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中井規隆 

P1～P4 平成27年度定時総会の成功に向けて  

P5～P11 平成26年度審査 平成27、28年度精度保証施設一覧 

P12 「マタニティ＆ベビーフェスタ2015」パシフィコ横浜にて開催！  
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平成27年度 

 平成27年5月23日（土）開催の平成27年度定時総

会の招集通知が4月24日（金）、全国会員に向けて

発送されました。 

 本総会では、定款の変更、監事の選任などの重

要議案が盛り込まれました。 

 また、定款に規定されている電磁的方法も始め

て導入され、会員にとって議決権行使などの方法

が多様化されました。 

 定款の変更には正会員の３分の２の承認を要す

るため、従来にない総会出席率が必要となってい

ます。 

 会員の皆様、都道府県技師会を含む関係団体の

皆様のご理解とご協力を切にお願い申し上げる次

第です。 

 議案内容や電磁的方法につきましては、総会招

集通知に同封された資料をご確認いただければ幸

いです。 

 

担当執行理事 上原 昭浩 

平成27年度 

（今回） 

平成26年度 

（前回） 

3分の２ 

書面行使書到着有効 

5月22日内 

電磁的登録有効 

5月22日15時まで 

出席・委任・書面・電磁 

出席・委任・書面 

！ 
平成26年度定時総会出席率（当日出席・

委任・書面）は約56％。10％以上の上乗

せが必要となっています。 
！ 

日臨技ホームページ上の 

バナーから下記のサイト 

へアクセスできます。 
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解説 担当執行理事 丸茂 美幸 

 当会は平成24年度に一般社団法人化しましたが、公益目的支出計画の報告義務を負ういわゆる「移行法人」の

扱いで、公益法人会計基準の運用指針（平成２１年10月改正・内閣府公益認定等委員会）に従った会計・決算を

行う必要がありました。移行後の猶予期間を過ぎておりましたので、平成26年4月にさかのぼって、会計基準を

変更いたしました。平成27年度総会議案として、従来の決算書と大きく異なる決算書となっており、会員のご理

解のため、解説をいたします。 

平成16年会計基準（これまで） 

 平成16年会計基準では、一般会計と特別会計で構

成され、収支計算書と貸借対照表が主な財務書類で

した。当会でも多くの特別会計を設定し、一般会計

との間でお金のやりとりをしていました。一般会計

からの繰出金（支出扱い）は特別会計側では繰入金

（収入扱い）となります。 

 法人全体の財務状況の管理を行うにあたり、実質

的な支出に相当するものが特別会計で収入となるた

めわかりにくく、さらには、特別会計単位の正味財

産が蓄積されると、その事業でした使えないお金に

なるという意味で財務効率を落としていました。 

 この平成16年会計基準は、企業にたとえれば、本

社以外にいろいろな子会社が存在することに似てい

ます。子会社を連結決算しない限り、企業グループ

全体の財務の健全性が把握できないということにも

なります。 

収支 

計算書 

一般会計 A特別会計 B特別会計 C特別会計 

収支 

計算書 

収支 

計算書 

収支 

計算書 

貸借 

対照表 

貸借 

対照表 

貸借 

対照表 

貸借 

対照表 

一般会計 A特別会計 B特別会計 C特別会計 

合算収支計算書を作らないと法人全体が見えない 

合算収支貸借対照表を作らないと法人全体が見えない 

 さらには平成24年度より公益目的支出計画の対象

となった精度管理事業は「精度管理事業特別会

計」、精度保障事業は「一般会計」の中の事業費に

含まれていて、この２つを合算して内閣府に毎年届

け出る必要に十分迅速に対応できずにいました。 

 また、特別会計単位に銀行口座を持ち、貸借対照

表を作る必要があり口座間資金移動も煩雑でした。 

平成21年会計基準（これから） 

 平成21年会計基準では、一般会計と特別会計とい

う体系自体が否定されました。 

 法人の会計・決算はあくまで一本であり、その中

に従来の特別会計事業が統合されます。企業にたと

えれば、子会社がすべて吸収合併され本社の部門に

変わったことと同じです。 

 また、公益目的支出の状況が一目で管理できるよ

う区別されました。 

 実施事業会計・・・公益目的支出計画の対象事業

（これは平成24年に届け出たもの） 

 その他会計・・・公益目的とされない各種の事業 

 法人会計・・・法人を運営する上で必要不可欠な

活動 

 これにより、法人の財務状況はより明瞭に把握で

きることとなります。一般会計・特別会計の間のお

金のやりとりが基本的になくなり、収入はあくまで

外部から得たものだけ、支出も外部に対するものだ

けとなります。 

 このため、貸借対照表も法人全体の資産や負債、

正味財産の状態を示すため、一般会計と特別会計を

合算する必要もなくなりました。 

正味財産増減計算書 

貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 一般に、上図のように流動資産＞固定資産が健全

であり、正味財産＞負債が望ましい状態です。正味

財産＞固定資産も評価できる財務状態といえます。 

実施事業 

会計 

その他 

会計 

法人 

会計 

 

流動資産 

固定資産 

負債 

正味財産 
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発生主義の徹底（これから） 

 前ページでお気づきのように、平成16年会計基準

では、収支計算書、平成21年会計基準では正味財産

増減計算書が基本財務諸表となっています。 

 なぜ、このような変化になるのでしょうか？ 

 収支計算書とは、いわば、家計簿と同じで、収入

と支出をお金の出入りで管理するものです。たとえ

ば、大きな買い物をしてもクレジット支払いであれ

ば、支払月まで支出を記載する必要がありません。 

収入も現金入金があった時点で記載するのが家計簿

です。いわば現金主義といえるものです。 

 これに似て、収支計算書は法人の大事な現金残高

を管理するには向いた方法でありますが、大きな費

用の将来支払義務や現金入金の遅延を把握しにくい

ものでした。 

 正味財産増減計算書では、収支計算書に表現され

ない減価償却費などの科目も登場します。これは1千

万円の買い物（投資）をした場合、これは貸借対照

表の資産に一度計上され、償却年数に応じた割り算

で、毎年の費用に計上します。しかし、お金は投資

年度に支払われたわけですから、その後の毎年の費

用に現金の支出はありません。現金主義から一番遠

い考え方がこの減価償却といえます。 

 この減価償却はもともと企業がある年にもうけが

でたので社用車としてベンツを購入してもその年の

費用としては認めない＝しっかり税金を払ってもら

いますという税務の考えからきたものですが、この

例は卑近にしても、逆に、減価償却費を毎年の費用

として認め税金が軽減されるので内部貯金をしたこ

とになり、将来老朽化する設備を新たに買い換える

お金を内部にプールしなさいというルールでもあり

ます。隠れた資金調達方法といわれるゆえんです。 

 当会も会計基準の変更に伴い、会計原則としての

発生主義を、今回、徹底することになりました。費

用は支払い義務が生じた時点で未払金などの負債に

計上されます。収入も請求権利が生じた時点で、売

掛金や未入金などの資産に計上します。実際の支払

いや入金はその時点より遅いケースが大半ですが、

そういう場合は、同じ資産の中で、入金時点で売掛

金や未入金が現預金（増）に変わりますし、支払時

点で負債が減る代わりに現預金（減）でバランスす

ることになります。 

 受取会費などは平成27年度分の会費を前年末に自

動引き落としなどで会員の皆様から頂戴するわけで

すが、その入金時点では、前受金という負債に計上

して現預金（増）とバランスしておきます。 

 正味財産増減計算書では、平成27年度になって初

めて受取会費という収入に計上されます。 

 従来の収支計算書では前年度の収入側に計上する

ことになるので、発生主義と現金主義とでは大きな

違いがあることが理解いただけると思います。 

  

ただし、収支計算書も一定の有効性を持つ帳票であ

るため、「内部管理資料」として平成27年度決算書

には添付されています。  

 

特定資産の見直し（これから） 

 平成25年度決算までは、運営基盤特別会計の中に

「特定資産」という固定資産が計上されていまし

た。預金種類として３つ（特定１．２．３）に分か

れていました。これは、その事業年度の最初に一般

会計へ繰出し、最後に一般会計から繰入るという操

作を行う、いわば貯金箱のような特別会計でした。 

 しかし、固定資産というものが流動性がない資産

＝お金の出し入れの基準が厳しいものです。「将来

の支出に備えるためのクッションとして剰余金の一

部を財政調整引当試算等の科目名で計上しても、使

用目的が特定されているとはいえず、積立基準が明

確でなく恣意性が入る積立は特定資産には該当しな

い」とされており、こうした特定資産については全

面的な見直しが必要となりました。 

 他の法人の特定資産設定例を見ても、たとえば日

本透析医学会であれば学術集会積立資金、国際交流

援助積立資金、災害援助事業積立資金、コメディカ

ルスタッフ研究助成資金など、将来の使用目的を明

確にした＝特定の資産が計上されています。独自に

検討した結果、当会において特定資産は以下のよう

になりました。 

共済積立資産 

共済制度規程にもどつく共済金の支払や会費減免に

備えるため、一定額の積立を行う 

IFBLS世界学会積立資産 

IFBLS世界学会を平成28年に日本開催するため、

一定額の積立を行う 

会館修繕積立資産 

日本臨床検査技師会館（東京都大田区大森北4-10

-7）の老朽化や災害等による損傷に伴う修繕のた

め、一定額の積立を行う 

システム化推進積立資産 

 

会員システムの全面リニューアル、e-ラーニング導

入、IT化などの時代の要請に応じたシステム化のた

め、一定額の積立を行う 

 特定資産は、それぞれ上記の「目的」以外に、

「積立の方法」「目的取り崩しの要件」「目的外取

り崩しの要件」「運用方法」「預入銀行」「預金口

座」が定められています。 

退職給付引当資産 

職員就業規則、職員給与規則にもとづく職員の退職

金給付に備えるため、自己都合による退職金支給額

の合計を引き当てる 
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平成26年度決算書から 

経常収益のほぼ

4分の３は会員から

の収益で構成されて

います 

会計区分別では経常費用のうちその他会計の支出が多く、収支差額もその他会計が一番大きなマイナス収

支となっています（国民医療向上、支部学会・研修会など）。次に実施事業の公益目的支出計画にもとづくマイ

ナス収支となります。法人会計のプラス収支により、法人全体では9百万円のマイナス収支となりました。 

貸借対照表では平成26年度正味財産がマイナス収支分の9百万円減少となりましたが、負債に対する比率

は依然として高く、健全財政です。資産は特定資産を見直したことにより、流動性が大きく高まりました。前受

金増や減価償却費効果などで現預金が増加し、資産合計は平成25年度より92百万円増加しました。 
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平成26年度審査 平成27、28年度精度保証施設一覧 

都道府県 
認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

北海道 
16施設 

 

1 9010213 更新 北海道大学病院 

2 9010181 更新 札幌医科大学附属病院 

3 9010002 更新 旭川医科大学病院 

4 9010185 更新 
札幌市病院局 市立札幌

病院 

5 9010034 更新 名寄市立総合病院 

6 9010054 更新 北見赤十字病院 

7 9010064 更新 
JA北海道厚生連 遠軽厚

生病院 

8 9010312 更新 

公益社団法人 函館市医

師会 函館市医師会健診検

査センター 

9 9010539 更新 
医療法人 徳洲会 札幌

東徳洲会病院 

10 9010195 更新 
社会福祉法人 札幌慈啓

会 慈啓会病院 

11 9010307 更新 
社会福祉法人函館厚生院 

函館五稜郭病院 

12 9010543 更新 
公益社団法人 函館市医

師会 函館市医師会病院 

13 9010277 新規申請 市立室蘭総合病院 

14 9010013 新規申請 
JA北海道厚生連 旭川厚

生病院 

15 9010192 新規申請 

独立行政法人 地域医療

機能推進機構 札幌北辰

病院 

16 9010202 新規申請 
エスアールエル北海道ラ

ボラトリー 

青森県 
7施設 

17 9020001 更新 青森県立中央病院 

18 9020026 更新 
国立大学法人 弘前大学

医学部附属病院 

19 9020092 更新 
一般社団法人 八戸市医

師会臨床検査センター 

20 9020005 更新 青森市民病院 

21 9020079 新規申請 三沢市立三沢病院 

22 9020083 新規申請 
中部上北広域事業組合 

公立七戸病院 

23 9020066 新規申請 むつ総合病院 

岩手県 
1施設 

24 9030029 更新 岩手医科大学附属病院 

宮城県 
4施設 

25 9040001 更新 
国立大学法人 東北大学

病院 

26 9040010 更新 
独立行政法人労働者健康

福祉機構 東北労災病院 

27 9040032 新規申請 NTT東日本東北病院 

28 9040059 新規申請 
公益社団法人宮城県塩釜

医師会臨床検査センター 

都道府県 
認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

秋田県 
4施設 

29 9050065 更新 
秋田県厚生農業協同組合連

合会平鹿総合病院 

30 9050013 新規申請 
地方独立行政法人市立秋田

総合病院 

31 9050077 新規申請 
JA秋田厚生連 由利組合総

合病院 

32 9050034 新規申請 
秋田県厚生農業協同組合連

合会山本組合総合病院 

山形県 
6施設 

33 9060019 更新 山形大学医学部附属病院 

34 9060004 更新 山形県立中央病院 

35 9060043 更新 鶴岡市立荘内病院 

36 9060050 更新 庄内医療生協鶴岡共立病院 

37 9060152 更新 公立置賜総合病院 

38 9060005 更新 山形市立病院 済生館 

福島県 
6施設 

39 9070001 更新 
公立大学法人 福島県立医

科大学附属病院 

40 9070062 更新 
一般財団法人竹田健康財団

竹田綜合病院 

41 9070050 更新 
一般財団法人 慈山会医学

研究所付属坪井病院 

42 9070083 更新 
株式会社江東微生物研究所 

微研東北中央研究所 

43 9070075 新規申請 
いわき市立総合磐城共立病

院 

44 9070039 新規申請 
一般財団法人太田綜合病院 

太田西ノ内病院 

茨城県 
10施設 

45 9080017 更新 
社会福祉法人 恩賜財団済

生会 水戸済生会総合病院 

46 9080062 更新 綜合病院 土浦協同病院 

47 9080016 更新 
株式会社 セントラル医学

検査研究所 

48 9080078 更新 JAとりで総合医療センター 

49 9080089 更新 茨城西南医療センター病院 

50 9080103 更新 
医療法人 恒貴会 協和中

央病院 

51 9080064 更新 

公益財団法人 筑波メディ

カルセンター筑波メディカ

ルセンター病院 

52 9080064 更新 
株式会社 江東微生物研究

所 微研中央研究所つくば 

53 9080029 新規申請 
社会医療法人愛宣会 日立

医療センター 

54 9080019 新規申請 茨城県立中央病院 

栃木県 
4施設 

55 9090055 更新 自治医科大学附属病院 

56 9090053 更新 獨協医科大学病院 

57 9090038 新規申請 
上都賀厚生農業協同組合連

合会上都賀総合病院 

58 9090058 新規申請 
学校法人獨協学園 獨協医

科大学日光医療センター 



 
都道府県 

認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

87 9120011 更新 千葉大学医学部付属病院 

千葉県 
8施設 

88 9120186 更新 
順天堂大学医学部附属浦安

病院 

89 9120129 更新 
医療法人社団 愛友会 津

田沼中央総合病院 

90 9120214 更新 株式会社 サンリツ 

91 9120239 更新 社団協友会 船橋総合病院 

92 9120436 新規申請 

東京女子医科大学附属八千

代医療センター LSIメ

ディエンス検査室 

93 9120191 新規申請 
上尾中央医科グループ 千

葉愛友会記念病院 

94 9120171 新規申請 船橋市立医療センター 

東京都 

23施設 

95 9130169 更新 昭和大学病院 

96 9130245 更新 東京大学医学部附属病院 

97 9130215 更新 
株式会社 LSIメディエン

ス 中央総合ラボラトリー 

98 9131579 更新 

株式会社 エスアールエル 

エスアールエルMUQSラボラ

トリー 

99 9130018 更新 東京都立墨東病院 

100 9130064 更新 東京都立広尾病院 

101 9130105 更新 
宗教法人立正佼成会附属佼

成病院 

102 9130193 更新 
日本大学医学部附属板橋病

院 

103 9130195 更新 
一般財団法人東京保健会 

病体生理研究所 

104 9130716 更新 
社会福祉法人恩賜財団東京

都済生会向島病院 

105 9130989 更新 
公益財団法人 東京都保健

医療公社 東部地域病院 

106 9131005 更新 

学校法人北里研究所 北里

大学北里研究所病院 バイ

オメディカルリサーチセン

ター 

107 9131217 更新 
株式会社 昭和メディカル

サイエンス 

108 9131562 更新 
順天堂大学医学部附属練馬

病院 

109 9130068 更新 伊藤病院 

110 9130246 更新 
順天堂大学医学部附属順天

堂医院 

111 9130264 更新 
がん・感染症センター都立

駒込病院 

112 9130405 更新 日野市立病院 

113 9130441 更新 
医療法人社団 永生会 南

多摩病院 

432 9130062 更新 JR東日本健康推進センター 

437 9270312 更新 慶應義塾大学病院 

114 9130419 新規申請 青梅市立総合病院 

115 9130380 新規申請 
独立行政法人国立病院機構 

東京病院 
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都道府県 
認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

群馬県 
9施設 

59 9100019 更新 
社会福祉法人恩賜財団群馬

県済生会前橋病院 

60 9100073 更新 
一般財団法人 伊勢崎佐波

医師会病院 

61 9100079 更新 
桐生地域医療組合 桐生厚

生総合病院 

62 9100014 更新 前橋赤十字病院 

63 9100011 更新 
国立大学法人 群馬大学医

学部附属病院 

64 9100040 更新 
医療法人社団 日高会 日

高病院 

65 9100088 更新 
医療法人社団三思会 東邦

病院 

66 9100094 更新 
邑楽館林医療事務組合 館

林厚生病院 

67 9100049 新規申請 
富岡地域医療事務組合 公

立富岡総合病院 

埼玉県 
20施設 

68 9110034 更新 
浦和医師会メディカルセン

ター 

69 9110197 更新 獨協医科大学病院越谷病院 

70 9110070 更新 深谷赤十字病院 

71 9110212 更新 
株式会社 ビー・エム・エ

ル BML総合研究所 

72 9110001 更新 

上尾中央医科グループ 医

療法人社団協友会 八潮中

央総合病院 

73 9110007 更新 越谷市立病院 

74 9110054 更新 
上尾中央医科グループ  

上尾中央総合病院 

75 9110168 更新 

上尾中央医科グループ 医

療法人社団哺育会 白岡中

央総合病院 

76 9110292 更新 
埼玉県立循環器・呼吸器病

センター 

77 9110322 更新 
上尾中央医科グループ医療

法人一心会  伊奈病院 

78 9110020 更新 
医療法人新青会 川口工業

総合病院 

79 9110056 更新 埼玉県立がんセンター 

80 9110103 更新 埼玉医科大学病院 

81 911022 更新 
埼玉医科大学総合医療セン

ター 

82 9110487 更新 
埼玉医科大学国際医療セン

ター 

436 9130062 更新 
社会福祉法人 恩賜財団済

生会川口総合病院 

83 9110036 新規申請 さいたま市立病院 

84 9110014 新規申請 吉川中央総合病院 

85 9110244 新規申請 
社会医療法人財団石心会 

埼玉石心会病院 

86 9110033 新規申請 

独立行政法人地域医療機能

推進機構 埼玉メディカル

センター 



 
都道府県 

認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

神奈川県 
10施設 

116 9140181 更新 北里大学病院 

117 9140479 更新 
公立大学法人 横浜市立大

学附属病院 

118 9140115 更新 
国家公務員共済組合連合会 

横須賀共済病院 

119 9140021 更新 
株式会社京浜予防医学研究

所 

120 9140270 更新 

上尾中央医科グループ 医

療法人社団哺育会 桜ケ丘

中央病院 

121 9140134 新規申請 藤沢市民病院 

122 9140187 新規申請 
神奈川県厚生連 相模原協

同病院 

123 9140018 新規申請 
独立行政法人 労働者健康

福祉機構 関東労災病院 

124 9140059 新規申請 

独立行政法人 地域医療機

能推進機構  横浜保土ヶ谷

中央病院 

125 9140352 新規申請 

社会医療法人ジャパンメ

ディカルアライアンス 海

老名総合病院 

新潟県 
17施設 

126 9150292 更新 
国立大学法人 新潟大学 

新潟大学医歯学総合病院 

127 9150145 更新 
新潟県立がんセンター新潟

病院 

128 9150303 更新 
一般社団法人 新潟県労働

衛生医学協会 

129 9150031 更新 

社会福祉法人 恩賜財団 

済生会支部  新潟済生会三

条病院 

130 9150041 更新 
JA新潟厚生連長岡中央綜合

病院 

131 9150043 更新 
特定医療法人立川メディカ

ルセンター 立川綜合病院 

132 9150086 更新 
新潟県厚生農業協同組合連

合会 豊栄病院 

133 9150109 更新 医療法人青松会 松浜病院 

134 9150123 更新 新潟市民病院 

135 9150150 更新 
医療法人社団 仁和会 聖

園病院 

136 9150180 更新 
新潟県厚生農業協同組合連

合会 新潟医療センター 

137 9150247 更新 
医療法人 泰庸会 新潟脳

外科病院 

138 9150089 更新 
社会医療法人 新潟勤労者

医療協会 下越病院 

139 9150124 更新 
社会福祉法人恩賜財団済生

会 済生会新潟第二病院 

140 9150147 新規申請 日本歯科大学医科病院 

141 9150149 新規申請 
社会福祉法人 新潟市社会

事業協会 信楽園病院 

142 9150022 新規申請 
独立行政法人国立病院機構 

さいがた医療センター 

富山県 
6施設 

143 9160001 更新 富山県立中央病院 

144 9160003 更新 富山赤十字病院 

145 9160044 更新 
一般社団法人 高岡市医師

会臨床検査センター 
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都道府県 
認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

富山県 
6施設 

146 9160050 更新 
金沢医科大学氷見市民病

院 

147 9160002 更新 富山市立富山市民病院 

148 9160040 更新 厚生連高岡病院 

石川県 
8施設 

149 9170051 更新 金沢医科大学病院 

150 9170044 更新 公立松任石川中央病院 

151 9170002 更新 
国立大学法人 金沢大学

附属病院 

152 9170013 更新 石川県立中央病院 

153 9170017 更新 金沢赤十字病院 

154 9170075 更新 

株式会社エスアールエル

エスアールエル金沢ラボ

ラトリー 

155 9170008 更新 
医療法人社団浅ノ川 浅

ノ川総合病院 

156 9170036 更新 
国民健康保険 小松市民

病院 

福井県 
3施設 

157 9180045 更新 
国立大学法人 福井大学

医学部附属病院 

158 9180017 更新 市立敦賀病院 

159 9180001 更新 福井赤十字病院 

山梨県 
4施設 

160 9190056 更新 山梨大学医学部附属病院 

161 9190002 更新 

地方独立行政法人 山梨

県立病院機構 山梨県立

中央病院 

162 9190008 更新 
一般社団法人甲府市医師

会臨床検査センター 

163 9190020 更新 
社会医療法人 加納岩 

加納岩総合病院 

長野県 
12施設 

164 9200064 更新 信州大学医学部附属病院 

165 9200060 更新 
JA長野厚生連 佐久総合

病院 

166 9200256 更新 
公益財団法人長野市保健

医療公社 長野市民病院 

167 9200049 更新 
JA長野県厚生連 小諸厚

生総合病院 

168 9200069 更新 
社会医療法人 抱生会 

丸の内病院 

169 9200084 更新 

地方独立行政法人 長野

県立病院機構 長野県立

木曽病院 

170 9200090 更新 
社会医療法人栗山会飯田

病院 

171 9200105 更新 市立岡谷病院 

172 9200112 更新 

地方独立行政法人長野県

立病院機構 長野県立阿

南病院 

173 9200108 新規申請 昭和伊南総合病院 

174 9200096 新規申請 伊那中央病院 

175 9200101 新規申請 諏訪中央病院 

岐阜県 
13施設 

176 9210025 更新 大垣市民病院 



 
都道府県 

認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

岐阜県 
13施設 

177 9210109 更新 
一般社団法人岐阜市医師会臨

床検査センター 

178 9210001 更新 岐阜大学医学部附属病院 

179 9210003 更新 岐阜市民病院 

180 9210008 更新 岐阜赤十字病院 

181 9210021 更新 
公立学校共済組合 東海中央

病院 

182 9210047 更新 
地方独立行政法人 岐阜県立

多治見病院 

183 9210048 更新 
社会医療法人厚生会 多治見

市民病院 

184 9210081 更新 
一般財団法人総合保健セン

ター 

185 9210027 更新 株式会社 メディック 岐阜 

186 9210035 更新 
社会医療法人厚生会 木沢記

念病院 

187 9210061 更新 
地方独立行政法人 岐阜県立

下呂温泉病院 

188 9210051 新規申請 土岐市立総合病院 

静岡県 
12施設 

189 9220090 更新 
国立大学法人浜松医科大学 浜

松医科大学医学部附属病院 

190 9220063 更新 
地方独立行政法人 静岡県病

院機構 静岡県立総合病院 

191 9220047 更新 富士宮市立病院 

192 9220060 更新 静岡市立静岡病院 

193 9220118 更新 磐田市立総合病院 

194 9220167 更新 
公益財団法人 伊豆保健医療

センター 

195 9220042 更新 静岡県富士市立中央病院 

196 9220082 更新 榛原医師会臨床検査センター 

197 922306 更新 
静岡県立静岡がんセンター 

エスアールエル検査室 

198 9220099 新規申請 JA静岡厚生連 遠州病院 

199 9220078 新規申請 焼津市立総合病院 

200 9220041 新規申請 
一般財団法人 芙蓉協会 聖

隷沼津病院 

愛知県 
24施設 

201 9230001 更新 
国立大学法人 名古屋大学医

学部付属病院 

202 9230038 更新 愛知医科大学病院 

203 9230060 更新 藤田保健衛生大学病院 

204 9230019 更新 
地方独立行政法人 名古屋市

立大学病院 

205 9230182 更新 豊橋市民病院 

206 9230072 更新 
一般社団法人日本会員掖済会 

名古屋掖済会病院 

207 9230062 更新 
日本赤十字社 名古屋第一赤

十字病院 

208 9230160 更新 安城更生病院 

209 9230163 更新 
一般社団法人 岡崎市医師会 

公衆衛生センター 

210 9230752 更新 
医療法人大医会 日進おりど

病院 

211 9230599 更新 JA愛知厚生連 江南厚生病院 

都道府県 
認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

愛知県 
24施設 

212 9230467 更新 

株式会社エスアールエル  

エスアールエル愛知ラボラ

トリー 

213 9230012 更新 
社会福祉法人 聖霊会 聖

霊病院 

214 9230075 更新 名鉄病院 

215 9230137 更新 
社会医療法人大雄会 総合

大雄会病院 

216 9230581 更新 
社会医療法人大雄会 大雄

会第一病院 

438 9340111 更新 

公益財団法人春日井市健康

管理事業団 春日井市総合

保健医療センター 

217 9230016 新規申請 
医療法人 清水会 相生山

病院 

218 9230126 新規申請 JA愛知厚生連 海南病院 

219 9230156 新規申請 小牧市民病院 

220 9230161 新規申請 
社会医療法人財団 新和会 

八千代病院 

221 9230407 新規申請 
医療法人社団 喜峰会 東

海記念病院 

222 9230068 新規申請 増子記念病院 

223 9230042 新規申請 
独立行政法人 地域医療機

能推進機構 中京病院 

三重県 
8施設 

224 9240008 更新 市立四日市病院 

225 9030032 更新 
特定医療法人 同心会 遠

山病院 

226 9240042 更新 
社会福祉法人恩賜財団済生

会 松阪総合病院 

227 9240032 新規申請 医療法人 永井病院 

228 9240043 新規申請 
三重県厚生農業協同組合連

合会 松坂中央総合病院 

229 9240058 新規申請 伊勢赤十字病院 

230 9240021 新規申請 
三重県厚生農業協同組合連

合会鈴鹿中央総合病院 

231 9240007 新規申請 

独立行政法人 地域医療機

能推進機構 四日市羽津医

療センター 

滋賀県 
4施設 

232 9250011 更新 
国立大学法人 滋賀医科大

学医学部附属病院 

233 9250031 更新 
独立行政法人国立病院機構 

東近江総合医療センター 

234 9250019 更新 株式会社 メディック 

235 9250004 新規申請 大津市民病院 

京都府 
1施設 

236 9260030 更新 
地方独立行政法人 京都市

立病院機構 京都市立病院 

大阪府 
19施設 

237 9270187 更新 
独立行政法人 国立循環器

研究センター 

238 9270123 更新 近畿大学医学部附属病院 

239 9270227 更新 
パナソニック健康保険組合 

松下記念病院 

240 9270077 更新 
大阪市立大学医学部附属病

院 

241 9720058 更新 
国立大学法人 大阪大学医

学部附属病院 
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都道府県 
認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

大阪府 
19施設 

242 9270155 更新 市立岸和田市民病院 

243 9270005 更新 

地方独立行政法人大阪府立

病院機構 大阪府立成人病セ

ンター 

244 9270133 更新 公益財団法人 浅香山病院 

245 9270553 更新 
株式会社 オー・ピー・エ

ル 

246 9270827 更新 

株式会社エスアールエルエ

スアールエル関西ラボラト

リー 

247 9270989 更新 
医療法人 平心会 大阪治

験病院 

248 9270297 新規申請 
医療法人徳洲会 岸和田徳

洲会病院 

249 9270189 新規申請 
社会福祉法人恩賜財団大阪

府済生会吹田病院 

250 9270744 新規申請 

地方独立行政法人大阪市民

病院機構大阪市立総合医療

センター 

251 9270102 新規申請 一般財団法人 住友病院 

252 9270183 新規申請 
一般財団法人 阪大微生物

病研究会 

253 9270046 新規申請 
社会医療法人 きつこう会 

多根総合病院 

254 9270371 新規申請 
医療法人 育和会 育和会

記念病院 

433 9270312 新規申請 
社会福祉法人 恩賜財団済

生会大阪府済生会野江病院 

兵庫県 
2施設 

255 9280083 更新 
独立行政法人 労働者健康

福祉機構  関西労災病院 

256 9280209 新規申請 医療法人協和会 協立病院 

奈良県 
9施設 

257 9290013 更新 
公益財団法人 天理よろづ

相談所病院 

258 9290017 更新 
公立大学法人 奈良県立医

科大学附属病院 

259 9290028 更新 
吉野町国民健康保険 吉野

病院 

260 9290108 更新 
医療法人友紘会 奈良友紘

会病院 

261 9290007 更新 
奈良市総合医療検査セン

ター 

262 9290030 新規申請 宇陀市立病院 

263 9290026 新規申請 奈良県立五條病院 

264 9290032 新規申請 

地方独立行政法人 奈良県

立病院機構 奈良県西和医

療センター 

265 9290008 新規申請 

地方独立行政法人 奈良県

立病院機構 奈良県総合医

療センター 

266 9300009 更新 
和歌山県立医科大学附属病

院 

和歌山県 
3施設 

267 9300025 更新 紀南病院 

268 9300007 新規申請 
独立行政法人 労働者健康

福祉機構 和歌山労災病院 

都道府県 
認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

鳥取県 
3施設 

269 9310027 更新 
国立大学法人 鳥取大学医

学部附属病院 

270 9310037 更新 
独立行政法人 労働者健康

福祉機構 山陰労災病院 

271 9310006 新規申請 鳥取市立病院 

島根県 
4施設 

272 9320001 更新 松江赤十字病院 

273 9320048 更新 
国立大学法人 島根大学医

学部附属病院 

274 9320024 新規申請 
独立行政法人国立病院機構 

浜田医療センター 

275 9320012 新規申請 島根県立中央病院 

岡山県 
20施設 

276 9330001 更新 
国立大学法人岡山大学岡山

大学病院 

277 9330062 更新 川﨑医科大学附属病院 

278 9330065 更新 

公益財団法人 大原記念倉

敷中央医療機構 倉敷中央

病院 

279 9330017 更新 岡山済生会総合病院 

280 9330060 更新 医療法人紀典会 北川病院 

281 9330067 更新 創和会 しげい病院 

282 9330068 更新 
倉敷医療生活協同組合総合

病院水島協同病院 

283 9330071 更新 
一般財団法人 倉敷成人病

センター 

284 9330082 更新 
株式会社 岡山医学検査セ

ンター 

285 9330097 更新 
一般財団法人 津山慈風会 

津山中央病院 

286 9330166 更新 
地域医療支援病院 赤磐医

師会病院 

287 9330170 更新 
備前市国民健康保険 市立

吉永病院 

288 9330174 更新 

公益財団法人 大原記念倉

敷中央医療機構 倉敷リ

バーサイド病院 

289 9330206 更新 
一般財団法人操風会 岡山

旭東病院 

290 9330207 更新 
岡山済生会昭和町健康管理

センター 

291 9330258 更新 
三井造船株式会社玉野事業

所 玉野三井病院 

292 9330280 更新 医療法人 平病院 

293 9330026 更新 総合病院 岡山協立病院 

294 9330121 更新 
真庭市国民健康保険湯原温

泉病院 

295 9930111 新規申請 
医療法人真生会 新見中央

病院 

広島県 
29施設 

296 9340006 更新 広島大学病院 

297 9340003 更新 県立広島病院 

298 9340061 更新 
広島県厚生農業協同組合連

合会 廣島総合病院 

299 9340010 更新 広島赤十字・原爆病院 

300 9340001 更新 
一般社団法人 広島市医師

会臨床検査センター 
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都道府県 
認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

広島県 
29施設 

301 9340039 更新 広島共立病院 

302 9340071 更新 

独立行政法人 国立病院機

構  呉医療センター・中国

がんセンター 

303 9340076 更新 済生会 呉病院 

304 9340083 更新 
公立学校共済組合 中国中

央病院 

305 9340084 更新 
株式会社 福山臨床検査セ

ンター 

306 9340092 更新 
広島県厚生農業協同組合連

合会 尾道総合病院 

307 9340093 更新 尾道市立市民病院 

308 9340128 更新 
一般社団法人 東広島地区

医師会 臨床検査センター 

309 9340134 更新 

地方独立行政法人 広島市

立病院機構 広島市立安佐

市民病院 

310 9340145 更新 医療法人社団 井野口病院 

311 9340215 更新 
社会福祉法人 恩賜財団 

済生会広島病院 

312 9340232 更新 
福山市医師会健康支援セン

ター 

313 9340013 更新 広島鉄道病院 

314 340101 更新 マツダ株式会社マツダ病院 

315 9340085 更新 福山市民病院 

316 9340103 更新 
社会医療法人 里仁会 興

生総合病院 

317 9340116 更新 
社会医療法人社団 陽正会 

寺岡記念病院 

318 9340211 更新 
医療法人社団 一陽会 原

田病院 

434 9340111 更新 県立安芸津病院 

319 9340022 新規申請 医療法人厚生堂 長崎病院 

320 9340188 新規申請 
特定医療法人財団 竹政会 

福山循環器病院 

321 934017 新規申請 医療法人信愛会日比野病院 

322 9340021 新規申請 福島生協病院 

323 9340143 新規申請 
医療法人社団光仁会 梶川

病院 

山口県 
8施設 

324 9350013 更新 山口大学医学部附属病院 

325 9350047 更新 

地方独立行政法人 山口県

立病院機構  山口県立総合

医療センター 

326 9350081 更新 
独立行政法人国立病院機構 

岩国医療センター 

327 9350003 更新 
下関市医師会臨床検査セン

ター 

328 9350120 新規申請 
公益財団法人山口県予防保

健協会 

329 9350078 新規申請 
山口県厚生農業協同組合連

合会 周東総合病院 

330 9350063 新規申請 
山口県厚生農業協同組合連

合会 小郡第一総合病院 

331 9350038 新規申請 済生会 山口総合病院 

都道府県 
認証

番号 
施設番号 

申請区

分 
施設名 

徳島県 
8施設 

332 9360006 更新 徳島大学病院 

333 9360030 更新 
日本赤十字社 徳島赤十字

病院 

334 9360009 更新 徳島市民病院 

335 9360025 更新 
株式会社 四国中検 徳島

検査所 

336 9360043 更新 
徳島県厚生農業協同組合連

合会 麻植協同病院 

337 9360047 更新 つるぎ町立半田病院 

338 9360053 更新 
徳島県厚生農業協同組合連

合会阿南共栄病院 

339 9360063 更新 
医療法人社団 弘誠会 浦

田病院 

香川県 
8施設 

340 9370069 更新 香川大学医学部附属病院 

341 9370020 更新 香川県立中央病院 

342 9370056 更新 
三豊総合病院企業団 三豊

総合病院 

343 9370032 更新 
医療法人財団博仁会 キナ

シ大林病院 

344 9370158 更新 
医療法人社団 清仁会 宇

多津浜クリニック 

345 9370014 更新 
NTT西日本高松診療所 予防

医療センター 

346 9370003 新規申請 さぬき市民病院 

347 9370150 新規申請 医療法人圭良会 永生病院 

愛媛県 
13施設 

348 9380071 更新 
国立大学法人愛媛大学   

愛媛大学医学部附属病院 

349 9380020 更新 
社会医療法人同心会 西条

中央病院 

350 9380032 更新 
社会福祉法人 恩賜財団 

済生会今治病院 

351 9380052 更新 
公益財団法人 愛媛県総合

保健協会 

352 9380094 更新 愛媛県立南宇和病院 

353 9380099 更新 愛媛県厚生連健診センター 

354 9380136 更新 
社会福祉法人恩賜財団 済

生会西条病院 

355 9380145 更新 医療法人明生会長谷川病院 

356 9380044 更新 愛媛県立中央病院 

357 9380067 新規申請 
社会福祉法人 恩賜財団済

生会松山病院 

358 9380001 新規申請 
公立学校共済組合 四国中

央病院 

359 9380018 新規申請 医療法人 住友別子病院 

360 9380185 新規申請 
株式会社 四国中検 松山

検査所 

高知県 
3施設 

361 9390131 更新 高知大学医学部附属病院 

362 9390046 更新 高知赤十字病院 

363 9390089 新規申請 高知県立あき総合病院 

364 9400111 更新 国立大学法人九州大学病院 

福岡県 
31施設 

365 9400045 更新 産業医科大学病院 

366 9400172 更新 久留米大学病院 



 

 都道府県 認証番号 施設番号 
申請

区分 
施設名 

長崎県 
6施設 

400 9420049 更新 佐世保市立総合病院 

401 9420013 更新 日本赤十字社長崎原爆病院 

402 9420056 更新 
社会医療法人財団白十字会 

佐世保中央病院 

403 9420229 更新 株式会社 ラボテック 

熊本県 
7施設 

404 9430004 更新 熊本大学医学部附属病院 

405 9430062 更新 
独立行政法人 労働者健康

福祉機構 熊本労災病院 

406 9430208 更新 

一般社団法人 玉名郡市医

師会立 玉名地域保健医療

センター 

407 9430127 新規申請 
公益財団法人 熊本県総合

保健センター 

408 9430105 新規申請 上天草市立上天草総合病院 

409 9430026 新規申請 
社会福祉法人 恩賜財団 

済生会熊本病院 

410 9430012 新規申請 熊本市立熊本市民病院 

大分県 
9施設 

411 9440085 更新 
国立大学法人 大分大学医

学部附属病院 

412 9440051 更新 
大分市医師会立アルメイダ

病院 

413 9440052 更新 大分県立病院 

414 9440152 更新 大分県済生会 日田病院 

415 9440066 更新 大分県厚生連 鶴見病院 

416 9440070 更新 
独立行政法人国立病院機構 

別府医療センター 

417 9440019 新規申請 
独立行政法人地域医療機能

推進機構南海医療センター 

418 9440064 新規申請 
医療法人野口記念会 野口

病院 

435 9440098 新規申請 
社会医療法人恵愛会 大分

中村病院 

419 9450012 更新 
社会医療法人同心会 古賀

総合病院 宮崎県 
2施設 

420 9450020 更新 宮崎大学医学部附属病院 

鹿児島県 
7施設 

421 9460002 更新 
鹿児島大学医学部・歯学部

附属病院 

422 9460019 更新 
株式会社ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｿﾛｼﾞｰﾗﾎﾞﾗﾄ

ﾘｰ鹿児島臨床検査センター 

423 9460004 更新 
公益財団法人昭和会 今給

藜総合病院 

424 9460015 更新 
公益財団法人 鹿児島県民

総合保健センター 

425 9460123 新規申請 曽於医師会病院 

426 9460085 新規申請 肝属郡医師会立病院 

427 9460003 新規申請 鹿児島市立病院 

沖縄県 
4施設 

428 9470001 更新 
国立大学法人 琉球大学医

学部附属病院 

429 9470077 更新 
社会医療法人仁愛会 浦添

総合病院 

430 9470014 新規申請 
医療法人おもと会 大浜第

一病院 

431 9470089 新規申請 
社会医療法人敬愛会 中頭

病院 
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都道府県 認証番号 施設番号 
申請

区分 
施設名 

福岡県 
31施設 

367 9400153 更新 株式会社麻生 飯塚病院 

368 9400080 更新 福岡大学病院 

369 9400004 更新 北九州市立医療センター 

370 9400117 更新 福岡赤十字病院 

371 9400411 更新 福岡大学筑紫病院 

372 9400280 更新 
株式会社 QOLセントラルラ

ボラトリーズ  

373 9400023 更新 
社会医療法人共愛会 戸畑

共立病院 

374 9400064 更新 
社会福祉法人福岡県済生会 

福岡総合病院 

375 9400073 更新 

地方独立行政法人福岡市立

病医院機構 福岡市立こど

も病院 

376 9400091 更新 医療法人 原三信病院 

377 404951 更新 
地方独立行政法人 福岡市

立病院機構 福岡市民病院 

378 9400113 更新 
公立学校共済組合 九州中

央病院 

379 9400114 更新 
独立行政法人国立病院機構

九州がんセンター 

380 9400116 更新 
独立行政法人 国立病院機

構 福岡病院 

381 9400128 更新 
株式会社 エスアールエル 

福岡ラボラトリー 

382 9400150 更新 社会保険 田川病院 

383 9400271 更新 
医療法人徳洲会 福岡徳洲

会病院 

384 9400274 更新 医療法人福西会福西会病院 

385 9400321 更新 
船員保険福岡健康管理セン

ター 

386 9400387 更新 
医療法人社団シマダ 嶋田

病院 

387 9400036 更新 

社会福祉法人恩賜財団 済

生会支部 福岡県済生会八

幡総合病院 

388 9400061 更新 
独立行政法人国立病院機構 

九州医療センター 

389 9400158 更新 社会保険 直方病院 

390 9400040 新規申請 
独立行政法人 医療機能推

進機構 九州病院 

391 9400177 新規申請 聖マリア病院 

392 9400371 新規申請 
特定医療法人 敬愛会 新

田原聖母病院 

393 9400024 新規申請 
公益財団法人 健和会 大

手町病院 

394 9400037 新規申請 
社会医療法人 製鉄記念八

幡病院 

佐賀県 
3施設 

395 9410055 更新 佐賀大学医学部附属病院 

396 9410003 更新 
地方独立行政法人 佐賀県

医療センター好生館 

397 9410009 更新 
佐賀県医師会成人病予防セ

ンター 

長崎県 
6施設 

398 9420009 更新 国立大学法人長崎大学病院 

399 9420079 更新 
独立行政法人国立病院機構 

長崎医療センター 
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★マタニティ＆ベビーフェスタ2015に参加して  
帝京大学ちば総合医療センター 八重島 梓 

 
 日本マタニティフィットネス協会が主催する

「マタニティ＆ベビーフェスタ2015」が４月４～

５日の２日間、パシフィコ横浜にて開催されまし

た。このイベントは妊娠・出産・子育てに関する

様々な知識や情報を“学んで、遊んで、体験でき

る”、妊婦と産後家族のための日本最大級のイベ

ントとして2005年より毎年開催され、今回で11回

目となります。２日間での来場者は前回を上回る

31,700人ということでした。 

 会場にはマタニティ

ビクスやマタニティヨ

ガ、ベ ビ ー マ ッ サ ー

ジ、パパの妊娠体験な

どができる「体験コー

ナー」、ハイハイ競争

や赤ちゃんの成長に合

わせた体験ができる

「ベビーパーク」や著名な医師や講師による特別

講演、ベビー用品の選び方から教育資金の貯め方

まで、プロの方に教えていただける「セミナー

コーナー」、お腹の赤ちゃんの様子がわかる「4D

超音波コーナー」、動脈硬化や血糖値検査などの

「ヘルスチェックコーナー」やさまざまな新製品

やサービスの紹介・販売を行っている「出展ブー

ス」などがありました。 

 私たち臨床検査技師は4D

超音波とヘルスチェック

コーナーで簡易血糖検査、

指尖ヘモグロビン濃度測

定、指尖酸素飽和度測定、

骨塩定量検査、動脈硬化測

定を行いました。私は骨塩

定量検査を担当しました。骨に含まれるカルシウ

ムなどのミネラル成分の量を測定します。超音波

が骨に伝わる速度や強さの変化を利用して骨量を

測定します。主に骨粗鬆症の診断・経過観察に実

施されています。検査結果が数秒で出るのでその

場で結果をお渡しすることができます。検査に来

られた方は妊婦から産後、そのご家族の方と様々

でした。 

 結果にはばらつきが見られるものの妊娠によって

母体のカルシウムが胎児に移行することや加齢や閉

経によるカルシウムが減少することをお話し、食生

活でカルシウムやビタミンDの摂取、適度な運動を

するよう勧めました。夫婦で結果を見比らべたり、

妊婦さんは結果を気にしている方が多く質問をされ

る方もいらっしゃいました。4D超音波は体験人数が

限られていて抽選でしたが、ほかの検査はどなたで

も受けられるため妊婦の方以外にも夫婦や親子で一

緒に受けられる方が多く２日間とも大盛況でした。 

 イベントのお手伝いをするのは初めてのことでと

ても新鮮な経験でした。学ぶことがまだあることを

実感しました。ここでの経験を日々に生かして行き

たいと思います。またこのような機会があれば是非

参加したいと思います。 

（編集後記）「人って、稀少なモノに価値を置き、稀少なモノの所有に喜びを見出しているのでは？」と聞きまし

た。確かに誰も持っていない物に執着を持ってしまったり価値を付けたりしている自分があります。過剰にあふれる

物に囲まれて本当に大切なものがぼやけてきています。それと在って当たり前と思っている水や空気や家族。本当は

無くてはならない存在ですね。たまにはそんな所に気持ちを置いてみてもいいかもしれません。間もなく母の日で

す。                                              【中井】 

★臨床検査技師が担当したブース★ 

【臨床検査技師の業務についてVTRにて紹介】 

【簡易血糖検査】 

【指尖ヘモグロビン濃度測定】 

臨床検査技師の仕事をア

ピール 

ヘルスチェックコーナー

で自身の健康状態を確認 


