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 平成 22 年 6 月 30 日 

社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

会 長 髙田 鉃也  殿 

 

            第 3 次マスタープラン検証委員会 

                委員長  小田辺なお子 

                委員   才藤 純一 

                     川島 徹 

                     土居 修 

                     高木 義弘 

                     椙山 広美 

                     原田 佳代子 

                     山地 ひろみ 

                     佐藤 圭永 

                     藤波 朊子 

                     江角 智子 

                担当理事 金子 健史 

 

答 申 書 

 

本委員会へ諮問のありました事項について検討を行い、第 3 次マ

スタープラン検証報告としてまとめましたので、答申いたします。 

 

              記 

 

Ⅰ 諮問事項 

1.社団法人日本臨床衛生検査技師会 第 3 次マスタープランの

検証 

2.その他、当会運営および事業等に関する意見 

 

Ⅱ 経緯  

平成 16 年第 3 次マスタ－プランが答申されてから 7 年が経過

した。答申書は社団法人日本臨床衛生検査技師会（以下日臨技）

倫理綱領に基づき「国民の健康に貢献する医学検査の実践と普

及」を骨子に掲げ、中期的展望にたった 7 項目の基本目標により

策定されている。これまで日臨技はこの基本計画に沿って事業を

展開し、多くの懸案事項にも取り組んできた。 

しかし、この間の医療を取り巻く社会情勢の急激な変化等を考

慮すると、本マスタープランの実践は充分とは言えず、早急に検

証すべき時期を迎えている。 

臨床検査技師に求められるものも、高度な専門的技術にとどま

らず、チーム医療の一員としての豊かな教養と人間性が重要にな

っている。 

日臨技の役割としては、会員の資質向上、社会的地位向上、業

務・職域の確保に向けた取り組みが重要課題になっている。 

また、第 3 次マスタープラン策定時には具体化されていなかっ

た医療制度改革や新公益法人制度に対する事業検討も求められ

ている。 

そのような中、平成 21 年に召集された女性部会は、10 年後の

日臨技のあるべき姿を模索し、「日本臨床衛生検査技師会の諸運

営に関する提言書」を提出した。 

地位向上・診療報酬・人材育成・会員確保・環境整備・公益事

業・意識調査の 7 項目に関し、日臨技が抱える課題と取り組みに

ついて提言している。 

このことから、本マスタープラン検証委員に昨年度の女性部会

委員が加えられた。 

日臨技が、社会的認知を獲得し、真に国民の健康に貢献できる

職能団体として発展的に存在できるよう、組織力の強化に努めな

ければならない。 

同時に会員に対しては、「社会・組織に対する行動と責任の重

要性」を啓蒙し、意識改革と男女を越えた、人としての質的成長

を推進していかなければならない。 

10 年後を見据えた組織体制と目標設定、社会状況に即した事

業展開を検討する第一段階として、第 3 次マスタ－プラン答申書

を検証した。 

 

Ⅲ 委員会の開催 

.第 1 回委員会  平成 22 年 5 月 15 日（土） 

     .第 2 回委員会  平成 22 年 6 月 12 日（土） 

 

Ⅳ 検証とその内容 

第 3 次マスタ－プラン要綱は、「地位・制度」、「組織・運営」、

「日本医学検査学会」、「出版事業」、「行政・関係省庁」、「関連団

体・関連学会」、「国際交流・国際協力」の 7 つの領域に分類され、

それぞれの領域に「基本目標」、「行動目標」、「中期計画」が設定

されている。下記にその概略を示し、領域ごとに検証を報告する。 

 

倫理綱領 

1. 会員は、臨床検査の担い手として、国民の医療及び公衆衛生 

の向上に貢献する。 

1. 会員は、学術の研鑽に励み、高い専門性を維持することに努 

める。 

1. 会員は、適切な臨床検査情報の提供と管理に努め、人権の尊 

重に徹する。 

1. 会員は、医療人として、医療従事者相互の調和に努め、社会 

福祉に貢献する。 

1. 会員は、組織人として、会の発展と豊かな人間性の涵養に努

め、国民の信望を高める。 

 

第 3 次マスタープラン基本目標 

「国民の健康に貢献する医学検査の実践と普及」 

 

実践のための 7 項目とそれぞれの目標設定 

[項 目]        [目    標] 

1．地位・制度： 公益法人としての理念と姿勢の明確化 

第 3次 マスタープラン検証終了！ 
平成 22 年 6月 30 日、第 3次マスタープラン検証委員会(委員長：小田辺なお子)より、答申書が提出された。 

以下に、答申書の内容(全文)を掲載する。これにより、新たなプランが策定されることとなる。 
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2．組織・運営： 基盤の強化・執行部体制の見直し・時代に即し

た業務と監査 

3．日本医学検査学会： ｢日本医学検査学会｣の位置付けの向上 

4．出版事業： 医学検査」の普及および医療情報の提供とその啓 

 発 

5．行政・関係省庁： 検査技師に関する資格、教育、業務の地位 

向上 

6．関連団体・関連学会：主体性をもった関連団体、関連学会と 

 の協調および連携 

7．国際交流・国際協力：国際交流・国際協力を通しての検査技

師の質的向上 

 

1．地位・制度 

公益法人についての姿勢を明確にし、職能団体として国民への

アピールを強化していく必要がある。様々なキャンペーンを通じ

て臨床検査技師が認知され、直接患者に接する業務拡大や推進が

なされるよう努力しなければならない。 

また専門化・高度化する技師教育の取り組みも重要課題である。

通信大学・放送大学等の利用、指定大学への卒後教育受入依頼、

学位取得に向けた支援体制の確立などを推進する必要がある。 

第 3 次マスタ－プラン策定以降、地位や認知の向上につながっ

たとは言いがたく、地位・制度向上に向けた取り組みは女性部会

の提言書にも筆頭に挙げられている。 

職能団体における、 

1) 国民へのアピール 

2) 技師教育への取り組み 

3) 医療情報の提供責任と説明責任 

4) 臨床検査部門の管理運営 

5) 管理基準体制の整備と実践 

といった取り組みは、終わることなく継続しなければならない。 

法改正の実現と新分野への進出のためには、 

1) 業務制限法制化 

2) 在宅医療への進出 

3) 検診事業への関わり 

等がマスタープランに述べられている。 

新会長のもと平成 22・23 年度執行体制が示されたが、この法

改正については渉外法制部が過去の要望書からの懸案事項の確

認と選別を行うなどの具体的な取り組みにすでに着手している。 

 日臨技主導による認定制度には、認定一般検査技師、認定心電

検査技師、認定臨床染色体遺伝子検査技師等がある。 

この認定資格以外にも臨床検査技師認定機構による認定資格

もあり、多数の認定取得技師が誕生している。 

平成 21 年度からは資格更新のための研修会開催の取り組みも

始まり、専門性の高い知識と技術を持った認定技師制度も確立さ

れつつある。 

職能団体として、また個人のスキルアップのためにもこの制度

の活用は有効であり、さらなる充実と今後認定資格を取得した技

師が増加するにあたり、地位の向上や認定検査技師診療報酬加算

などの取り組みも望まれる。 

第 3 次マスタープランに記されている 

1） 日本医療機能評価機構や ISO の認証・認定の審査員とし

て参加できる認定資格 

2） 現場に密着し、EBM に基づいた臨床検査のコンサルテー

ションを担う認定資格 

3） 検査総合管理を担う認定資格 

等については今後も検討されなければならない。 

平成 4 年より始まった日臨技生涯教育制度は、自発的な学習を

援助するシステムとして高く評価される。 

とくに、平成 19 年より基礎教科と専門教科からなる 5 年サイ

クルの新制度がスタートした。この新制度により平成 17 年～19 

     年の第 11 クールでは 7,931 名の終了者となった。 

     また平成 20 年の卖年度でも修了者は 1,014 名で、

この結果、県によって修了者に差はあるものの、全体では高い履

修率となった。この生涯教育制度は、会員の履修状況が把握出来

る有効なシステムであるが、日臨技や都道府県技師会開催の研修

会は都市部に集中する傾向にある。 

さらなる履修率向上のためには、研修内容の充実と共に研修会

に参加困難な遠隔地の会員や子育て中の女性会員、休職中の会員

にも配慮して、ｅ-ラ－ニングを充実し履修を可能とする取り組

みが望まれる。 

1） 検査研究部門と地区検査研究部門の在り方 

2） 診療科別(臓器別)医学検査研修会の設置 

3） 卒前・卒後教育の整備 

4） 臨床検査技術の指導要領の作成と習得 

5） 認証・認定取得の啓発 

6） チーム医療等の取り組み 

等の事項は、新執行体制の教育研修部において推進される予定

である。ことにチーム医療への参画に関する検討は、検査技師の

身分保障や地位向上にも関わる重要な課題であり、今後の最優先

としてとらえ積極的に取り組んでいかなければならない。 

 

2．組織・運営 

平成 22 年に新執行体制が整い、組織再編が行われたことは高

く評価するものである。時代に即した組織の再編は事業を円滑に

推進する上で重要なことと考える。 

組織運営は日臨技の根幹であり磐石な基盤のもとに組織と執

行部体制の強化が望まれる。 

第 3 次マスタープランに挙げられる、 

1） 外郭組織団体の設立 

2） 事業部の新設 

3） 常設委員会や臨時的な委員会の設置 

4） 事業計画検討委員会の設置 

5） 環境問題を扱う部の設置 

等は今期を含め組織体制が改革されてきたと言える。 

執行部体制の強化についても新執行体制のもとに、 

1) 支部制の導入 

2) 理事定数 

3) 専務理事の定数と業務・職務権限の明文化 

4) 監査法人による外部監査・業務監査 

等がすでに検討・実施されており、その運用に期待したい。 

女性理事の登用については、日臨技の会員構成の特性を考慮し

積極的に進めていくことを女性部会の提言書も喫緊の課題とし

ている。クオータ制度採用も一つの方法と考える。女性会員の働

きやすい環境整備を目標に取り組んでいきたい。 

 財政基盤における、 

1) 会員の入会対策 

2) 会員構成および会費の取り扱い 

等については、女性部会の提言書でも重要な課題として捕らえ

ている。一般会員の会費が大きな収入源であり、入会対策は地区

技師会並びに都道府県技師会と協力してあたるべきである。 

しかし近年、団塊の世代の退職と雇用不安、そして臨床検査技

師業務が細分化されたことによる専門学会への入会等が影響し

て、会員数は減尐傾向にある。 

国家資格を有する職能団体として、有資格者全員の入会が望ま

れるところであるが、現実には厳しく、「存在して価値ある・会

員に信頼される日臨技」を目指すことが重要である。 

女性部会の提言書では、 

1) 会員向け 

2) 新規・新卒向け 

3) 職種アピールのための手段 

等に分けてその提案を述べている。会員数５万人を誇る職能団

体としては、更に入会対策を推進し組織力の強化に努めていく必

要がある。 
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3．日本医学検査学会 

日本医学検査学会(以下「全国学会」という)は、日臨技事業の

中で職能活動とともにその根幹をなすものである。 

医学界における全国学会の位置付けの向上も目指している。第

3 次マスタープランに掲げた、「全国学会の独立とあり方検討」

をもとに、学会あり方委員会が設置され、見直しが行われた。そ

の新しい答申書により、平成 22 年度の学会からは新運営で開催

されているが、様々な課題も報告されており、公益事業Ⅱ部で検

討が進められている。 

いずれにしても、常に時代に即した学会のあり方、交通の利便

性、地区技師会の活性化等を考慮し、会員が参加しやすい新しい

学会企画での開催が必要である。 

 

4．出版事業 

出版事業は、国民に良質な医療情報の提供という重大な責務を

負っており、企画・運営等に関わるスタッフの充実が必須である。

また、技術マニュアル書をはじめ各種テキスト等の学術書は、会

員に対してより高度な技術取得の場を等しく提供することから

内容の充実と質の向上を目指す必要がある。 

現在、JAMTIS では会誌「医学検査」検索ができるが、“閲覧”

という視点に立った見直しや、この枞を広げ会誌のカラー写真掲

載や検査法マニュアルおよび研修会テキスト等の教育書の閲覧

を行うことが望まれる。 

今後、出版事業は、他の関連する事業と一つにまとめたうえ外

郭組織団体もしくは組織内で独立して運営することを検討し、第

3 次マスタープラン要綱から除外する方向で考えたい。 

 

5．行政・関係省庁 

検査技師に関する資格、教育、業務の地位向上のためには、厚

生労働省および関係省庁との連携を深め法整備の実現を目指し

ていかなければならない。 

1） 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」「医療法」 

での資格や地位向上に関して法改正の継続要求 

2)  業務制限 

3)  診療報酬点数改正と新設 

4)  人材派遣 

5)  労働安全衛生 

6)  緊急時対策事業への参画 

7)  連携体制などの課題が挙げられる。 

ことに診療報酬点数改正と新設については、女性部会提言書に

も「臨床検査技師の行動および認定検査技師の行動に対する点数

化」として述べられている。 

日臨技から出された、検体検査管理加算、血液採取・生理検査

病棟出張加算に加えて、認定検査技師に対する付加価値も要求し

ている。臨床検査技師が認定資格を取得するためには専門性の高

い知識と技術を必要とし、指導的立場となることは必然である。

認定検査技師の存在が広く認知される活動も強化しなければな

らない。 

すでに執行部渉外法制部においては、平成 22 年度診療報酬改

定の検証・整理を行い、次期改定に向けた取り組みが開始されて

いる。 

 地方自治体に対する啓発活動の推進については、 

1) 公益事業への参加支援 

2) 検診事業への協力支援 

3) 学校教育の実地研修 

を引き続き検討していかなければならない。 

すでに、公益事業企画推進委員会にて委託事業のがん撲滅、エ

イズ撲滅、生活習慣病対策事業が展開されているが、地区技師会

が効果的な活動を展開できるよう、日臨技としてのガイドライン

作成も望まれる。また、今後は女性会員（女性会員の活躍を推進

する機関）が企画する事業を定期的に開催できる予算措置を提案

したい。 

6．関連団体・関連学会 

主体性を持った関連団体・関連学会との協調及び連携を目的に、

今後も関連団体との協議を推進し、地位向上・業務拡大を目指し

ていかなければならない。また、標準化事業、精度管理事業等に

おいて、検査技術統一化の実現を目指すために、当会が主導的立

場で関連学会との関係を築く方策を検討する必要がある。 

 

７．国際交流・国際協力 

国際交流・国際協力を通じて検査技師の質的向上を目指し、よ

り一層の交流推進が必要である。WHO 標準化事業への取り組み

や国際的視野に立った人道支援の実施を積極的に行うことで、国

内外を問わず広い視野に立って活躍できる質の高い検査技師が

育成される。 

研修事業の見直し、国際協力体制への参画、国際事業に関する

情報提供については今後内容を充分に調査していきたい。 

 

Ⅴ まとめ 

 第 3 次マスタープランを検証した結果、組織・執行体制の改革

がなされた事項、またこれまでの社会環境の中で実施および取り

組みが出来たもの以外は、現日臨技の抱える継続課題として今後

も検討されるべき事項と考えられた。 

また、女性会員の割合が10年後に8割に達することを踏まえ、

日臨技の組織力をさらに高めるためには、女性の視点を活かすこ

と、および男女共同参画基本法に基づく事業計画の推進が重要で

ある。 

現代社会は男女を越えたひとりの人間としての質的向上が何

よりも求められている。 

日臨技の会員ひとりひとりに求められることも同様であり、確

かな日臨技の道づけにより、会員個人の成長と社会的認知がなさ

れるよう見守っていく責務があるとも言える。 

会員にとって指標となるべき第 4 次マスタープラン策定に早

急に取り組むことを希望する。          ＜了＞ 

※ 第 3 次マスタープラン検証概略図は省略。 

******************************************************** 

綱紀粛正･･･ 
 当会では、倫理綱領＜前述の第 3 次マスタープラン検証報告書

参照＞をはじめ、倫理綱領に関わる申し合わせ事項、更には、公

正規約・プロモーションコードを提示してきた。 

 

(社)日本臨床衛生検査技師会倫理綱領に係る申し合わせ事項 

一．社団法人日本臨床衛生検査技師会「定款」第 4 条に基づく事

業を遂行するにあたり、役員並びに会員が遵守すべき事項を定

め、これにより国民の技師会活動に対する疑惑や不信を抱く行

為の防止と臨床検査技師の社会的信頼確保を目的とする。 

一．会員は「倫理綱領」を遵守するとともに、医療人として組織

人として社会全体の奉仕者であることを自覚し、公共の利益の

増進を図り広く社会に貢献しなければならないことを基本的

心構えとする。 

一．自らの行動が技師会並びに自らの信用に影響を与えることを

認識し常に公私の別を明らかにし、技師会活動やその地位を私

的な利益のために用いる行為を行わない。 

一．関連業者との間で、本来自らが行うべき責務を負担させるこ

と並びに対価を伴わずして、役務、物品等の貸与を受ける行為

を行わない。その他、公正競争規約に抵触する行為を行わない。 

一．学会をはじめ各種研修時等に付随して行われる懇親会等も、

国民の疑惑や不信を招くことのない様に十分考慮して慎重に

対処する。 

以上、社団法人日本臨床衛生検査技師会として、尚一層の綱紀

粙正に努め、上記事項について慎重に対処することを、役員をは

じめ会員に啓発し推進することを申し合わせる。 

   ※ 以下、8 ページに続く･･･ P 03 
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解り易い保険用語 
 

「保険とは」 
 病気やケガ、死亡、事故などの不測の

出来事、火災、台風や地震などの自然災

害、第三者への損害賠償責任の負担や事

業で被る不利益など、リスクをあげれば

きりがありません。 

 しかし、このようなリスクに個人の力

だけで対処するのは困難なことも尐なく

ありません。そこで、同じように不安を

感じている人々から一定の保険料を集め

て、万が一の事態に備えようとするのが

保険です。そして、被害に遭ってしまっ

た場合は、その集まった資金の中から保

険金を受け取ることができる制度です。 

 保険とは「万人は一人のために、一人

は万人のために」という相互扶助のシス

テムのもとで人々のリスクを軽減する手

段なのです。 

 

「保険の自由化」 
本国では、1996 年まで全ての保険会社

が原則として同じ内容・同じ保険料の商

品を販売していました。いわゆる護送船

団方式で各会社の経営は守られておりま

したので、消費者にとってはどの会社で

加入してもほとんど同じという時代が続

いていました。 

1996 年に自由化され、多くの保険商品

で各社が独自の補償内容・保険料・サー

ビス等を自由に決められることとなりま

した。自由化により競争の時代になり、

保険会社は多彩なニーズに忚じた独自の

商品を開発して販売しています。消費者

は様々な商品から自分にあったものを選

択することができるようになった一方、

自分にあった商品や安全な保険会社を選

ぶ「目」も必要となってきています。 

 

「損害保険の種類」 
◆ 火災保険 

建物や家財が火災・風災などで損害を

被ったときにその修理費や再建築・再購

入費用をお支払する保険です。最近は「○

○総合保険」などの名前で、火災・風災

だけではなく水害などの広範な自然災害

や自動車の衝突などの偶然な事故を幅広

く補償する保険も販売されています。 

◆ 自動車保険 

自動車に関する保険をまとめたものを

自動車保険といいます。自動車保険は主

に、運転者や同乗者のケガを補償する「傷

害保険」、交通事故を起こした際に相手側

への賠償金を補償する「賠償責任保険」、

車両本体が傷ついたりへこんでしまった

りした際の修理費を補償する「車両保険」

で構成されております。法律で加入を強

制されている自賠責保険と区別するため  

「任意保険」と呼ばれる 

ことがあります。 

◆ 自賠責保険 

正式名称は「自動車損害賠償責任保険」

といい、自動車損害賠償保障法によって

ほぼ全ての自動車（原付自転車を含む）

に加入が義務付けられています。また車

検の対象となっている車両は加入しなけ

れば車検に合格することが出来ません。

「強制保険」と呼ばれることもあります。 

◆ 賠償責任保険 

偶然の事故（過失によるものを含む）

により他人に損害を与え、その損害を賠

償することにより負担する賠償金等を補

償する保険です。日常生活での賠償事故

（陳列してある商品を落として壊した、

など）を補償する個人賠償責任保険や、

専門職の業務上生じた賠償責任を補償す

る専門職賠償責任保険（医師、看護職、

臨床検査技師などの医療職向けや弁護士、

税理士、司法書士など）などがあります。 

◆ 傷害保険 

偶然の事故によりおケガされた際に、

契約時に取り決めた死亡保険金や後遺障

害の保険金、入院・通院した場合には一

日あたり所定の保険金をお支払する保険

です。 

その他、病気による入院等を補償する

医療保険、がんによる入院等を補償する

がん保険などがあります。 

 

「保険パンフレットによく出てく

る用語」 
◆ 保険金 

 事故が発生した後、保険契約の取り決

めにより、保険会社から支払われる金銭

のこと。 

◆ 保険料 

 保険契約をする際に保険加入者が支払

う金銭。支払方法は全額を一括に支払う

「一時払」や「月払」などがあります。

１年を超える保険契約の場合（生命保険

など）年毎に支払う「年払」や「半年払」

などがあります。 

◆ 保険金額 

 建物や自動車など財産にあたるものに

保険を掛ける場合に、その財産の価値と

して保険契約時に取り決めるもの。 

通常は保険金額が保険金支払の上限と

なります。また、保険料は保険金額にあ

らかじめ定められた料率を掛けることで

算出されるので、保険金額が高いほど保

険料は高くなります。 

◆ てん補限度額・支払限度額 

 財産に掛けるものではない保険（賠償

責任保険など）で、保険会社から補償さ

れる上限額を定めたもの。 

例えば、日臨技の臨床検査技師賠責の

全員加入部分は 1 事故 100 万円限度、任

意加入部分は 1 事故 1 億円限度となって

います。こちらも高ければ高いほど保険

料は高くなります。 

◆ 免責金額 

 保険金支払の際に自己負担していただ

く金額です。損害が 10,000 円で免責金額

が 1,000 円の場合、保険金は 10,000 円－

1,000 円＝9,000 円となります。 

◆ 免責条項 

 事故が発生しても保険金が支払われな

い条件。一般的に故意で行った行為によ

る損害は補償されません。また戦争や原

子力などによる損害も免責となっている

ことが多くなっています。 

◆ 契約者 

 契約者とは保険契約を保険会社と締結

し、保険料を支払う義務を負う者のこと

です。契約者＝被保険者（補償を受ける

ことの出来る者）であることが多いです

が、異なる場合もあります。例えば、日

臨技の臨床検査技師賠償責任保険制度や

リンクスは「契約者：社団法人日本臨床

衛生検査技師会」「被保険者：加入した各

会員」となる「団体保険」という形式を

取っています。 

◆ 団体保険 

 上記「契約者」の中の例示の通り、契

約者を特定の団体として、その団体の会

員が保険加入をする形式の保険です。契

約者である団体は各会員から集金して名

簿と共に保険会社に提出する義務を負い

ますが、各会員は加入数に忚じて通常の

保険料から割引（団体割引）を受けるこ

とが出来ます。日臨技リンクスの団体割

引は 30％となっています。これは傷害保

険や医療保険に通常の３割引の保険料で

加入することが出来るということです。 

 

「賠償事故に関連する用語」 
◆ 過失 

 損害が発生することについて認識・予

見することができたにもかかわらず、不

注意で認識・予見しないこと、および回

避するための行動を取らなかったり不十

分であることをいいます。例えば自動車

運転中の一時停止標識の見落としや見え

ていても一時停止を怠ったことなどを言

います。臨床検査技師の業務では、検査

自体のミスだけではなく、検体の取り違

えや検査結果の誤記、採血時に神経を傷

つけてしまうことには通常は過失がある

となるでしょう。 

◆ 過失割合 

 相手がいる事故が起きたとき、その事

故における「自分の過失（責任）」と「相

手の過失（責任）」を割合にしてあらわし

たものをいいます。自動車保険では「7：

3」（一方が７割悪く、もう一方が 3 割悪

いという意味）などとよく言われますが、

医療事故であっても、患者さんが非協力

的であった場合などでは、医療者と患者

の間で過失割合が生じることがあります。 

◆ 示談 

 賠償請求事案などの民事上の紛争を、

裁判等によらず当事者同士の話し合いで

解決すること。賠償責任保険では保険会

社の承認なく示談をしてしまった場合、P 04 
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示談による賠償金額の一部 

または全部が支払われない場合がありま

す。 

◆ 和解 

 双方譲り合うことで民事紛争を当事者

同士の話し合いで解決すること。一般的

には裁判となっている紛争にて、多くは

裁判官の立会いのもとで条件を定めて解

決とし、和解となります。 

◆ 示談交渉 

 示談に向けた話し合いを行うこと。法

律上、弁護士以外が業務として示談交

渉・示談代行を行うことは禁止されてい

て、保険でも自動車保険などの一部の保

険を除き保険会社が示談代行を行うこと

は出来ません。そのため、賠償責任保険

では保険会社と綿密に連絡を取りながら、

示談交渉を行い、必要に忚じて弁護士に

委嘱するなどの連携が必要になってきま

す。 

 

以上がよく目にする保険用語ですが、

分からないことは保険会社や保険代理店

に問い合わせるようにしましょう。 

なお、本項に記載の項目は一般的な例

としての記述を行っておりますので、具

体的な保険商品に関しては各商品のパン

フレット・約款にて、法律上の事に関し

ては弁護士等にご確認いただきますよう

お願いいたします。 

【東京海上日動火災保険株式会社：医療

福祉法人部】 

 

 

 

 

 

国際女性の日が提唱されて 100 年目を

迎え、3 月 1 日国連本部において、第 54

回婦人の地位委員会(Commission on the 

Status of Women：CSW)が開催された。

日本からは(財)家族計画国際協力財団(会

長：明石康)が参加した。 

 この会議は、毎年、ジェンダー平等や

女性の地位向上のための具体策について

国連加盟国が討議するもので、各国の女

性政策の国際基準となる「北京行動要領」

が世界女性会議で採択されてから15年目

を迎えたもので「北京+15」と呼ばれ、世

界から注目を集めた。 

更に、今年 2010 年は、ミレニアム開発

目標(Millennium Development Goals：

MDGS)達成まで 5 年となっている。 

会議で確認されたことは、「MDG5：妊

産婦の健康と改善」の進捗が遅れている

こと、達成のためには女性のエンパワー

メントや女性の地位向上が必須条件とな

ることであり、特に、妊産婦死亡数は 20

年以上も変化せず、年間 53 万 6000 人の

女性が妊娠や出産を原因として死亡して

いる。これは、1 分に 1 人の女性が死亡し

ていることを意味するが、それにも関わ

らず、この問題が社会問題として認識さ

れていないことや、妊産婦の死亡削減が

人権を守ることとの認識が無いことを指

摘する声が多く寄せられている。 

 CSW では、加盟国全体で政治宣言を採

択したほか、各国提案の 7 決議を採択し

た。この中には、アメリカの提案による

「女性パワーメントによる妊産婦の根絶

(Eliminating maternal mortality 

through the empowerment of women)」

も含められており、これに必要な行動が

明記された決議が加盟国全体で合意され

た。日本政府のステートメントでは、市

民参画の重要性が強調され、参加 NGO か

ら高い評価を得た。 

今後は、どれだけ行動に移されていく

かが重要な課題となる。 

この会議には、約 8,000 名の活動家が参

加したと言われ歴史的にも活発な会議と

なった。（RH：リプロダクティブ・ヘル

スに関するオピニオンマガジンより） 

 

人口問題協議会(会長：明石康)が公

開フォーラムを開催 
 今年 3 月、9 回にわたる「日本の行方を

考える」研究会の総括フォーラム「尐子

高齢化社会への試み」を開催し、女性、

高齢社会、移民の分野において専門家の

報告をもとに意見交換した。 

女性に関しては、妊娠出産の知識・命

の大切さの啓発活動を行う大葉ナナコ氏

による「生・性・育を楽しむ社会」の重

要性が紹介された。 

高齢社会については、定年退職者の活

用による人材派遣会社「高齢社」を経営

する有我昌時氏による、ユニークな経営

ビジョンと仕組みが紹介された。 

移民については、多文化情報誌を編集

する石原進氏が、外国人受け入れをめぐ

る日本の歩みをたどりながら移民受け入

れ時代の必然性を説明した。 

いずれの論点も、今後の日本や世界の人

口問題を考える上で示唆に富んだ内容で

あった。 

（RH：リプロダクティブ・ヘルスに関

するオピニオンマガジンより） 

 

“2010 参院選”  
臨床検査技師 赤石清美 氏 

初当選果たす！ 
 7 月 12 日に行われた“2010参院選”に日

本衛生検査所協会を母体として立候補(比

例区)していた赤石清美氏が当選を果たし

た。赤石氏は当会会員の臨床検査技師で

あり、当会も推薦をしていたが、赤石氏

の当選により現参議院議員である伊達忠

一氏とともに、臨床検査技師 2 名が国政

の場で活躍することとなった。 

赤石氏の獲得票数は108,258票であり、

当会会員(検査技師)1 人当たり 2.24 票の

獲得票数となる。赤石氏の出身である青

森県が 1 人当たり 10.14 票、次いで鹿児

島県の 9.43 票、佐賀県の 5.40 票と続いて

いる。 

  
喜びの赤石氏･･･右は、日衛協山田事務局長 

 

 今回の選挙では、日本医師連盟が推薦・

支援した 3 候補がいずれも落選したこと

が目を引いた。落選した 3 候補の票数は 3

人合わせて 17 万票で、2004 年に当選し

た西島氏の 25 万票、2007 年の武見氏(落

選)の 18.6 万票に届かなかった。 

これに対し、原中委員長(日本医師会長)

は、「一つの党に偏ることなく、医療政策

を理解する与野党国会議員を支援する」

と述べたことが報じられている。 

従来は、日本医師会は日本の医療政策

を左右する力を示していたが、現在の情

勢を表すかのように急落した感がある。

医療あるいは教育という一国の存亡を左

右する重要課題に一党主義はそぐわない

し、また、そのような政治の在り方自身

が国を危うくするものである。 

当会は、超党派的活動を表明しており、

今回当選の赤石氏も、医療特に臨床検査

技師に関する政策には、そのような立場

と活動を期待する。 

 

 赤石氏談話 

「この度の参議院選挙において当選を果

たすことが出来ましたことは、ひとえに

日本臨床衛生検査技師会会員の皆様のお

力添えによることと感謝しております。

医療は、医師の存在は欠くことが出来な

いことは当然でありますが、それにもま

して私たちコメディカルの力無しでは成

り立ちません。国民への安全で質の高い

医療提供は、医療関係者全ての努力が必

要です。しかし、現状は、我々医療現場

の声は国政に届かず、置き去りにされて

いると言っても過言ではありません。私

は、日本臨床衛生検査技師会会員の皆様

とともに、我々の声を国政に届け、必ず

や日本の将来のための医療制度改革を実

現します。ここで、皆様とともに声高く

叫ぼうと思います。『皆でやろうぜ！』」 

 

  
 

女性のエンパワーメント、 
女性の地位向上が MDGS達成の鍵！ 
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学会報告 
6 月６日～10 日の 5 日間、ケニア･ナイロビにて 29th IFBLS 

World Congress of Biomedical Laboratory Science が予定通り

開催された。参加人数 350 名、うち海外参加者が 180 名と、国

内の参加者が尐ない国際学会である。日本人の参加者は尐なく、

4 名であった。 

学会は初日に Open forum にて前回の議事録の確認、決算報

告、委員会報告、各国からの報告、議案のグループディスカッシ

ョン（最終日に総会で発表）等が行われた。午後からは学術集会

が始まり、2 日目には各国の代表者会議、最終日には総会が行わ

れ、選挙と開票、議案の承認等が行われた。 

学術集会でのメインテーマはマラリアと TB である。この 2 演

題に関する特別講演と教育に関するパネルが行われた。ポスター

は約 200 と公表されているが、実際貼られているポスターはもう

尐し尐ないように感じられた。 

次回の開催国：2012 年はドイツ、2014 年は台湾である。 

多くの会員の皆様の参加をおお願いしたい。 

     
                             学会場 

選挙速報･･･日本から小松京子副会長誕生！ 
最終日に 2010 年～2012 年の新役員選挙が行われ、以下のメン

バーが New council member として選出された。 

日本から President-Elect（副会長）が選出されたのは初めて

である。IFBLS の定款では、President-Elect は、次期は会長に

なるという意味の副会長であり、さらにPresidentを務めた後は、

Past President として会長を補佐することとなる。 

 

President : Vincent Gallicchio(USA),  

President Elect : Kyoko Komatsu(Japan), 

Past President: Gry Andersen( Norway), 

Council members : Tom Srowe(Canada), 

Manindra Chaudhuri(India), 

Chuan-Liang Kao(Taiwan), 

                          Patric Joseph(Cameroon),  

Mirjana Stupnisek(Croatia) 
 

   
                       新役員 

 

活動報告 
今回は e-learning と e-journal を立ち上げたこと、IFBLS の

ethics をまとめたことが、Scientific Committee への大きな評価

となった。 

IFBLS の core competence の基盤作りは重要であり、

e-learningは発信の toolとして有用である。各国各分野のExpert

が世界の基礎となるテキストや問題を作成していくこととなる。 

英語力と専門分野における世界レベルでの情報を有している

かたを募っている。興味のあるかたは、日臨技を通して連絡をい

ただければ幸いである。 

新理事会報告 
学会に引き続き新役員での会議が開かれた。IFBLS の委員会

は、Management Committee, Biomedical Laboratory Scientific 

Committee,Information Committee 等多くの委員会が存在する。

副会長は Management committee に配属されることとなる。 

また、引き続き Scientific Committee のリーダーは小松が担当

することとなった。WHO への連携は IFBLS 活動報告書を出し

ていることと、先方からはメール連絡がくるのが現状である。連

携の強化の道を探りたい。 

                                                                     【小松京子】 

******************************************************** 

ナイロビ 
ナイロビは東アフリカで最も繁栄している町である。しかし近

代的なビルもみられる一方で、北部や西部には長屋風の住宅やバ

ラックが立ち並び、スラムと呼ばれる一角も存在する。 

海抜 1,700m と高いため、気温は年平均 17.5℃とさほど高くな

く、ナイロビのみへの渡航であれば、マラリアの心配もないとの

こと。 

治安は悪く、学会出席者が会場近くのカフェで休憩していたと

ころ、自称テロリストに、お金をださないとここを爆破すると脅

されたとのことである。 

我々が滞在したホテルでは、窓に鍵がかからない部屋があった

り、掃除のあと部屋のドアが開いたままだったりと、小トラブル

が絶えなかった。 

ナイロビでは高級ホテルに滞在することをお勧めする。動物好

きのかたには、ナイロビ国立公園やジラフ･センターなどがあり、

楽しめる。ケニア市民 300 シリング（300 円程度）、外国人は 40

ドルという、納得のいかない料金設定ではあるが？ 

 

     
                 National Park の動物達 

 

到着 
ナイロビに入国後出向かえてくれた若者は、恐らく旅行社が雇

った男性であろう。数名の客人を乗せ、荷物を入れようとしたと

ころ、車のトランクが開かない。ドライバーであちこち緩めるが

無理。Tryすること数分。席で抱えていくから大丈夫という私達

の言葉を無視して、ドランバーを“てこの原理”で目的外使用し、

足蹴りを加えてやっと開けて一言。「いいんだ。オレの車じゃな

いから。」走ること１時間近くであったが、道路は意外と混んで

いて、排気ガスが充満しているのと埃が舞っているのとで、うん

ざり。排ガス規制や車検制度は必要と実感した。 

 

Student forumに参加しよう！ 

第 29回 IFBLS学会．．． 

ケニア(ナイロビ)にて開催！ 
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今回学生を連れてきた国はわずかである。JAMT ではナイロビ

の治安を配慮し、今回は募集をかけなかった。次回はドイツであ

る。JAMT で代表を出しても 1 名であろう。学校や個人卖位で参

加することは勿論可能であり、自由である。 

WEB 上での学生登録画面もあり、学生参加費用は安い。学生

時代に同じ学問に勤しんでいる海外の同輩達との交流を持つこ

とは、良き思い出となり、また国際交流・理解への刺激となるで

あろう。語学の必要性を早期から認識することも大切である。 

更には自分の意見をまとめ、それを表現するという能力が必要

であることを感じるに違いない。 

日本は与えるだけの教育から尐しずつ変化を見せている。若者

達に期待したい。学校卖位で IFBLS への Student forum に定期

的参加を勧めたい。教師も歓迎である。とくに 2014 年の学会は

台湾である。費用面でも日数的にも負担が尐ない。教育指導者に

一考を望む。 

学会場にて 
私は病理・細胞診を専門としているため、病理と QC 部門の座

長を仰せ付かった。セッションはアフリカのメンバーが殆どで、

1 人の技師が、「学生にアンケートをとったところ、血液と化学

分析を希望する者が最も多かった。病理の希望はゼロ。ホルマリ

ンやアルコールの臭いが充満する不健康な部屋で（古くて暗い部

屋の写真）、人間の一部が提出され（片足の写真）、こんなに危な

い道具（さびついた 1 本刀やさびついた鋸の写真が写される）を

使って、標本を作製する。利益もあがらない。誰もこのような仕

事はやりたがらず、このままでは病理検査はつぶれるであろう。」

という発表をした。 

助言したいことは多々あったが、それはともかく、開発途上国

での換気対策機器や、替え刃の普及、しいては癌検診の普及・癌

の早期発見・早期治療などは今現在非現実的なのであろう。 

病理の標本作製に費用がかかることも確かである。名刺の交換

をしたが、尐し支援物質を送っても、その場しのぎである。国家

レベルでの対策が必要であろう。 

支援とは何か。何が出来るのか。難しい問題である。 

Silent Auctionに協力を！ 
Silent auction は IFBLS の資金に補助となる企画として初め

て行われた。各国から物品を提供して頂き、IFBLS ブースに陳

列し、購入希望者に値段を記載していただく。 

最終日最も高い値段をつけた方に渡されるというものである。

JAMT 理事会にても支部イベントで使用した残りの goods 等が

あれば提供頂きたいことや、個人からの提供も喜んでお受けする

ことを報告した。会員の皆様に周知されていなければ、改めてご

支援をお願いしたい。今回は約 800 ドルの収入となった。 

日本の伝統的な扇子や塗り物は、家族へのお土産に買われてい

った。装飾品が多い中で 1 番高価な値段がついたのは、ドイツが

提供した Parasitology の分厚いアトラスである。購入者はチリ

の会長。自国には良い寄生虫の本がないので、100 ドル出ても惜

しくないと絶対購入を宣言し、無事入手した。 

オークションを行うと、ブースには常に係員が必要であること

を認識し、次回からはブースで待機するボランテｨアを募ること

とした。2012 年のドイツの学会ではデンマークチームが行うと

のこと。個人的意見であるが、国卖位でなくても構わないと考え

る。今後の学会出席予定者で協力してくださる方は、連絡をいた

だきたい。 

ホテルでの出来事 
今回ケニア理事会がメインで使用したホテルはあまり fancyと

は言えないホテルであった。シャワーしかない。早朝や深夜はお

湯がでない。ポットもドライヤーもない。 

私にとっては、怪しい昆虫？が壁や床に“こんにちは“が最も

問題であった。 

しかし警備面は配慮されており、入り口と各階のエレベーター

ホールにはガードマンが常在していた。彼らと顔見知りになった

私は Congress bag をフロアーのガードマンにプレゼントするこ

とにした。非常に喜んで受け取ってくれた翌日、もっとないの？

と言われた。 

加えて、会の人間と思われる人達に、かばん不要だったら頂戴

ねと御願いしていたらしい。 

目の前がマサイ・マラ マーケットである。売るのかなあ・・。 

懇親会 
海外の方々はパーテｨとなると気合の入ったお洒落をする。 

人気は民族衣装である。 

日頃モテない私(？)でも、着物だろうが浴衣だろうが、それを

着ただけで、一緒に写真をとってくれと外人さんが寄ってくる。

同じく毎回好評なのがアフリカの民族衣装である。代表の方々に

お願いして写真をとらせて頂いた。彼らの顔だけ背景に溶け込ん

でいるのが尐々残念ではあるが。 

   
 

日本をみなおす 
海外で過ごすと、日本で当たり前のことが当たり前でなくなる

ことがある。ひどく不便に感じる。 

水が清潔でないということは、食器も怪しいし、ホテルでの洗

濯も考えてしまう。IFBLS の理事半数が腹痛のため交互に会議

を欠席したなか、なぜか無事だった私ではあるが、ひどいカゼが

治らないまま、とある深夜に息苦しくなって考えた･･･ 

“薬のアレルギーなら直ちにステロイドを使わないと、呼吸困難

のままあの世行き･･･？救急車は呼んでもどのくらいで来るのか

不明･･･？病院での診断能力は･･･？救急室は仕切りもなく廊下

に患者が寝かされていた。ヘンな感染症を貰ったりして･･･？”

などなど。 

海外での病気は不安である。健康は必須アイテムと実感した。

ナイロビは治安が悪いのは確かであるが、無用心な金持ちが目の

前をウロウロしていれば、貧しい人が騙したくなるのはある意味

当然のことなのかもしれない。 

日本人の不用心さに呆れることもしばしばある。安全で（近年

物騒になりつつあるが）、医療も（100％ではないが）安心できる

日本に生まれた我々は、長寿である。 

「日本(Nippon)」という国を大切に考えたいものである。  

【小松京子】 

 

       
ケニア共和国 
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※ 3 ページから続く･･･ 

綱紀粛正 
医療事故防止対策の徹底を･･･ 

 綱紀粙正とは、「乱れた規律や風紀を正

す」ことを言い、従来、特に政治家や役

人の態度についていう。「綱」とは大きな

網、「紀」は小さな網を指し、それが転じ

て国を治める大小の規律を「綱紀」とい

う。「粙正」は、厳しく取り締まり不正を

正すことである。 

 我々は「臨床検査技師等に関する法律」

により、臨床検査業務を行っているが、

残念ながら医師、看護師、薬剤師などに

比べ「医道審議会」が設置されていない。

国民医療を守る検査業務に携わる臨床検

査技師にも当然この種の審議会は必要と

考えるが、設置の有無に関わらず健全な

業務の遂行は極当たり前のことである。 

しかしながら、検査技師に係る不祥事

は無くならず、このような一握りの者に

よる検査技師の名を辱める行為、国民の

信頼を裏切る行為は決して許されるもの

ではない。卖に「検査技師」としてでは

なく、人として許されることではない。 

また、医療事故があとを絶たない状況

を見ても、医療人としての危機管理の欠

如も問われることとなり、検査技師の責

任として認識をあらたにする必要がある。  

特に夏場は気が緩みがちといわれるが、 

この時期を迎えくれぐれも過ちの無い よ

う綱紀粙正に努め、検査技師としての誇

りを持ち業務に邁進するよう願うもので

ある。 

 最近、神戸市の外郭団体が、昨年 7 月 2

日の職員健康診断において検査結果の一

部を“ねつ造”したとの報道がなされた。

これは、不幸にも起きた医療事故ではな

く検査を行わないで結果を記載するとい

う虚偽記載、すなわち、検査結果の“ね

つ造”であり、医療人としてはあっては

ならないこと、更に、臨床検査技師や技

師会の名を辱める疎かな行為である。 

また、7 月 22 日に名古屋の保健所にお

いて、HIV 検査で陰性結果を陽性と通知

したことも報道されている。 

その他、7 月 3 日に山梨県内で起きた道

路交通法違反(酒気帯び)、あるいは、神戸

市で、公然わいせつ罪で医師が逮捕され

たこと･･･等など、これらの類似事例は後

を絶たない。 

事例が発覚するたびに、綱紀粙正、医

療安全についてお願いしてきたが、会員

の願う「身分の確立」「地位の確保」は、

このような事例が根絶されない限り無理

であり、監督官庁との折衝もままならな

いことと考える。 

今回、7 月 15 日付けで、綱紀粙正に関

する通知＜22日臨技発第 132号＞を各都

道府県技師会長へ発出した。 

更なる綱紀粙正・医療安全に取り組ま 

 れることを願うものである。 

22 日臨技発第 132 号 

綱紀粙正について(通知) 
 

平成 22 年度も 1 三半期を経過し、夏季

休暇の声も聞かれる時期になりました。 

この時期、例年、監督官庁である厚生

労働省からも「綱紀粙正並びに事故防止

について」が発出されております。 

特に綱紀粙正については、当会でも「綱

紀粙正並びに危険物の管理取り扱いにつ

いて」＜平成 16 年 7 月 15 日 16 日臨技発

148 号＞、更に、「社団法人日本臨床衛生

検査技師会倫理綱領並びに倫理綱領に係

る申し合わせ事項」＜平成 18 年 2 月 3 日

事務連絡＞を提示し、注意を喚起してき

たところであります。 

 しかしながら、不可抗力による医療事

故とは別に、臨床検査技師による不祥事

が後を絶たず、昨日の読売新聞および毎

日新聞＜7 月 14 日付＞にも同様な事例が

報道されております。 

 これら行為は、医療人として国民を愚

弄するものであることは勿論、同じ職名

を有する多くの真摯な臨床検査技師を裏

切る行為であります。 

現在、公益申請を準備している各都道

府県技師会もあると思われますが、それ

をも邪魔するものであることは言うまで

もありません。また、医療機関臨床検査

部門や臨床検査技師会の監理体制の不備

を問われる結果となります。 

厚生労働省には、臨床検査技師に対し

ては、医師、薬剤師、看護師、理学療法

士などと異なり「医道審議会」が設置さ

れておりません。直接患者に接しないた

めとも解釈されますが、患者から採取し

た検体は「人」であり、「もの」ではない

という我々の見解を自ら放棄する行為は

許されるものではありません。すでにご

承知のとおり、平成 22 年度事業には、「医

療行為」に関連する事業が含まれており

ます。これら不祥事が事業への足枷とな

ることは避けなければならず、事例によ

っては放置できないものと考えておりま

す。以上、綱紀粙正について、貴会ホー

ムページへの掲載をはじめ、会員への周

知徹底を図られるようお願いいたします。 

 尚、今までの通知文および会報 JAMT

掲載の関連記事を添付しますので、今一

度、お目通しいただくよう重ねてお願い

いたします。 

記 

一、綱紀粙正並びに危険物の管理取り扱

いについて＜平成 16年 7月 15日 16日臨

技発第 148 号＞ 

一、綱紀粙正について＜平成 18 年 2 月 3

日事務連絡第 91 号＞ 

一、綱紀粙正について（通知）＜平成 19

年 6 月 25 日事務連絡第 16 号＞ 

一、修・文化としての倫理＝倫理の

Globalization は可能か＝＜会報 JAMT 

Vol.12 No.9 5～7P＞ 

【参考】 

 医学教育現場での利益相反 
◆医学教育の使命と製薬会社の使命 

 医学教育の使命の 1 つに、科学的根拠

に基づいた臨床判断をし、個々の患者に

とって最善の医療が提供できる医師を育

てることにある。そのためのスキルアッ

プには、卒前・卒後・生涯教育で教える、

あるいは学ぶことが重要である。 

 製薬会社の使命の 1 つは、マーケテイ

ング戦略に基づく医学情報の提供を行い。

売り上げを伸ばし企業の利益を追求する

ことであり、必ずしも個々の患者に最善

の医療を提供することではない。そのた

め、この両者のかかわりが深い現在、必

然的に利益相反が存在すると考えられる。 

◆さまざまな場面で、どう対処するか 

 この利益相反についてどのように回避

し、対処するかは、わが国ではあまり真

剣に議論されていない。 

そこで、08 年に出版された、米国医科大

学協会(AAMC: Association of American 

Medical Colleges) 報 告 、“ Industry 

Funding of Medical Education”、また、 

09 年に出版の米国科学アカデミー研究所

(IOM: Institute of Medicine) の 報 告

“ Conflict of Interest in Medical 

Research , Education , and Practice”

(National Academies Press , 2009)を参

考に考えたい。 

◆製薬会社からのギフト 

 現在、わが国ではボールペン、カレン

ダー、マニュアル本、診療ガイドライン、

食事等の贈答が頻繁であり、研修医も対

象となっている。AAMC、IOM ともに企

業からの物品の贈答は原則禁止を勧告し

ており、これにはボールペン等の低額な

ギフトも含んでいる。 

 ロゴマーク入りのボールペンが臨床判

断に影響するかは議論が多いが、金銭的

価値にかかわらずギフトを受けることは

医師の臨床判断を歪める可能性を示唆す

る研究結果がある。また、医師は自分の

処方行動には影響しないが、他の医師の

処方行動には影響すると考える傾向があ

ることが明らかとなっている。 

◆販売担当者のアクセス 

 (販売促進)担当者が提供する医学情報に

頼る医師は尐なくないが、情報はマーケ

テｨングの文脈において提供されるもの

で偏りがあることは必然である。医学教

育はマーケテｨングに基づいた医療を提

供する医師を育てることではない。また、

担当者の医療機関へのアクセスは医学教

育の問題点に加え、患者のプライバシー

の侵害、セキュリティ上のリスクも含ん

でいる。AAMC、IOM ともに担当者のフ

リーアクセスの禁止を勧告している。

AAMC は医師からの招待により面会すべ

きとしている。以前、地域住民からのク

レームにより、担当者が病院の前に立つ

ことを禁止した事例もある。 
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◆企業との関係についての教育 

 国立病院機構長崎医療センターでは初

期研修医に対し、医師と製薬会社との関

係について教育セミナーを行っている。 

 AAMC、IOM は利益相反の教育を勧告

している。これまでの研究によると、こ

のような教育は学習者にある程度影響を

与えることが示されているが、効果が十

分なものになるためには、教育環境の改

善も必要である。そのためにも、全ての

医療機関が、この利益相反についての方

針を採用し、実行することが極めて重要

となることはいうまでもない。 

◆生涯教育に対する金銭的援助 

 現在、わが国では医師の生涯教育の多

くが金銭的援助を受けているが、金銭的

支援は教育内容が偏る原因ともなり、根

拠に基づいた医療の原則に反する危険性

に加えて、自らの生涯教育は援助を受け

て当然という既得権意識を助長する危険

性をはらんでいる。 

AAMC は企業からの資金は中央管理と

し、個々の受け取り禁止を勧告している。

IOM は、企業の影響を受けない新しい資

金調達システムの構築を提唱している。 

 また、利益相反の問題のほかにも、カ

リキュラムの標準化、必ずしも患者の利

益にリンクしていない、職種間教育が不

十分であるといった問題も提起されてお

り、資金調達も含め新しい教育システム

の構築を考える時期である。 

 

◇ 医学教育における利益相反について

の IOM 勧告(概要) 

【勧告 5.1】 

 すべての教員・学生・レジデント・フ

ェロー、そしてすべての関連研修機関・

大学病院・教育病院は、以下のことにつ

いて禁止する方針を採用し、実施すべき

である。 

・製薬・医療機器・生物技術会社から物

質的価値のある物品の授受(特別の状況

を除く) 

・企業に内容をコントロールされている

か、著者として正式に認められていな

い人物によってかなりの部分が書かれ

た教育的発表や科学的出版物 

・公正な市場価格での文書契約に基づい

ていない、専門家としてのコンサルテ

ィング契約 

・企業の販売促進担当者によるアクセス

(教員側からの招待や、施設の方針に一

致した場合、あるいはトレーニング・

患者安全・医療機器の評価のためとい

った特別な場合を除く) 

・薬の試供品の使用(金銭的に困窮した患

者への使用といった特別な状況を除く) 

【勧告 5.2】 

 大学病院・教育病院は、利益相反の回

避、または利益相反に適切に対処するた

め、販売促進担当者との関係について教

員・学生・レジデントを教育すべきであ

る。認定機構はこれらについて、正式な

教育的基準を作るべきである。 

【勧告 5.3】 

 企業の影響を受けない、質の高い生涯

教育への資金供給システムが新たに作ら

れるべきである。 

＜医学界新聞第 2889 号、2010.7.26＞ 

************************************ 

＜参考＞ 

(社)日本臨床検査薬協会プロモーション

ガイドライン 

      平成 16 年 7 月 1 日改定 

関係法令を遵守し、公正な競争を維持

するために、臨床検査薬（体外診断用医

薬品およびその他の検査薬を含む）を取

り扱う企業がそのプロモーションを行う

際の行動基準を提示し、もって会員会社

の参考に供する。 

１．会員会社の責任 

会員会社は、臨床検査薬情報担当者の

行動を含めたプロモーションに関する一

切の責任を有する。この認識のもとに会

員会社は、それぞれ公正なプロモーショ

ンのための行動基準や社内体制を確立す

る。 

２．臨床検査薬情報担当者の行動基準 

会員会社は、適切な者を臨床検査薬情

報担当者に任命し、臨床検査薬情報担当

者は医療の一端を担う者としての社会的

使命を十分に自覚し行動する。 

３．プロモーション用印刷物および広告

等の作成と使用 

会員会社は、プロモーション用に各種

印刷物、スライド、VTR 等の資材を作成、

使用し、また専門誌（紙）に広告を掲載

するに際しては、その資材・広告が、臨

床検査薬に関する情報を提供する重要な

手段であることを認識し、その作成、使

用、掲載にあたっては、薬事法、独占禁

止法、景品表示法、著作権法等の関係法

令に従うとともに、記載内容の正確性、

公平性、客観性を担保する。 

４．物品、金銭類および役務の提供 

会員会社は、医療機関等(衛生検査所を

含む)に対し、臨床検査薬または臨床検査

機器の取引を不当に誘引する手段として、

これらの使用のために必要な物品又はサ

ービスその他正常な商慣習に照らして適

当と認められる範囲を超えて物品・金

銭・役務等の景品類を提供してはならな

い。 

５．医療機関等と臨床検査機器の取引を

行うときの留意点 

会員会社は、臨床検査薬の取引を不当

に誘引する手段として医療機関等に対し、

臨床検査機器を無償で提供するようなこ

とがないように留意し、取引の内容を契

約書等で明示することが必要である。 

６．試用臨床検査薬の提供および臨床検

査機器の試用貸出し 

会員会社は、医療機関等に対する試用

臨床検査薬の提供や臨床検査機器の試用

貸出しに際しては、これらの外観、特性、

性能、操作法および取り扱い上の注意等

に関する情報提供の一手段、評価の一助

として用いられていることを認識し、こ

の目的に照らして合理的な範囲内でこれ

を行う。 

７．研究会等の実施 

会員会社は、医療関係者または医療機

関等を対象に製品に関する研究会等を行

う場合には、出席者に専門的情報を提供

する学術的なものとすることが望まれる 

＊従前の「体外診断用医薬品プロモーシ

ョンコード」を改廃し、平成 16 年 7 月 1

日付で「臨床検査薬プロモーションガイ

ドライン」を制定した。 

************************************ 

上記の「医学教育現場での利益相反」

は、医師に限らず、教育現場に限らず我々

臨床検査技師をはじめ、医療職種全体に

関わる問題である。従来からの諸問題の

上にたち早急に考える必要がある。 

倫理審査は、その延長線上に懲罰的意

味合いを含むという見解により当会には

確立した「倫理審査会」は設置されてい

ない。しかし、今回の事例を反省点の一

つとして医道全般に関わる倫理審査会の

設置を検討すべきと考える。この場合の

医道・倫理には、論文作成、研究開発、

更には、当会の認定制度にも関わること

である。当会が実施している認定制度は、

卖に「技術」を認定しているのではない。 

一定の「技術」のみを評価するための

ものは、「検証」であり、認定とは、一定

の技術を有する「技師」を認定している。

そのため、不祥事を起こした者にたいす

る認定のあり方を考えるべきである。 

また、認定制度の社会的評価を考慮し

た場合、認定者の公開は当然するべきで

あり、日臨技認定センター中央委員会で

の議論を待ちたい。  【髙田鉃也】 

************************************ 

医療事故報告書(評価機構) 
 

今年1～3月に日本医療機能評価機構に

報告のあった医療事故件数は 593 件にの

ぼった。四半期の報告件数としては過去

最多。同機構としては、「医療事故の報告

が、事業開始 5 年で定着した」との考え

を示した。272 の報告義務機関、任意参

加の 545 機関のうち 168 機関からの報告

による。報告義務機関から報告があった

事故 514 件を見ると「療養上の世話」が

240 件、「治療・処置」122 件、「ドレーン・

チューブ」34 件、「薬剤」23 件など。事

故の程度は、「障害残存可能性なし」が 152

件、「障害残存の可能性がある(低い)」143

件、「同可能性がある(高い)」57 件、「死

亡」43 件など。「病理に関連した医療事故」

36 件について分析すると、「検体提出忘

れ」「検体紛失」「検体の混入」「検体取り

違え」などの事例があった。 
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シリーズ理事投稿は今回が最終回です

＜これ以上記事は集まらないでしょう＞。 

新しい執行部の理事を紹介し、尐しで

もその人となりや考え方を伝えようとし

た企画ですが･･･はたしてどうだったの

か？投稿していただいた理事の皆さんに

感謝します。 

会員の皆さん！ぜひ、投稿して下さい。

ご自分の主張をしてみませんか？ 

 

◆ 異形の天才 『南方熊楠』 
 

和歌山県が生んだ世界的な博物学者で

あり、民族学者、細菌学者、天文学者、

人類学者、考古学者、生物学者、生態学

者でもある单方熊楠を知っていますか？ 

1867 年和歌山市に生まれた熊楠は、

1884 年東京大学予備門（現東京大学）に

入学後、アメリカ、カリブ諸国やイギリ

スに留学後、1901 年に那智に戻り 1904

年から生涯を閉じる 1941 年（享年 74 歳）

までの間田辺の地で過ごした。 

偉人单方熊楠について触れたい。 

 
熊楠は、幼い頃から人並みはずれて自

然に対し好奇心が旺盛で、卓越した記憶

力を持っていた。小学生の頃、当時の国

語辞典である『節用集』、実用事典『大雑

書』や百科事典である『訓蒙図彙』等を

筆写し自習したり、知識欲が益々高まっ

た中学時代には、蔵書家を訪ねて百科事

典や植物図鑑を見せてもらい、記憶し家

に帰ってそれを抄写したという。その数

何と 100 冊以上あり 5 年あまりで完成さ

せたと言われている。 

しかし、学校の授業にあまり興味が無

く、弁当を早く食べ、その空弁当箱にカ

エルやカニなどを入れ観察したと言われ

ている。当時、東京大学予備門の同期生

には正岡子規、夏目漱石、山田美妙らが

いたが、異才である熊楠は大学の授業に

は興味を示さず 2 年で退学しアメリカへ

留学する事となった。 

その鬼才ぶりはアメリカでも同様で、

入学・退学を繰り返し、アナーバーの州

立大学で巡り合った隠花植物、粘菌や地  

  衣類に興味を示し、その

後、その研究に生涯を捧げる 

のであった。 

13 年の海外生活で熊楠の生まれ持った

人並み外れた記憶力と十数カ国に通じる

語学力を備え、膨大な数の書籍の抄写な

どなりふり構わない学問の追究によって、

科学誌である『ネイチャー』や『ノーツ・

アンド・クエリーズ』を始め多くの雑誌

に、数百以上の論考や随筆を寄稿したの

である。神戸港に帰国した熊楠は一銭の

金も持たず蚊帳のような洋朋一枚着た、

あまりにもお粗末な姿で、また何の学位

もとらず、持っていたのはたくさんの標

本と書物だけであったというから豪快で

ある。 

 帰国後、田辺の地が至って気に入り、

物価が安く静かで風光明媚な田辺に落ち

着く事になった。熊楠はこの地でも豪快

で料亭に芸者や知人を呼び酒を飲み、歌

ったり、奇芸をして騒いだ。どの世でも

このスタイルは変わらない。 

また、暑い日には、丸裸で大声を上げ

ながら野山を駆け巡ったり、奇声を上げ

天狗に間違われたりし、粘菌の採取に明

け暮れたという。1905 年、46 点の粘菌標

本を大英博物館に寄贈し、これが認めら

れ世界的な粘菌学者としての地位をゆる

ぎないものにした。 

当時生態系（エコロジー）という概念

はなかったにも関わらず、熊楠は環境保

護活動を積極的に行った。明治政府は国

家神道を高めるために各集落にある神社

を１村１社とする神社合祀令を出した。

しかし、これが生態系の破壊と大規模な

自然破壊になること、また神社が存在す

る森林には樹齢千年という巨木もあり、

それが高値で売れるというビジネスが存

在することを指摘し、激怒するのである。 

樹齢を重ねた古木の森にはまだ未解決

の苔や粘菌があり、生態系を守るという

立場から政府のやり方を紛糾し、エコロ

ジストの先駆者となったのである。 

和歌山が生んだ单方熊楠の異形の天才

ぶりに改めておどろくとともに、熊楠の

豪快さと目標に向かって取組む姿は、現

在の私たちにも大いに参考になる。 

しかし、決定的に違うのは私にはその

ような“脳ミソ”が無い事である。 

【玉置達紀】 

*********************************** 

◆ 尾瀬、日帰りハイク 
 
♪夏が来れば思い出す～ 遥かな尾瀬～♪  

歌に誘われ、梅雨明けの休日、友人と 2

人で尾瀬へ、日帰りハイクに出かけまし

た。早出・早帰りは山の鉄則です。もう

ひとつ、忘れてはならない鉄則がありま

す。それは、早コンビニ。これは絶対！ 

今まで何度か、この鉄則を忘れ、痛い目

に逢っているのです。 

朝 4 時半、“遥かな尾瀬”を目指し、い

ざ、出発。高速道路の渋滞を避け、 

「今日は薗原ダムの東岸のトンネルを通

ってみようか？」 

「あそこは、霊感の強い人は怖くて入れ

ないんだって。」 

「こんなに明るい朝一から、出ないでし

ょう。」と言い合いながら問題のトンネル

に入りました。 

「あれっ？ 明かりがついている。」 

「以前は真っ暗だったのに･･･。」 

「壁もタイル張りに変ってるし･･･。これ

じゃぁ、お化けも出ないよね。」 

スリルとサスペンス？ 

を求めて入ったはずのトンネル 

を肩透かしにあった気分で抜けると、こ

れも意外、小さな薗原湖は連日の雨で満

水と予想してたのに、それほどでもあり

ませんでした。 

    
6 時半、戸倉の駐車場着。ここから鳩待

峠まで、シーズン中、一般車は通行禁止

です。バス・タクシー共通チケットを買

い、係のおばさんに言われるままにワゴ

ン車に詰め込まれ、一路鳩待峠へ。 

7 時、鳩待峠（1,615ｍ）着。その昔、

源義家が鳩を飛ばして己の運命を占った

のが、地名の由来だとか。朝食と身支度

を整えて、鳩待峠発。雲ひとつない快晴

の下、山の鼻まで軽やかに下ります（ル

ンルン）。今日は、尾瀬ヶ原のニッコウキ

スゲを堪能したあと、至仏山へ直登する

予定です。さすがに梅雨明けの三連休、

尾瀬ヶ原は賑わってます。 

至仏山の登り口からは、水が流れる山

道を一歩一歩進みますが、日頃の運動不

足といつの間にかの体重増で、すぐに息

切れ、ハーハー、ゼーゼー。参った。こ

んなはずではなかった･･･。尾瀬ヶ原だけ

にすればよかったかも･･･。友人も同様の

様子。 
♪3 歩進んで、2 歩下がりたくない～♪  

それでも尐しずつ進んで森林限界を越

え、しばらくした頃から、高山植物が今

を盛りに咲き乱れているのが見えてきま

す。ハクサンコザクラ、チングルマ、ヨ

ツバシオガマ、タカネバラ･･･。お花見を

しながらゆっくり行きましょう。写真撮

っても、花取るな！ 尾瀬は自然保護地

区です。石ころ一つ拾ってもいけません。 

    

シリーズ 理事投稿 ＝5＝ 

最終回 

P 10 
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バンザーイ！ ヤッホー！ 11 時半、

頂上に着きました。至仏山（2,228ｍ）か

らは、尾瀬ヶ原と燧ケ岳の素晴らしい展

望が開けます。疲れも吹き飛び、ビール

で乾杯！と、いきたいところですが、帰

りの運転があるためガマンです。背負っ

て来ませんでした。それでは、冷やし中

華とおにぎりのランチセットを「いただ

きまーす。」先ほどアンパンを食べたばか

りなのに･･･。 

消費カロリーより摂取カロリーの方が、

断然多いと思われますが、気にしない、

気にしない。周りはメタボ中高年ハイカ

ーで賑わっていることですし･･･。 

 しばし、山頂の爽やかな風に吹かれた

のち、梅雨明け灼熱の下界へ戻らければ

なりません。山の事故の大半は下山時に

発生するとのこと。下りは小至仏山経由

の尾根道です。ウスユキソウ（エーデル

ワイス）、シャクナゲがいっぱいです。 

ちなみに、尾瀬がどこにあるのか知ら

ない人も結構多いとか。群馬県北部の片

品村から福島県桧枝岐村、一部は新潟県

までのびる山上の大高層湿原地帯です。

近年は観光地化して、尾瀬ヶ原はお手軽

ハイキングコースになっていますが、周

囲は 2,000ｍ級の山々に囲まれた歌の通

りの“遥かな尾瀬”です。自分の足で歩

いて行ったら、自分の足で歩いて帰って

こなくてはなりません。ゆめゆめサンダ

ル履きで出かけませんように！ 

【岩上みゆき】 

************************************ 

◆ はやぶさ君に何を見た？ 
 

  
 

「僕に何を見たかって？今、僕が一所懸

命に拾った“塵”を分析していると聞きま

したが、きっと、何かを見つけてくれる

でしょう！僕も楽しみです。そうそう･･･

7 月 30 日からは、皆さんに相模原市や東

京都などでカプセルをお見せしているよ

うですよ。」 

※ カプセルの公開は、相模原市立博

物館、JAXA 筑波宇宙センター、丸の内

オアゾ１階おおひろばを予定しています。 

 これまでに、人類が手に入れた天体は

“月”だけですが、私たちの太陽系初期

については知ることはできません。それ

は、月が変化してしまったからです。今

回たどり着いた小惑星は惑星誕生の状態

をとどめている化石のような天体です。

この分析によって、惑星が出来た材料、

惑星が誕生するまでの太陽系星雲内の様

子･･･等など、未来につながる多くの手が

かりが得られるはずです。 

「人は過去に生きてはならない。未来に

生きなければならない」と言ったのは、

アポロ 15 号のデヴィット・スコット船長

ですが、その続きに「しかし、未来に生

きる方法は過去が教えてくれます。過去

しか教えることはできません。そのため

我々は過去に生きているといえます」。 

 そのために、人類は何事にも挑戦し続

けるのです。いや、挑戦し続ける必要が

あるのです。未来を創るために･･･ 

 この「はやぶさ」ミッションは終了し

たかに見えますが、これに続くミッショ

ンが動いています。すでに、帆掛け舟ロ

ケットが宇宙を飛んでいます。 

一つのミッションが終了したら、「あ

あ！良かった。やった･･･」これは、卖な

る目先の“目標”を完結したにすぎませ

ん。後に続く人類のための“大いなる目

的”には、一つのミッションが終了する

前に二つ目、三つ目のミッションをスタ

ートさせておく必要があるのです。 

 この、はやぶさプロジェクトマネージ

ャーの川口淳一郎(宇宙航空研究開発機構

“JAXA”教授)、田中耕一(島津製作所フ

ェロー・ノーベル化学賞受賞者)両氏の対

談が載っています＜毎日新聞 7月 15日＞。 

－田中さんは、早くからはやぶさに注目

していたそうですね。 

田中 特に関心が強くなったのは、イト

カワに到着したころです。日本のチーム

がアメリカも驚くことをやったのです。

高品質と高い信頼性が日本のモノづくり

の真髄です。その分「失敗するかもしれ

ない」が認められにくい土壌があります。

それだけに、はやぶさは従来の日本にな

かったものづくりの成果と感じました・ 

山口 日本には失敗を恐れる文化、ある

いは 100%過去の成功の蓄積の上にたっ

た計画でないと進めないという悪いクセ

があるようです。日本的な考え方からす

ると、とても通らない計画だったと思い

ます。 

－リスクを取らないと何の成果も出ませ

んよね。 

川口 リスクのない挑戦はありえません。

宇宙開発には試作品の発想はありません。

いきなり本番です。最初につくったもの

で成功させるのは難しいものですが、石

橋をたたいて渡る発想ではなく、失敗す

るかもしれないが、次のページを開こう

とする姿勢が大切です。 

田中 日本はこれまで欧米に追いつけ追

い越せでやってきた努力の結果、世界の

最先端にたったのです。これからは「失

敗しても挑戦する」方向に進むべきです。 

川口 若い人には「失敗は許されない」

という人がいます。日本人的には普通の

感覚かも知れませんが私は「とんでもな

い」と思います。新しい発想を評価する

方法がない現在の教育は問題でしょう。

「どれだけ完璧にできたか」をチェック

する試験中心の評価法を変えていく必要

があります。       【髙田鉃也】 

◆「出発点」と「終着点」 

 

平成16年に日臨技理事を拝命し、爾来、

多くの役員と会務を共にして来ました。

その役員の方々を見ていると、「日臨技理

事」という肩書きを「臨床検査技師とし

ての人生の終着点」とみなしている方と、

「新たな出発点」とみなしている方に大

別できることに気がつきました。 

「終着点」とみなしている方は、総じて

会務に対して積極的ではありません。 

新任時、自らが担当する業務について

「過去にどのように行われていたか」を

学んだ後は、前例を踏襲するだけでその

枞をはみ出そうとしません。 

そのカテゴリーをさらに分類すると、

「日臨技役員歴のみ欲しい」、「地区から

推薦されたために役員をしている」、「一

忚役員である事の自覚はある」、「技師人

生の有終の美を飾ろうとしている」など

に分けられます。 

「日臨技役員歴のみ欲しい」方は、将来、

变勲記念パーティで皆に祝ってもらうた

めに「日臨技役員」としての経歴を欲し

がるという特徴を有します。これ以上手

を抜くと会務に支障が生じる、という最

低限の仕事しか行わず、会議も欠席しが

ちです。理事から常務理事、副会長へと

いう野心はなく、妙な野心がない代わり

に会務への情熱もないのも特徴のひとつ

です。 

「地区から推薦されたために役員をして

いる」方は、臨床検査技師としての人生

の最後に、「日臨技役員」という箔を付け

るために地区が（順番ではあるが）推薦

してくれたと考えている方々です。役員

歴だけを欲する方ほど業務の手は抜かな

いが、できるだけ楽をしようとする傾向

があります。 

「一忚役員である事の自覚はある」方は、

斬新なアイデアを提案することはありま

せんが、継続事業を途絶させないように

前例を 100％踏襲して業務を全うします。

変化を嫌い、無事平穏をこよなく愛しま

す。このタイプにも野心家はいません。 

「技師人生の有終の美を飾ろうとしてい

る」方は、後々、「あの人はよく頑張って

いた」と役員内で語り継いでもらいたい

ため、自分なりに担当業務に精を出しま

す。ないしは、定年前に日臨技役員に就

任した事を名誉と感じ、全国組織の役員

として恥ずかしくない働きをしておこう、

と考えて担当業務を遂行します。パラダ

イムの転換など考えることはなく、事務

局からの問い合わせにも素早く反忚し、

各種会議への出席も積極的です。ただ、

残念なのは、往々にしてこの手の方は語

り継いでもらえていないようです。どの

ような時代でも、語り継がれるのは、良

きにつけ悪しきにつけ、強烈な個性の持

ち主なのです。 

 では、「新たな出発点」と P 11 
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みなしている役員を展望してみましょう。 

 将来、副会長や会長の座を狙っている

方は職場でも技師会でも労苦を厭わない、

という特性を持っています。担当業務は

熱心に行い、新しいアイデアも出します

が、人によっては「自分のため」にとい

う意識が透けて見えます。他の役員から

嫌われる事を極端に恐れ（票の確保のた

め？）、表面的な人当たりは抜群に良い、

というのが大きな特徴です。表面的であ

るがため、人によっては、理事から常務

理事、常務理事から副会長へとヒエラル

キーの階段を駆け上がるうちに、人当た

りの良さが、上におもねて下に厳しく変

化してくることもあります。 

こちらも、タイプを分けると、「地区を

見返してやろうという会長推薦理事」、

「会長を目指している理事」、「日臨技を

変革しようという気概を持った志士」な

どに分類できます。 

「地区を見返してやろうという会長推薦

理事」は、地区は推薦してくれなかった

が、会長（中央）は評価してくれている

ものと考え、地区や県では芽が出なかっ

たが日臨技ではのし上がってやろうと頑

張ります。ただ、意識が先走るあまり、

地区推薦より会長推薦に優越性があると

錯覚して、地区推薦役員や地区、都道府

県技師会と摩擦を起こして自滅すること

も多々あるようです。 

「会長を目指している理事」は、過去の

担当者以上の業績を残そうとし、二役と

の連携強化にも抜かりがありません。会

長選挙時には地区や県技師会からの推薦

を受けるため、あらゆる機会を捉えて地

区理事や有力役員に工作を行おうとしま

す。ときとして、順番が来るまで長く役

員をやろうとする輩が出現するようです。 

「日臨技を変革しようという気概を持っ

た志士」は、日臨技の組織が、現状の社

会情勢に対忚しきれていないと捉え、何

とか良い方向に日臨技を変革したいと考

えています。「医療における臨床検査」と

いう枞組みで考えている方もいれば、「国

家と国民」という枞組みでとらえている

方もいます。変革しなければと思いつつ、

何をどうしたら良いのか皆目見当のつか

ない方も散見されます。 

 最後に、分類不能のタイプとして「何

事も事務員に『どうする』と相談する」

あるいは「常に『皆様のご意見』を聞く」

という方もいます。 

 前者は、会の事業執行について、自ら

判断・決断ができず、事務員に相談しま

す。同じ事業部の役員に相談するのはプ

ライドが許さないので事務員に相談する

場合と、何も考えていない役員が、平日

は事務局に居て役員より捕まえやすい事

務員に相談してくる場合の２つのケース

があるようです。事務員に相談する方が 

カッコ悪そうですが･･･ 

後者は、自らの意見・信念

が無いかあるいは持とうとせず、会議で

も試案を出せないので、出席者の意見を

聞いてもその意見を集約して結論を出せ

ません。このタイプの役員が仕切る会議

は、小田原評定の繰り返しで、いつまで

経っても結論が出ず、いたずらに会議回

数を増やし、大切な会費を浪費すること

になります。本人は「民主主義に則って」

会議を進めているつもりなので厄介です。 

決断できないリーダー（本来は決断で

きない人をリーダーとは呼ばない）がい

る組織は悲惨です。無意識下で責任を回

避しているものと思います。 

 今、公益法人制度改革によって日臨技

という組織は大きく変わらざるを得なく

なりました。最早、技師会活動はボラン

ティアだからと言って、ただ居るだけで

済まされる時代ではありません。無報酬

だからやる気が湧かないと言う人は、報

酬を手にしたからと言っても何の知恵も

出ないものです。 

--------------------- 

「えっ！自分はどこに所属するの？」 

こんな思いで･･･迎えた平成 22 年。 

線路が変わり、4 か月が過ぎ、今更なが

ら「多忙は、人生を豊かにする」ことを、

身に滲みて感じています。 

今の理事会は、 

「初心を忘れずに、自らの内なるパラダ

イムを転換して、会益を国益へと止揚し

てゆく」 

こんな理事で溢れています。 

 

「終着駅(下り)」は「始発駅(上り)」 

でもあるのです。    【金子健史】 
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◇ 認定一般検査技師認定資格更新 

指定講習会 

１ 関東甲信地区臨床検査技師会 

平成 22 年 8 月 21 日(土)～22 日(日) 

1 日目＜14：00＞日本大学医学部 

2 日目＜  9：00＞  日本大学医学部 

２ 長野県臨床衛生検査技師会 

平成 22 年 9 月 5 日(日)＜9：00＞ 

松本歯科大学 

 

３ 京都府臨床検査技師会 

 平成 22 年 10 月 9 日(土)～10 日(日) 

1 日目＜12：00＞京都大学医学部 

2 日目＜ 9：00＞京都保健衛生専門学校 

４ 鳥取県臨床検査技師会 

 平成 22 年 10 月 17 日(日)＜10：00＞ 

 鳥取大学医学部附属病院 

◇ 認定心電検査技師認定資格更新 

指定講習会 
１ 中国臨床検査技師会 

平成 22 年 8 月 29 日(日)＜ 8：50＞ 

鳥取大学医学部保健学科 

２ 愛知県臨床検査技師会 

 平成 22 年 10 月 16 日(土)＜14：00＞ 

 名古屋市立大学 
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日臨技認定センター 

お知らせコーナー！ 
詳細はホームページをご覧下さい。 

 
 

 

編集室 

◇ 追伸 

「釧網本線北浜駅で下車した。この駅

は、オホーツク海の海岸線から約 20m

の所にある、文句なしに『オホーツク

海に一番近い駅』である。 

早速、荷物をホームに置いて、何者

かに導かれるかのように、ただふらふ

らと海岸線に向かった。これはとんで

もない所に来てしまった。これが本当

に日本なのだろうか。 

目の前に広がるのは、ただ氷塊が転

がる白き平原である。曇っている上に

日は落ちて辺りが薄暗くなり始めてい

るのが、余計に幽遠さを高めている。

僕は一歩、また一歩と、その雪原に足

を踏み入れた。 

どこまで行っても果てがないような

気がする、この平原は。突如、この白

に我が身を埋められたら、と考える自

分に驚く。僕は断じて自殺願望など無

いが、ここにはそんな衝動を駆り立て

る殺気があるのかも知れない。 

直後、大阪から来たという大学一年

生に声をかけ、打ち解けて北浜駅舎内

にある喫茶店『停車場』にて話す。今

夜は北浜の YH（ユースホステル）に

て泊まるとの由。網走発の夜行で一泊

しようかとも考えていた僕だったが、

これで心は決まり、網走原生花園 YH

に案内してもらった。宿泊客は 2 人の

み。ペアレントさんと共に談話室で 22

時前まで話し込み、僕は天気図を書い

て就寝した。」 

＜作者不明：我が心の師宮脇俊三先生

に捧ぐ＞より 

 
 

◇ 8 月号も終わっちゃいました！ 

  いよいよ“勉学の秋”が始まる予

定です！       【TAKADA】 

 


