
【資料１】          研修会等開催状況  

先駆的研修会 
第1回日臨技骨髄像研修会 
肺塞栓症における下肢静脈エコー研修会  
第3回神経生理研修会  
第4回遺伝子・染色体研修会  
Structural Heart Disease (SHD) における超音波検査研修会  
第1回がんゲノム医療コーディネーター取得に向けた講習会  
第1回WSI（バーチャルスライド）実技講習会  

平成29年8月26・27日 
平成29年9月2日 
平成29年11月4・5日 
平成29年12月9・10日 
平成30年2月17・18日 
平成30年2月24日 
平成30年2月25日 

文京学院大学 
当会会館 
当会会館 
京都保健衛生専門学校 
当会会館 
損保会館 
ｻｸﾗﾌｧｲﾝﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 

関連団体と連携した研修会 

輸血テクニカルセミナー2017 平成30年3月17～18日 東邦大学医学部大森キャンパス 

支部運営 

支部指定講習会 
輸血テクニカルセミナー支部伝達講習会 

北日本支部            
関甲信支部 
首都圏支部 
中部圏支部 
近畿支部 
中四国支部 
九州支部 

平成29年12月2・3日 
平成29年12月9・10日 
平成29年12月16・17日 
平成29年9月9・10日 
平成29年9月16・17日 
平成29年11月25・26日 
平成29年7月8・9日 

東北大学医学部保健学科

山梨大学医学部キャンパス 
横浜市立大学医学部 
北陸大学医療保健学部 
兵庫医科大学病院 
岡山大学歯学部棟 
鹿児島大学医学部 

支部の特性を活かした研修会 

北日本支部 7 回   関甲信支部 7 回   首都圏支部 4 回   中部圏支部 6 回 
近 畿支部 7 回   中四国支部 6 回   九 州支部 9 回 

 
職能開発 
 
平成29年度医療安全管理者養成講習会（第1クール） 
平成29年度医療安全管理者養成講習会（第2クール） 
平成29年度医療安全管理者アドバンスコース 
医療現場における職能向上のための検査技師育成研修会 
第3回乳房超音波技術講習会  

平成29年10月13～15日 
平成29年11月17～19日 
平成29年12月2・3日 
平成29年12月8・9日 
平成30年1月20・21日 

当会会館 
当会会館 
当会会館 
当会会館 
東邦大学医学部大森キャンパス 

 
 
日臨技認定センター 関連研修会の開催 

認定試験受験指定講習会 
認定救急検査技師制度 第1回指定講習会（東京） 
認定救急検査技師制度 第2回指定講習会（大阪） 
認定救急検査技師制度 第3回指定講習会（福岡） 
認定救急検査技師制度 第4回指定講習会（名古屋） 
認定救急検査技師制度 第5回指定講習会（埼玉） 
認定病理検査技師制度 指定講習会 
認定病理検査技師制度 資格更新指定講習会 
認定監理検査技師制度 講習会 
認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師制度 指定講習会 
認定認知症領域検査技師制度 指定講習会 

平成29年4月16日 
平成29年7月23日 
平成29年8月20日 
平成29年9月10日 
平成29年10月15日 
平成29年7月8・9日 
平成30年1月27・28日 
平成29年10月7・8日 
平成29年11月3日 
平成30年2月24・25日 

文京学院大学  
大阪医科大学  
九州大学病院  
八神製作所  
埼玉会館  
名古屋市立大学  
タイム24ビル  
当会会館  
当会会館  
名古屋市立大学  

資格更新・育成研修会 
認定心電検査技師資格更新研修会  
認定心電検査技師育成研修会（東京）  
認定心電検査技師育成研修会（高知）  
認定心電検査技師育成研修会（北海道）  
認定心電検査技師育成研修会（熊本）  

平成29年7月29・30日 
平成29年10月7日 
平成29年10月21日 
平成29年11月12日 
平成29年11月23日 

帝京大学 
全水道会館 
高松市文化プラザかるぽーと

札幌医科大学 
熊本保健科学大学 
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認定心電検査技師育成研修会（京都）  
認定一般検査技師育成研修会  
認定一般検査技師資格更新研修会  
認定認知症領域検査技師JSDP 技師講座  
認定認知症領域検査技師スキルアップセミナー  

平成29年12月3日 
平成29年9月17・18日 
平成29年10月1日 
平成29年5月13・14日 
平成29年9月23日 

京都テルサ 
東北大学星陵キャンパス 
埼玉市民会館おおみや 
鳥取大学 
岡山ｺﾝﾍ゙ ﾝｼｮﾝｾﾝﾀー  

認定試験 
認定一般検査技師制度 第12回認定試験        
認定病理検査技師制度 第4回認定試験 
認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師制度 第4回認定試験 
認定救急検査技師制度認定試験 第2回認定試験（※通算第5回）

認定心電検査技師制度 第11回認定試験 
認定臨床染色体遺伝子検査師 第11回認定試験 
認定認知症領域検査技師制度 第4回認定試験 2会場同時開催 

平成29年11月26日 
平成29年11月26日 
平成29年12月2日 
平成29年12月3日 
平成29年12月17日 
平成29年12月17日 
平成29年12月23日 

航空会館  
東海大学高輪キャンパス

東京工科大学  
文京学院大学、大阪医大

日本教育会館  
当会会館  
東京 海洋 大学 、あ べの ハル カス

 
渉外 
日臨技医療政策企画 

臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会A 
第2回 病棟業務に必要な能力開発実践研修会 
第3回 病棟業務に必要な能力開発実践研修会 
第4回 病棟業務に必要な能力開発実践研修会 

医療現場における職能向上のための臨床検査技師育成講習会（他職種を知る）企画担当者研修会 

平成29年4月8・9日 
平成29年7月29・30日 
平成29年10月14・15日
平成30年2月11・12日 
平成29年12月8～10日 

米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

ニプロi-MEP 

ニプロi-MEP 

ニプロi-MEP 

当会会館 
 
組織強化 
 
地域ニューリーダー育成研修会 
PSG研修会 

平成30年1月12～14日 
平成30年3月18日 

当会会館 
当会会館 
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【資料２】              支部の運営 
1）支部学会 

支部 開催日時／会場 参加人数 演題数

北日本 
会 期：平成 29 年 10 月 14 日（土）～15 日（日） 
会 場： 秋田県総合生活文化会館アトリオン 
テーマ： 深化×伸化×新化 ～臨床検査の技と美を追求する～ 

830 153 

関甲信・ 

首都圏 

会 期：平成 29 年 10 月 28 日（土）～29 日（日） 
会 場： ラフレさいたま 
テーマ： 臨機応変 ～時代の変化を捉え 新たなる可能性を切り拓く～ 

1,630 181 

中部圏 

会 期：平成 29 年 9 月 30 日（土）～10 月 1 日（日） 
会 場：名古屋国際会議場（白鳥ホール・2 号館） 
テーマ：未来を担う医療人として～As medical professionals responsible for the future～

愛知からの変革 チーム医療、先駆的医療への取組み 

1,460 152 

近畿 
会 期：平成 29 年 10 月 28 日（土）～29 日（日） 
会 場：国立京都国際会館 
テーマ：Progress ―創意工夫でひろがる臨床検査― 

2,284 159 

中四国 
会 期：平成 29 年 11 月 11 日（土）～12 日（日） 
会 場： 海峡メッセ下関、下関市生涯学習プラザ 
テーマ： 臨床検査 未来への躍進 ―50 年の時間を重ねて― 

1,214 160 

九州 
会 期：平成 29 年 10 月 21 日（土）～22 日（日） 
会 場：長崎ブリックホール 
テーマ：繋 ～未来へ向けての挑戦～ 

1,198 120 

 
2）支部幹事会 年 2 回開催 

北日本 
平成 29 年 6 月 9 日（金）14 時 30 分～17 時     （札幌医科大学 基礎棟 5 階 共通会議室） 

平成 30 年 2 月 23 日（金）14 時 30 分～17 時  （リッチモンドホテルプレミア仙台駅前 会議室） 

関甲信 
平成 29 年 7 月 15 日（土）15 時～18 時             （ホテルメトロポリタン高崎） 

平成 30 年 2 月 10 日（土）16 時～20 時              （三井ガーデンホテル千葉） 

首都圏 
平成 29 年 7 月 16 日（日）9 時～10 時 30 分           （ホテルメトロポリタン高崎） 

平成 30 年 3 月 3 日（土）15 時～18 時            （東京都臨床検査技師会 事務所） 

中部圏 
平成 29 年 9 月 29 日（金）13 時～17 時             （サイプレスガーデンホテル） 

平成 30 年 2 月 24 日（土）13 時～17 時              （名古屋駅前 ABC 貸会議室） 

近畿 
平成 29 年 7 月 15 日（土）14 時～16 時           （大阪府臨床検査技師会 事務所） 

平成 30 年 1 月 20 日（土）15 時～17 時           （大阪府臨床検査技師会 事務所） 

中四国 平成 29 年 7 月 1 日（土）15 時～17 時        （ホテルグランヴィア岡山 4 階「さくら」）

九州 
平成 29 年 10 月 20 日（金）15 時～17 時        （長崎ブルックホール 3 階 第 5 会場） 

平成 30 年 2 月 17 日（日）14 時～17 時                  （博多八仙閣本店） 

 

 
3）支部内連絡会議 年 1 回開催 

北日本 平成 29 年 10 月 13 日（金）14 時～17 時           （秋田ビューホテル 5 階会議室） 

関甲信 平成 29 年 10 月 28 日（土）17 時 30 分～18 時 30 分       （ラフレさいたま 第 V 会場） 

首都圏 平成 29 年 11 月 4 日（土）15 時～18 時           （東京都臨床検査技師会 会議室） 

中部圏 平成 29 年 7 月 1 日（土）13 時～17 時              （名古屋駅前 ABC 貸会議室） 

近畿 平成 29 年 10 月 28 日（土）17 時～18 時                 （国立京都国際会館） 

中四国 平成 29 年 11 月 10 日（金）15 時 30 分～17 時 30 分    （海峡メッセ下関 8 階 804 会議室） 

九州 平成 29 年 7 月 8 日（土）14 時～17 時 30 分                （博多八仙閣本店） 
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派遣役員

　日本医師会 　精度管理検討委員会委員 細萱茂実

　日本衛生検査所協会   衛生検査所業公正取引協議会運営委員 横地常広・深澤恵治

　日本医療技術者団体連絡協議会   会長＝日臨技　経理＝視能訓練士　事務＝ 宮島喜文

  評議員 横地常広

  衛生検査所専門部会・調査指導中央委員会　副委員長 横地常広

  衛生検査所専門部会委員 深澤恵治

  医療機器保守点検部会委員 深澤恵治

深澤恵治

長沢光章

  ISO/TC212　国内検討委員会(団体委員) 細萱茂実

　WG１:臨床検査室における品質（質）と能力 篠原克幸　久末直子

　WG２:基準システム 山本慶和　大久保滋夫　細萱茂実(兼任)

　WG４:抗菌薬感受性検査 長沢光章

　WG５:バイオリスク・マネージメント 長沢光章(兼任)

 臨床検査基準範囲共用化委員会 小島佳也　細萱茂実

 標準採血法検討委員会 千葉正志

 用語委員会 千葉正志

　認証委員会  認証委員会委員 細萱茂実

 副理事長 宮島喜文

 監事　/　理事 横地常広 / 長沢光章 丸田秀夫 深澤恵治

診療報酬改定に関する小委員会 林　亮　　　山本幸治

診療報酬制度に関する小委員会 永井正樹

臨床検査の品質・精度管理に関する小委員会 横地常広

在宅医療における臨床検査の小委員会 深澤恵治

　広報・編集委員会 深澤恵治　小澤　優

　理　事 横地常広

　代議員　補欠代議員 深澤恵治　下田勝二

　HbA1c適正運用機構 永峰康孝

  日臨技-JSLM合同未来構想ワーキンググループ 長沢光章

　学術集会企画委員会 長沢光章  代理者 片山博徳　横地常広

  日本臨床検査同学院 　神経生理学試験委員 高橋　修

　独立行政法人産業技術総合研究所計量標準管理センター 　標準物質トレーサビリティ認証委員会委員 細萱茂実

　医療機器センター 　評議員 横地常広

　公益財団法人　結核予防会 　結核研究奨励賞選考委員会委員 岡田茂治

  支援委員 横地常広

  16回学会プログラム委員　/　17回学会プログラム委員 長谷山貴博 /　東影明人

  日本認知症予防学会   理　事 深澤恵治

  日本臨床検査自動化学会   POC技術委員会 岡田 健　 小島佳也

　日本適合性認定協会   臨床検査室　技術委員会 横地常広　代理者 滝野　寿

  理　事 長沢光章

  評議員 千葉正志　岡田茂治

  認定委員会委員 岡田茂治

  認定基準策定委員会委員 長沢光章

　日本臨床化学会 　酵素・試薬専門委員会プロジェクト 大澤智彦

  日本輸血・細胞治療学会 　輸血検査に係る臨床検査技師への「共同事業協議会」 千葉正志　岡田茂治

　一般社団法人日本病理学会 　病理検体処理ガイドライン策定ワーキンググループ 滝野 寿   徳永英博

  副理事長 片山博徳

  理　事 古屋周一郎

  代　表 梅宮敏文

  企画・運営委員会 梅宮敏文

　一般社団法人日本臨床検査学教育協議会 　監　事 横地常広

　公益社団法人日本腫瘍学会 横地常広

　特定非営利活動法人がんの早期診断・治療に必要な病理診断の総合力を
向上させる会

　理　事 宮島喜文

  副理事長 宮島喜文

  事務局長 西浦明彦

　認定輸血検査技師制度協議会   委  員 長沢光章

　　同　審議会   委　員 西浦明彦　岡田茂治

　認定臨床微生物検査技師制度協議会   委　員 宮島喜文

　　同　審議会   委　員 西浦明彦　岡田茂治

　サイトメトリー技術者認定協議会   委　員 椙山広美

　　同　審議会   委　員 西浦明彦　岡田茂治

　認定血液検査技師制度協議会   委　員 西浦明彦

　　同　審議会   委　員 宮川朱美

　Asia Association of Medical Laboratory Scientists(AAMLS)   理　事 宮島喜文

　International Federation of Biomedical Laboratory Science
（IFBLS)

　理　事 片山博徳

　国際医療技術交流財団(JIMTEF)   理　事 横地常広

　同　　JIMTEF災害医療委員会 　委　員 丸田秀夫

　医療関連サービス振興会

　チェックリスト再改定に係るワーキンググループ

【資料３】　　　　　　　　　　平成29年度　各種団体・学会　派遣一覧

団
 
 
体
　
　
・
　
　
学
　
会

　日本臨床検査標準協議会　(JCCLS)

　理　事

　国際委員会

　臨床検査振興協議会

団　体・学　会 役　職　名

　教育・出版委員会

　診療報酬委員会

  医療政策委員会

　役　員

認
定
検
査
技
師
機
構

　認定検査技師機構

　がんゲノム医療従事者事業がんゲノム医療コーディネーター養成委員会（仮称）

海
外

  チーム医療推進協議会

  CRC あり方会議支援委員会

　日本栄養療法推進協議会

  特定非営利活動法人　日本病理精度保証機構

　日本臨床検査医学会
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【資料４】

部門 担当 委員会・WG

標準化委員会

免疫ハーモナイゼーションWG

精度保証施設認証WG

血球形態標準化WG

基幹施設管理WG

基幹検査室WG

一般検査穿刺液標準化WG

血液凝固検体取扱い標準化WG

精度管理調査委員会

精度管理調査・臨床化学WG

精度管理調査・免疫血清WG

精度管理調査・微生物WG

精度管理調査・血液WG

精度管理調査・細胞WG

精度管理調査・一般WG

精度管理調査・生理WG

精度管理調査・輸血WG

精度管理調査・病理WG

精度管理調査・遺伝子WG

品質・精度保証準備室WG

品質・精度保証検証WG

都道府県助成制度WG

学術・技術振興 学会組織員会

学術企画WG

講習会/セミナー企画WG

医療現場における職能向上のための検査技師育成講習会WG

eラーニング推進WG

医療安全委員会

教育研修2 厚労省指定講習会（検体採取等講習会）WG

国際WG

カンボジアにおける臨床検査の質の向上事業WG

第66回学会運営部会

第67回学会運営部会

第68回学会運営部会

支部長連絡会議

支部内連絡会議

支部幹事会

学術委員会

認定一般検査技師制度　研修会WG

認定一般検査技師制度　試験WG

認定一般検査技師　審議会

認定臨床染色体遺伝子検査師制度　試験WG

認定臨床染色体遺伝子検査師制度　審議会

認定心電検査技師制度　試験更新・研修会WG

認定心電検査技師制度　試験WG

認定心電検査技師制度　審議会

認定監理検査技師制度　審議会

認定監理検査技師制度　カリキュラムWG

認定監理検査技師制度　資格更新・研修会WG

認定病理検査技師制度　試験WG

認定病理検査技師制度　標準化WG

認定病理検査技師制度　審議会

認定病理検査技師制度　資格更新・研修会WG

病理・細胞症例特集号　編集部会

　平成２９年度　委員会・部会・ワーキンググループ設置状況

認　　定

そ
の
他
事
業

国際協力

精度管理

支　　部

精度保証（標準化）

教育研修3

実
施
事
業

実施事業共通

教育研修1

学　　会
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認定認知症領域検査技師制度　試験WG

認定認知症領域検査技師制度　講習会・研修会WG

認定認知症領域検査技師制度　審議会

認定認知症領域検査技師制度　カリキュラム・テキスト作成WG

認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師　試験更新・研修会WG

認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師　試験WG

認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師　審議会

認定救急検査技師制度　資格更新・研修会WG

認定救急検査技師制度　試験WG

認定救急検査技師制度　審議会

認定救急検査技師制度　広報WG

認定センター認定制度協議会

認定センター中央認定委員会

出　　版 出版WG(医学検査・技術教本・従来印刷物）

公益事業WG

医療政策WG

診療報酬対策委員会

チーム医療実践WG

メディカルスタッフ業務推進WG

グレーゾーン（職域）WG

在宅業務WG

災害対策WG

データ解析WG

認知症WG

病棟業務推進施設連絡協議会

臨床検査技師教育検討委員会

定款・諸規程変更検討委員会

組織強化WG

連携強化WG

設立母体別代表者会議

予算委員会

人事委員会

表彰委員会

報酬等審議委員会

予算管理WG

倫理委員会

利益相反委員会

65周年事業WG

広報WG

システムWG

資格審査委員会

役員候補者選出委員会

事務管理 事務局体制WG

共済 共済制度委員会

認　　定

そ
の
他
事
業

組織対策

組織運営

組
織
運
営
・
組
織
対
策

渉　　外
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【資料５】　

平成25年度
(H26/3/31)

平成26年度
(H27/3/31)

平成27年度
(H28/3/31)

平成28年度
(H29/3/31)

平成29年度
(H30/3/31)

01 北海道 2,877 2,912 2,992 3,063 3,118
02 青森県 583 586 605 614 634
03 岩手県 543 535 542 552 571
04 宮城県 972 987 1,030 1,044 1,080
05 秋田県 603 592 590 589 588
06 山形県 586 598 610 610 605
07 福島県 1,040 1,063 1,092 1,096 1,109
15 新潟県 1,275 1,282 1,305 1,336 1,357
99 日臨技 17 25 64 85 109

［北日本支部］ 8,496 8,580 8,830 8,989 9,171
08 茨城県 1,108 1,155 1,195 1,201 1,221
09 栃木県 854 873 890 888 926
10 群馬県 921 945 959 991 1,023
11 埼玉県 2,322 2,461 2,607 2,753 2,912
19 山梨県 436 439 456 457 472
20 長野県 1,249 1,270 1,314 1,334 1,360
99 日臨技 49 83 177 211 271

［関甲信支部］ 6,939 7,226 7,598 7,835 8,185
12 千葉県 1,759 1,858 1,932 2,041 2,105
13 東京都 4,581 4,859 5,277 5,539 5,809
14 神奈川県 2,945 3,081 3,218 3,305 3,364
99 日臨技 96 184 382 473 620

［首都圏支部］ 9,381 9,982 10,809 11,358 11,898
16 富山県 532 537 555 563 574
17 石川県 652 671 683 698 703
21 岐阜県 768 786 822 830 846
22 静岡県 1,507 1,542 1,613 1,642 1,673
23 愛知県 2,817 2,897 3,091 3,177 3,269
24 三重県 642 643 659 673 690
99 日臨技 33 53 120 158 203

［中部圏支部］ 6,951 7,129 7,543 7,741 7,958
18 福井県 338 338 374 386 392
25 滋賀県 474 500 526 537 565
26 京都府 842 879 965 1,025 1,093
27 大阪府 2,593 2,741 2,981 3,111 3,249
28 兵庫県 1,519 1,575 1,698 1,796 1,875
29 奈良県 540 581 596 603 613
30 和歌山県 321 324 345 345 360
99 日臨技 218 239 361 424 492

［近畿支部］ 6,845 7,177 7,846 8,227 8,639
31 鳥取県 315 320 329 327 332
32 島根県 433 425 442 433 441
33 岡山県 1,261 1,304 1,343 1,365 1,401
34 広島県 1,565 1,620 1,690 1,750 1,789
35 山口県 727 749 768 793 795
36 徳島県 419 416 430 437 442
37 香川県 624 635 661 669 685
38 愛媛県 737 754 786 799 803
39 高知県 618 621 634 657 657
99 日臨技 23 41 77 96 129

［中四国支部］ 6,722 6,885 7,160 7,326 7,474
40 福岡県 2,844 2,937 3,081 3,183 3,243
41 佐賀県 299 306 326 323 315
42 長崎県 774 800 829 857 869
43 熊本県 1,039 1,090 1,152 1,193 1,221
44 大分県 672 700 731 760 787
45 宮崎県 412 431 458 475 478
46 鹿児島県 513 527 588 611 619
47 沖縄県 635 673 733 778 826
99 日臨技 23 55 113 149 176

［九州支部］ 7,211 7,519 8,011 8,329 8,534
98 その他（支部不明）
99 日臨技（支部不明） 1

［支部不明］ 0 0 0 0 1
【合計】 52,545 54,498 57,797 59,805 61,860

所属都道府県技師会

平成29年度入金会員数推移
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【資料６】   
 


