
 このたび、関甲信支部からの推薦を受

け、総会の承認を得て理事に就任させて頂

きました浦和医師会メディカルセンター神

山清志と申します。新任理事として、誠に

微力ではございますが、先ずは日臨技の歴

史とルールを学び、宮島会長のもと会務に邁進してゆ

く所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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※前号に引き続き理事の抱負をご紹介します。 

理事 山寺 幸雄 

 この度、平成30・31年度の日臨技理事

に就任いたしました山寺です。２期目で

あり北日本支部長と福島県臨床検査技師

会会長を兼任しております。平成32年４

月開催の第69回日本医学検査学会の学会

長も担当させて頂くことになりました。

多々不安なところもございますが、日臨技の発展と臨

床検査技師の地位向上のために、皆様のご期待に添う

べく、精一杯努力してまいりますので、何卒ご支援・

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

理事 神山 清志 

理事 山本 幸治 

理事 水野 誠士 

この度、中四国支部からの推薦を受けて初

めて日臨技理事となり中四国支部長を拝命

いたしました。どのような業務を担当する

のか不安と緊張で過ごしております。まず

は支部長として中四国支部をより強固な組

織にしていきたいと思います。日臨技・地

臨技が共に会員にとって必要な存在であり続けるこ

と、臨床検査技師が医療の分野で存在感を増すことが

できるよう努めていきたいと思っておりますので、皆

様のご支援ご協力をお願いいたします。 

 今期で３期目となります。今回は、在宅

医療での検査技師の必要性を実績として残

したいと考えております。特に、DVT関連

で、下肢静脈エコーとDダイマーの検証を

行います。その他、診療報酬対策委員会に

ついても引き続き、検査説明、病棟業務な

どがチーム医療として認められ、診療報酬獲得（管理

加算）に向けての取り組みを真摯に考え実行できるよ

うに尽力したいと考えております。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 佐藤 元恭 

 今期４期目となり、九州支部長を拝命

し、支部長としては最古参です。日臨技

では総務部門を主に担当し、今期は新た

な委員会・WGへ参画させて頂きます。会

員からの要望を伝え、日臨技の新たなる

動向を会員へ伝えるパイプ役として、ま

た、７支部の地域性を考え、各支部との連携・調和を

重んじながら、組織・学術の活性化を推進し、宮島体

制の妨げにならないよう、また、会発展のために微力

ですが努力していく所存です。ご指導の程、よろしく

お願いいたします。 

理事 橘内 健一 

 このたび、初めて日臨技理事を拝命い

たしました北海道の橘内でございます。

北海道臨床衛生検査技師会の理事として

は7期目を迎え、現在は代表理事を務めて

おります。 

 “和顔愛語”対話を大切に日臨技と北

臨技、北日本支部との連携に努め、宮島会長が掲げる

スローガン「日臨技を新生させ、臨床検査技師の未来

を拓く」のもと微力ながら会務の遂行に尽力して参る

所存でございますのでご指導ご鞭撻のほど、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 



Vol.24No.15                会報JAMT ホームページ掲載                   平成30年8月1日号 

理事 實原 正明 

 このたび、日臨技理事を拝命しました實

原です。２期目となり与えられた職務に対

し、気持ちを新たに一生懸命取り組みたい

と考えております。 

 混沌とした医療情勢の中ではあります

が、臨床検査は日臨技を軸にしっかりとし

た目標を掲げ、好転しているものと思っています。そ

の流れを止めることなく微力ではありますが日々研鑽

し、会員諸氏が思い描く技師会を目指し尽力できれば

と考えます。それこそが国民に良質な医療を提供でき

る礎になろうと確信しております。ご指導のほどよろ

しくお願いいたします。 

理事 中川 英二 

 この度、日本臨床衛生検査技師会理事

に就任いたしました中川英二と申しま

す。理事選考におきましては、会員の皆

様から多大なご支援を賜りましたことに

感謝申し上げます。 

 少子高齢化社会の中、さらに厳しさが

増す医療現場において、検体採取や認知症検査などの

業務拡大・チーム医療に貢献し、臨床検査技師の認知

度向上と臨床検査の普及啓発を行い、国民の健康の保

持・増進に向けて努力する所存でおります。 

微力ではございますが当会の発展に力を尽くして参

りたいと念願しておりますので、今後も一層のご支

援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

理事 喜納 勝成 

 この度２期目の理事に就任いたしました

順天堂大学浦安病院の喜納勝成です。第4

次宮島執行体制の下、日臨技支部、都道府

県技師会と連携を図り、臨床検査技師の地

位向上のため、より一層の精進を重ねてま

いる所存です。日臨技の優先処理事項である医療法改

正に伴う精度管理についても一生懸命取り組んでまい

ります。前期に引き続き、ご指導ご鞭撻のほどよろし

くお願い申し上げます。 

理事 棟方 伸一 

 会員の皆様におかれましては、ますます

ご清栄のこととお喜び申し上げます。平成

30年・31年度の理事を拝命いたしました棟

方伸一と申します。理事を拝命して２期目

となります。１期目は認定心電検査技師制

度、組織強化WGやeラーニングWGなどに参

画させて頂きました。今期は、技師会活動通じて臨床

検査技師の理想的将来像を俯瞰的な視野で提案ができ

るよう取り組んで参る所存です。今後とも、ご指導、

ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

理事 直田 健太郎 

 この度、日本臨床衛生検査技師会理事

を拝命いたしました静岡県の直田（なお

だ）健太郎と申します。これまでも静岡

県臨床衛生検査技師会の理事として活動

しておりましたが、今期からは日臨技理

事として全国の皆様より様々なことを学

ばせて頂き、幅広い知見を得て自分自身成長できるよ

う務めて参ります。日臨技会員皆様のお役に立てるよ

う微力ながら努力して参りますので、ご支援・ご協力

を賜ります様よろしくお願い申し上げます。 

 

理事 竹中 正人 

 日臨技理事２期目となります。近畿支

部から選出していただき和歌山県臨床検

査技師会会長を務めています。１期目は

学術委員会で仕事をさせて頂きました。

しかし、恥ずかしながら最初の１年目

は、理事会、委員会を初めとして先輩理事についてい

くのに必死で自身の無力さを思い知らされる日々でし

た。やっと親しくさせて頂く理事仲間も増え、２期目

は宮島丸を漕げるように全力で取り組んで参ります。

会員の皆様ご指導よろしくお願いします。 

理事 綿貫 裕 

 この度、近畿支部推薦により理事とな

りました。兵庫県で学術中心の活動をし

ております。業務では生理検査を担当し

ており、私の信条は「当日超音波は断ら

ない」であります。おかげで、当院はい

まだに右肩上がりの成長であります。し

かし、日々の業務に追われて、守りの体制でありまし

た。日臨技では、検体採取の講習会、検査説明・相

談、病棟検査技師、認知症疾患対応、在宅医療など

様々な研修会が開催されていましたが、トライするパ

ワーがありませんでした。日臨技の理事となり積極的

な関わりをいたしますのでよろしくお願いします。 

理事 岡田 健 

 ３期目の理事になります岡山大学病院

の岡田健です。前回に引き続き今回も学

術関係の担当をいたします。医療法一部

改正に伴う精度保証についての対応を早

急に実施していく所存です。教本シリー

ズは全ての発刊にこぎ着けたいと思いま

す。日臨技の発展に引き続き尽くしたいと思いますの

でよろしくお願いします。 
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理事 高村 好実 

 中四国支部から推薦され就任いたしまし

た。会員の皆様並びに関係者の皆様に一言

ご挨拶申し上げます。現在、日本は人口構

造の変化が企業のグローバル化、インバウ

ンドの増加、構造・経済のイノベーション

をもたらし、医療・福祉・介護の構造まで

変化させました。今後はITやAIが医療業界にも非連続

的な変化をもたらし、特に臨床検査技師の環境は大き

く変化することでしょう。その変化を臨床検査領域の

業務に活かしていけるよう取り組んでいきたいと考え

ています。宜しくお願いいたします。  

理事 岡田 早苗 

 新任理事の岡田です。選出された意味

を考え、各世代に理解される組織を目指

して役務に邁進します。力不足ですが、

皆様からご意見ご要望ご指導を承りなが

ら共に歩み、成長していきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

理事 有村 義輝 

 宮島会長の「日臨技を新生させ、未来

を拓く」をスローガンにこの２年間、学

術理事として業務遂行してまいりまし

た。今回、２期目になりますが、この変

貌する医療社会での臨床検査技師のあり

方、そしてAIを利用する検査、がんゲノ

ム医療解析検査の導入など結果解析可能な検査技師の

育成を目指し、学術活動のあり方の見直変革を行い日

臨技の更なる発展に貢献できるように、微力でありま

すが一意専心にて理事業務を務めさせて頂きます。 

 認定認知症領域検査技師資格取得、更新のための指定研修会ともなっている、JSDP技師講座が平成30年７

月７日（土）、７月８日（日）に米子市の鳥取大学医学部保健学科アレスコ棟にて開催されました。“認知

症領域への参画に向けた認定資格の活用”をテーマとして、認定認知症検査技師に期待されること、病院内

外での資格の活用事例や認知症領域への活動事例を取り上げたグループワーク、認知症テキストの執筆者に

よるポイント解説、鑑別の重要性についての講義など多岐にわたる内容となりました。 

 当日は平成30年７月豪雨による交通機関への影響のため受講者は29名にとどまりましたが、皆さん講義、

グループワークともに熱心に取組んでおられました。 

 ３名の受講者から感想をいただきましたので次ページにてご紹介いたします。 

(専務理事 深澤 恵治) 

全国会員の皆様  

どうぞよろしくお願いいたします 

キャラクター「けんけん」 

７月７日（土） 
講演1： 

日本認知症予防学会が臨床検査技師に期待すること  

日本認知症予防学会理事長  

鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座教授 浦上 克哉 
 

認定資格の活用事例、あるいは認知症領域への参画事例をも

とにしたグループワーク 
 

・病院内外での活動 

 熊本第一病院 新屋敷 紀美代 

・病院外での活動  

社会福祉法人三井記念病院 松熊 美千代   

・検査技師会での活動  

JCHO 宇和島病院 原 正樹 

・病院での活動  

社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院 

玉木 俊治 

７月８日（日） 

認知症テキスト解説 Update 

「医学検査」J-Stage「認知症予防のための検査特集」執筆者ず

ばり！ポイント解説  

島根大学医学部附属病院ｸﾘﾆｶﾙｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 狩野 賢二 

 市立宇和島病院 高村 好実 

 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 河月 稔 

※一部講師を予定と変更して実施しました 
 

ランチョンセミナー 「認知症とてんかん」  

防衛医科大学校精神科学講座教授 吉野 相英  
 

講演2：アルツハイマー病の診断 

治療可能な認知症との鑑別の重要性  

日本イーライリリー株式会社 平松 利章 
 

総合討論： 症例から学ぶ実際の対応事例を討論  

医療法人社団誠馨会 新東京病院 河野 正臣 
  

（敬称略） 
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（編集後記）暑い熱い夏が来た。今年も宮古島の青い空とエメラルドグリーンの海とサンゴでできた白い浜辺

を求めて飛んでいく。7歳になった倅は、5回目の宮古島になる。倅にとって海は、宮古島の澄んだ海と目映い

ビーチしか知らない。いつかは、黒い砂浜も体験させようとは考えているが、現状は宮古島の海が当たり前だ

と思っているようだ。我々検査技師も、医療界の中でも違う世界・場所を知っておかなければならない。病棟

業務や他職種のこと、在宅、認知症、見識を深め体験して当たり前から新たな一歩を踏み出そう。 （大澤） 

中村 聰 （水戸済生会総合病院 ） 

 私が認知症に関わったのは、20数年前に父が認知症

を発症し、介護を経験した時でした。当時は、認知症

の知識が無く苦労したことがキッカケで、認知症を学

び始めました。認定試験に合格してから院内外での活

動を模索している状態で、活動するためのヒントを得

るため参加しました。 

 今回は、西日本豪雨のため29名の参加と少人数でし

たが、情熱をもった先生の講義、受講生の認知症に対

する熱い思いを話し合ったグループワークで新しい知

識を得られました。加えて患者心理の重要性と関心の

高さを感じました。その中で、多職種連携での認知症

ケアサポートチームの参加、血液検査の認知症セット

項目の作成など活動の参考になる情報を得られまし

た。 

 今後高齢者の増加で、私たちの前に患者様として認

知症の方がお見えになる機会も増え、「驚かせない」

「急がせない」「自尊心を傷つけない」３つの対応が

重要とあらためて感じました。悪天候の中、構義をし

ていただいた講師の先生方ありがとうございました。 

 また、日頃から認知症に対応する方々と懇親を深

め、語り合う機会として有意義な講習会でした。最後

にこの研修会を生かして、多職種で認知症予防に取り

組んでいきたいです。 

戸塚 知恵（医療法人社団曙会 流山中央病院） 

 認定認知症領域検査技師制度JSDP技師講座を受けさ

せていただきました。活発化した前線により西日本中

心に広範囲でかつてないほどの甚大な被害を出した大

雨の中、無事鳥取大学に到着し参加することができま

した。各種交通機関の運休のため、全国各地から100

名を予定していた参加者はぐっと減り、少人数のアッ

トホームな雰囲気で、浦上克哉先生の講義から講習会

は始まりました。 

 私は日々の業務にて患者さんと向き合う上で、認知

症を改めて学ぶ必要性を感じており、認知症を知りた

小島 徳子（医療法人社団愛友会 蓮田一心会病院） 

 今回の研修会で一番印象的だったのは、認定技師４

名の方の資格の活用事例です。新屋敷さんは認知症予

防を広めるためにラジオに出演されたり、臨床美術を

習われたりしています。松熊さんは院外活動を精力的

に行って自治体のキャラバンメイトの資格を取られた

後も多くの認知症予防に関わる活動をされています。

また、原さんは技師会を通して県全体に認知症予防を

啓発をされ、玉木さんは院内の認知症ケアチームに発

足の時から関わって活躍されているなど、「凄い！」

の連発です。 

 この研修会に参加できなかった方たちも多数いらっ

しゃるので、再度同じような内容の研修会が開催され

ることを希望します。また、被災された地域の方たち

の無事をお祈りしています。 

新屋敷技師による

活動事例の紹介 

グループワーク後の

発表の様子 

い、理解したいとの思いで米子研修会に参加しまし

た。先生方の講義はわかりやすく、またグループワー

クや懇親会を通して講師の先生方や勤務環境も様々な

方々のお話を伺う機会をいただき、検査技師としての

意識向上にもつながりました。私自身は微力でありま

すが皆が幸せな世の中になることを願ってこれからも

深く学んでいきたいと思っております。 


