日本の8ケ国から18名の参加があり、テーマを 

「Leadership and Communication」とし、ほぼ全てが学生同

士のディカッションで開催されました。  

 IFBLSの開会式は９月22日15時半からでしたが、学生

フォーラムは同日の９時から担当者のアラン先生より

IFBLSの概要及び学生フォーラムの進め方についての説

明で始まりました。次いでテーマである「Leadership and 

Communication」の理解を深めるため、各国代表者のみで

開催するChief Delegates会議及びWork Shopへ学生も参加

させて頂きました。昼休みにはさっそく学生同士が中庭

に自発的に集まり、なかなか良い雰囲気で始まったこと

が印象的です。その後は再度会場に集合し、自己紹介後

に開会式へ参加し、正式に第33回IFBLSの始まりです。  

 大会２、３、４日目にも２-３時間ずつ学生フォーラ

ムがあり、作成するビデオのためディスカッションを深

めましたが、学生フォーラムはほとんどがフリーディ

カッションのため、英語ノンネィティブの日本人にはか

なり辛いものでした。あまりに話しが飛躍し、学生が

「何が話題かわかりません」とこぼしたのですが、「私

にもわからない」と学生へ正直に伝えてしまうほど展開

て頂きました。グループに分かれ話し合う場面がありまし

たが、時間も少なくうまく相手に伝えることができません

でした。もっと自分の意見を英語で伝えられるようになり

たいと思いました。最後に６つの質問が出され、それにつ

いて翌日話すので自分の意見を言えるよう坂本先生と三島

さんと協力してまとめました。 

 ４日目は前日の６つの質問についてどのように思ってい

るかそれぞれ話しました。事前にまとめていたため、発言

をすることができました。時間をかけて考えて良かったで

す。今までディスカッションした内容をもとに閉会式で流

す動画の作成もしました。英語でのセリフに不安もありま

したが、学生に話かけ文章を読んでもらったり、私の発音

の確認をしてもらったりしました。動画の１番手だったた

め緊張してスラスラ話すことはできませんでしたが、暗記

して話せたので良かったです。５日閉会式では、作成した

動画を流しとても良い評価をして頂きました。最後には学

生同士ハグをし、終わったことを実感しました。 

 この学生フォーラムに参加し、各国の臨床検査技師の現

状や組織の仕組みなど日本にいるだけでは知ることのでき

なかったことがわかりました。言葉が通じないことの厳し

さはありましたが、同じ臨床検査技師を目指す学生として

話しをすることができ、とてもいい経験ができました。ぜ

ひこれからも学生フォーラムへ参加し国際的な交流をする

べきだと思いました。この経験をこれからの糧にしてい

きます。 

の速さ！さすがにファシリテーターもこれではまずいと

感じられたのか、話を元に戻す場面が何回かありまし

た。４日目の最後にはビデオ撮影が予定され、自発的に

学生達が事前打ち合わせを行うなど自然に役割分担がで

き、テーマの「Leadership and Communication」が具現化

された感じでした。  

 最終日には再び一般非公開のChief Delegates会議へ出

席させて頂き、制作したビデオでメッセージの披露。放

映後にスタンディングオベーションで多数の拍手を浴

び、学生達の務めが無事に終了した瞬間でした。閉会式

後、ハグしながら別れを告げる学生達を見ると、悩みな

がら苦労した国際学生フォーラムが今年も無事に終わっ

たことを実感しました。  

休憩時間に情報交換する 

参加学生  
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三島 茉那美（神戸常盤大学） 

今回、IFBLSの学生フォーラムに参加したことで、今後

臨床検査技師としてやりたいことが明確になり、また、内

向的な性格の中に外交的な側面もあることに気づき新しい

自分を感じることができました。 

初日は学生フォーラムの顔合わせ兼自己紹介以外にも

Work Shopに参加させていただき、日本と臨床検査技師の

制度が異なる様々な国のメンバーの意見は、価値観の相違

が激しくとても新鮮に思えました。その後Opening Ceremo-

nyで各国の国旗が並べられ、いよいよ明日から始まるのだ

と胸が高鳴りました。 

 ２日目からは早速学

生同士でのディスカッ

ションが始まりまし

た。最初は所々聞き取

れていましたが、皆が

一斉に話すため、徐々

に全てを理解すること

ができなくなり、自分

の意見を発するタイミ

ングも勇気も失ってしまいました。人生でこの日ほど、悔

しい思いをしたことはありません。この日の夜には、３日

目に向けて少しでも英語で会話ができるよう準備をして就

寝しました。 

 ３日目は「Five Generations in the Workplace」というテー

マの講演を聞き、BLSとして世代の異なる、また同世代の

人々とどう付き合っていくべきかを考える内容で今の自分

と重なることもあり、内面と向き合い洞察力を深める良い

時間となりました。その後、学生フォーラムのメインとな

るショートビデオ作成のため皆で話し合っている最中に、

思い切って話に加わってみました。すると周りの学生たち

は私の言ったことを理解しようと努めてくれ、分かりやす

く話をしてくれました。考えるよりもまず行動することが

大切なのだと改めて学

びました。  

 ４日目は前日坂本先

生に協力して頂き、自

分たちの意見を英語で

まとめ準備をして臨ん

だ甲斐もあり、円滑に

話すことができ、周り

の学生も耳を傾けてく

れました。私はこの時やっとこのディスカッションに参加

できたと実感しました。ビデオ作成終了後、イタリアの学

生に現地を案内して頂き、慣れないながらも英語でコミュ

ニケーションを図れるようになりました。初日よりはうま

く自分の気持ちを伝えることができ、少し嬉しかったで

す。 

 最終日の本来非公開のGADで完成したショートビデオを

披露しました。会場中に拍手が広がり、安堵感でいっぱい

でした。 

 初めての海外での生活、慣れない言語に触れ克服しよう

と一心不乱に取り組んだ５日間でした。自分の考えが相手

になかなか伝わらないもどかしさ、一方で上手く伝えられ

た時の喜び、そして学生たちの優しさを感じた瞬間の嬉し

さ等、毎日を刺激的に様々な感情を体験しながらあっとい

う間に過ぎました。 

 私はこの貴重な経験を生かし、国際感覚を身に着けた臨

床検査技師になるため、大学院へ進学し研究に励むのはも

ちろんのこと、語学力を高めることを一番に考えていま

す。いつか臨床検査技師としてIFBLSに参加し、たくさん

の国の方々と対話による信頼関係を築いていきたいです。

そして、そこで得たものを日本で生かしていきたいです。

今回このような機会を与えてくださった皆様に少しでも恩

返しができるような臨床検査技師になるため、残りの学生

生活を日々学習に勤しみ努力していきます。 

グループディスカッション時の一コマ  

ショートビデオ作成後の記念写真  

野坂大喜（弘前大学大学院） 

世界医学検査学会は、広く

臨床検査の研究成果を発表す

る場であるとともに、臨床検

査技師の交流の場でもあり、

今年はフィレンツェで開催さ

れました。フィレンツェは中

世より芸術の都として栄え、

街全体が世界遺産として登録

されています。本学会には341演題のエントリーがあ

り、日本からも数多くの発表がありました。発表自体は

Rapid presentationがない分、Duty timeでのディスカッ

ションが中心となりますが、用意していたリーフレット

もすべてなくなるほど多くの方にお立ち寄りいただけま

した。本当に詳細な点まで英語でお伝えできたかは反省

が残るところですが、ポスター賞である米国医学検査学

会賞(ASCLS賞)を頂くことができ、多少なりとも貢献で

きたことに嬉しく思っております。この場をお借りして

本研究にご協力、ご支援くださった皆様に感謝を申し上

げるとともに、次回コペンハーゲンにもぜひ多くの方に

ご発表頂ければと思います。 

蓮沼裕也（桐蔭横浜大学） 

 この度、IFBLS 2018におきまして、

Young Scientist Award (KAMT賞)をいた

だきました。まずは、本研究における

菌株収集に多大なご尽力をいただきま

した（株）保健科学研究所感染症分析

センターの皆様に深く感謝申し上げま

す。また、日頃より研究活動をともに

する本学学生と、この研究に関わってくれた卒業・修了

生に良い報告ができて、非常に嬉しく思います。 

 演題名は”Epidemiological Study Model of The Antimicro-

bial Resistance for One Prefecture in Japan; Extended-

Spectrum -Lactamase Producing Escherichia coli Isolated 

from Less Than 300 Bed Medical Facilities” でした。神戸で

開かれたIFBLS 2016にて口頭発表させていただいたこと

をきっかけに、今回も口頭発表に選出いただきました。

国際学会の発表は、自己研鑽を図り、国際舞台で

Scientistとして研究成果を報告する必要性を気づかせて

くれると、改めて感じました。国内では、耐性菌対策や

2025年問題など課題がたくさんありますが、今後も微力

ながら臨床に貢献できるような研究を続けていきたいと

考えております。 

 少し堅苦しい文章になってしまいましたので最後に、

フィレンツェは非常に綺麗な街で良い時間が過ごせまし

た。おすすめはミケランジェロ広場から見る夜景と、現

地ツアーなどで行けるワインが有名なキャンティ地方で

す。プライベートでまた訪れたい街です。 
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学会長 野中 恵美     

実行委員長 疋田 直    

 本年も日臨技各支部で医学検査学会が開催されています。本号より開催の早い支部から複数回に分けて報告を

掲載いたします。 

 平成30年度日臨技九州支部医学検査学会（第53回）

は、10月６日、７日の両日に大分県別府市の別府国際

コンベンションセンターB-Con PLAZAで開催いたしま

した。２日間の学会参加者は、1008名（会員767名、

申請中１名、非会員10名、賛助会員96名、学生130

名）でした。 

 学会直前には台風25号により九州各地の交通網が遮

断される事態も発生し、沖縄県からの飛行機が運休と

なったり、ＪＲの運転見合わせなど開催に向けての不

安が募りましたが、学会当日の大分の空には、雲の合

間に青空が見え、学会のスタートにふさわしい爽やか

な天気となりました。しかし、九州西部は台風の影響

で電車がストップしたりで、参加者も苦労して会場に

辿り着いたようです。 

 学会は、オープニングのテープカットを合図にス

タートし、９時から５会場に分かれ一般演題の発表が

行われました。初日の特別シンポジウムは、学会テー

マともなっている「多職種との連携、他職種との協

働」で、関連職種の方々の参加もあり情報交換が行わ

れていました。教育講演では臨床検査技師から研究者

の道を究め“スーパー抗体酵素”を発見し数々の賞を

受賞された大分大学の一二三恵美教授にご講演頂きま

した。式典には多くの来賓の方にご列席頂き、その後

の懇親会では、昨年の学会での優秀発表者３名の表彰

が行われました。 

 ２日目は、８時50分から一般演題が始まりメイン会

場では大分県技師会企画の「検査技師から広がる可能

性」をテーマに臨床検査技師の業務を通じ認定資格を

活かした起業やシステム開発に転身、研究者や病理医

に転職された方などがシンポジストとしてお話しして

頂きました。午後からの学生シンポジウムでは４校の

学生が「将来どのような検査技師になりたいか」を述

協（かなう）～多職種との連携 他職種との協働～ 

べ日臨技理事が「これからの臨床検査技師の在り方」

について話されました。「AIが導入されたら私たちの

業務はどのように変わるのか」などが討議されていま

した。また、市民公開プログラムとして一般の方に臨

床検査を理解して頂く機会として肺機能検査などの体

験を企画して行いました。 

 学会の最後のプログラムとなった、一般の方にも聴

講できる文化講演では、九州自然動物園アフリカンサ

ファリで獣医師として活躍されている神田岳委先生に

「どうぶつと共に生きる」と題してお話し頂きまし

た。会場の小学生からは「どうしたら、動物のお医者

さんになれるんですか？」などの質問がありました。 

 同日の学会終了後に、第33回国民文化祭第18回全国

障害者芸術・文化祭おおいた大会の開催と重なり、別

府市を訪問された皇室の異動のため、厳重な警備で学

会場周辺が通行止めとなり、帰路につく参加者にさら

なる足止めとなってしまいましたが、何とか無事にす

べてのプログラムを終了することができました。 

テープカット 

特別シンポジウム 

佐藤元恭支部長（左

端）と昨年度九州支

部学会優秀発表者の

３名 



（編集後記）早いもので今年も、もう11月になりました。今月は14日に世界糖尿病デーが開催されます。世

界糖尿病デーは、世界規模で糖尿病に対する注意を喚起しようと、IDFとWHOによって1991年に開始されまし

た。11月14日は、インスリンを発見したフレデリック・バンティングの誕生日にあたります。言うまでもな

くインスリンの発見により、糖尿病治療は飛躍的な進歩をとげました。地元大阪では通天閣、天保山大観覧

車、大阪城で日没からブルーにライトアップされます。皆様も全国各地でイベントを行いますので是非、ご

参加ください。                                     （竹浦） 
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 小橋 亜矢 （高知赤十字病院） 

 今回の研修会は資格更新の研修会ということもあって

か、eラーニングについて、海外の便潜血検査の現状、

JCCLS-GP1-P4の改訂について、これからの認定技師に求

められることなど、検査や技術・症例といった普段参加

している研修会とは異なる内容でした。 

 なかでも油野先生の講演で「ホームにマスクをした男

が立っています。その男に向かって、険しい表情をした

男が走ってきました。なぜ、その男は走ってきたので

しょう？」というスライドではいろいろな事を考える機

会になりました。私は「ホーム」を電車のホームと思い

ました。しかし、解答は“男は点をとるために野球の

ホームベースに走ってきた”というものでした。このよ

うに人によって単語や言葉の捉え方に違いがあり、これ

を日常の仕事に置き換えるとインシデント・アクシデン

トの原因にもなり得ます。実際にこのようなノンテクニ

カルな部分のインシデントの割合も多くあるということ

を知り、日頃からの患者さんや他職種とのコミュニケー

ションの大切さを再認識しました。 

 実際に臨床側からの検査の依頼内容や結果の問合せに

対して返答しても、こちらの意図がうまく伝わっていな

い場合があり、今後はテクニカルだけでなくノンテクニ

カルも含めスキルアップしていきたいと思います。 

eラーニングではテクニカルスキルだけでなく問題解

決能力や表現能力、コミュニケーション能力なども学修

できるコンテンツがあることを知り、時間のあるときに

参加してみようと思いました。 

平成30年度認定一般検査技師資格更新研修会が10月14

日（日）に神戸市内の神戸常盤大学にて開催されまし

た。本研修会の目的は、日臨技の生涯学習支援システム

の利用方法を学び、自己学習の幅を広げて尿検査の現状

を把握し、今後、認定一般検査技師としてレベルアップ

し、指導者としての育成を図ることを主としておりま

す。参加者は全国各地より北海道から沖縄県まで118名

の参加となりました。 

研修会内容は、講演１として北陸大学医療保健学部教

授の油野友二技師に「eラーニングの活用と卒後教育に

ついて」ご講演していただきました。eラーニングは、

日常の業務に追われている会員や、地理的条件により講

習会や研修会への参加機会が限られる会員も、インター

ネットに接続可能な環境があれば、自宅でも職場でも個

人のレベルに合った学修ができるシステムであり、さら

に、医療人のスキル、R-CPC、認定資格の３本柱を基本

ベースにしたバリューレゾリューションシステムであり

ます。次に講演２として栄研化学株式会社の數見文彦氏

に「海外の免疫便鮮血検査の状況」についてご講演して

いただきました。世界の大腸癌と免疫便検査について、

便潜血検査とは、大腸癌の早期発見などの胃腸疾患の出

血に用いられる糞便中の血液（ヘモグロビン）の検出試

験であるとのお話でした。午前中の講演が全て終了し質

疑応答の時間では、eラーニングシステムの運営方法

（受講料、生涯点数、資格審査更新とのコラボ）など多

数の質疑がありました。午後から講演３として国際医療

福祉大学福岡保健医療学部教授の宿谷賢一技師に

「JCCLSの尿沈渣関連の報告」についてご講演していた

だきました。その中でJCCLS－GP1－P4の改訂（案）で①

尿沈査成分の略号②尿沈渣の新規成分の追加③硝子円柱

の定義明確化について詳細に説明していただきました。

講演４として国際医療福祉大学福岡保健医療学部臨床教

授の大田喜孝技師に「これからの認定技師に求める事」

と題して日臨技認定センターの必要性、認定一般検査技

制度、認定一般検査技師に求められること、チーム医療

の本質についてご講演していただき、各講師の先生方に

は分かりやすく丁寧に説明していただきました。そし

て、全ての講義終了後に参加者全員に本研修会の修了証

を手渡ししました。 

本研修会は資格審査更新にふさわしい大変意義のある

重要な研修会であったと思います。終わりに、本研修会

を通して資格審査等に関する研修会の受講者増えてきて

おりますので、ライセンス所得者会員に対して資格審査

に関する情報（日時、会場、条件、開催時期）等を迅

速、明確に広報し会員の皆様方が安心して資格更新がで

きるように業務改善するべきと痛感いたしました。  

（担当理事 有村 義輝）  


