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3月 14日（月）： 日本衛生検査所協会並びに日本臨床検査薬協会と情報交換するとともに、試薬、消耗品供給、検体検査実施の安定
供給、安定実施への申し入れを行い、今後は情報共有することで一致した。  
3月 16日（水）： 本部長と日本衛生検査所協会伊達忠一会長と電話協議を行い、日本の臨床検査を担う責任として、今後の臨床検査
部門の弱体化を防ぐ観点からも、病院施設、民間検査所が一体となり対応していくことで一致し、情報交換・情報共有を約束した。ま

た、臨床検査試薬、消耗品の流通不全情報を得たことで、日本臨床検査薬協会と情報交換を行い、臨薬協、卸問屋、企業への実態調査

依頼と、同時に独自調査を開始した。 
3月 17日（木）： 会員消息、国内試薬、消耗品流通問題の調査を実施するとともに、ホームページに会告として、被災情報収集協力
のお知らせを掲載した。 
 
 
 
 

この度の東日本大震災によるメーカー被害も大きくなっております。これに乗じて、「臨床検査試薬・消耗品類のメーカー被害が大

きく流通が不安定となり、供給不足が懸念される」という情報が錯綜しております。 

これは、震災の影響による輸送の遅滞に加え、この短期間における「試薬、関連消耗品の施設による過剰在庫・確保等の結果、流通不

全に陥っているのが大きな原因の一つと考えられます。 

試薬、培地など流通が滞っている製品、事例はありますが、その数は限定されており正常に生産ラインが稼働し、在庫も特段の問題な

く流通を行える企業がほとんどであることが判明しております。 

このような事情により会員施設におきましても、不急不要な在庫は勿論、過剰在庫並びに備蓄などは可能な限り控えて頂きたくお願い

いたします。 

なお、当会では日本臨床検査薬協会、日本衛生検査所協会と情報交換をおこない、各企業、衛生検査所の正確な情報伝達を基にしたセ

ールスを行うようお願いをしております。 

この状況に鑑み、会員各位には被災地および国内の安定供給を確保するためにも、さらなる冷静な対応をお願いいたします。 

 

 

 

 
この会議には、11日（金）に＜暫定＞設置したメンバーに加え、会員共済担当として総務部共済担当の田上稔理事、同部情報担当の土
居 修理事を加えることを確認した。 
◇ 義援金については、被災地への募金活動の他、当会としては被災会員への復興支援を目的とする募金活動を行い、集約は都道府県

技師会へお願いすることとした。 
◇ 平成 23年度各種事業は、復興支援チャリティー事業とすることとした。 
◇ 被災情報について、東北を中心とする技師会では調査に困難が予想されることもあり、 
執行部としての独自調査も行うこととした。 
◇ 臨床検査試薬、関連消耗品などの流通不安が全国に広がっているが、すでに日薬協、 
日衛協とは話し合 いを行っており、更に情報交換を行い、買占め、過剰在庫など行わ 
ないよう引き続き会員への広報、啓発を行うこととした。 
◇ 関連学会などでは学会行事の中止を表明しているが、安易に中止することは、今後 
の経済への悪影響にもつながります。その経済効果も考え、第 60回日本医学検査学会 
は現時点では予定どおりの開催とすることとした。 
◇ ただし、福島原発事故による電力問題＜計画停電＞や行政指導などが行われた場合 
は、中止せざるを得ない場合もあり。したがって、今後も予断の許さない状況が続くこととなる。これらの対策については理事会へ提

案し、組織決定することとした。 
 

 

 

 

東日本大震災による被災会員の復興支援義援金の募金活動を、各都道府県技師会の取りまとめで行います。 
詳細は、ホームページをご覧ください。 

 P 1  

3.17 日本衛生検査所協会及び日本臨床検査薬協会と意見調整 

3.17 臨床検査診断薬・消耗品器材の国内流通に関するお願い 

3.19 東日本大震災災害対策会議を開催 

3.19 東日本大震災 災害義援金の募金活動について 

1P：東日本災害関連記事 2P：世界各国技師会からのお見舞い 3P：4団体連絡会議・厚生労働省通知 4P：第 2回総会・他 
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世界各国技師会から多くの災害お見舞いをいただきました。今のところ、ギリシャ（12 日）、スリランカ（14 日）、IFBLS（14 日）、
AAMLS（14日）、スウェーデン（15日）、韓国（16日）、台湾（18日）の 7団体である。 
 
110312  from  Greece 
Dear President  
All of my thoughts and of the Greek people are by you during that difficult time. 
Our prayers go to our Japanese friends and colleagues especially to the members and families of the Japanese Association of 
Medical Technology and Kyoko Komatsu that i know from the world conferences. We can understand you because Greece is the 6th 
seismic country in the world and we have suffer and feel that situation many times. 
Please don't hesitate to ask whatever help and assistance. 
 Dionysis Vourtsis 
 
110314   from Sri Lanka 
Hi friends, 
We are shocked to see the devastation took place in your country due to the earth quake and tsunami . We too had faced the same 
situation in 2004 without a warning and know how it feel.  
Please accept our condolences for those fellow human beings who lost their lives and our prays are with you for speedy recovery of 
affected. 
Though we are not in a position to offer our services our thoughts are always with you. 
Nayana Gunasekara 
 
110314   from  IFBLS 
Dear Shun,  
I hope you and all your colleagues in JAMT and your families are well. We hear and see the news from Japan and the devastations 
your country and people are suffering. You are all in our thoughts. 
Please send my regards to your President and colleagues  
Gry Andersen 

110314   from  AAMLS  
The whole world is standing still since the devastating catastrophy struck Japan last Friday. 
We all, your friends, are in sympathy of all the casualties and the destruction that has and still is a danger to the Japanese 
population. 
Our minds and hearts are with all of you, and our prayers go to all of you, our Medical Technology friends in Japan, may the 
recovery be speedy, may the casualties be limited to what it is now, and may the moral recovery of the Japan nation be effective 
and in the soonest time possible. 
 With our warmest regards, 
On behalf of the Asian Association of Medical  Lab Scientists, 
Rachana Santiyanont, Eddie Ang, James Chang, Woon Sung Tong, Leila Florento, 
Tsim YL, Yong Ho Ahn, H Moh Kassim, Endang Hoyaranda 
 
 110315  Sweden 
Dear Colleagues, 
I hope this mail finds you safe and healthy in these very difficult 
times. We at the Swedish Institute of Biomedical Laboratory Science have followed the events in your country with great interest 
and sorrow. 
We realize there is little we can do/accomplish from here, but we want 
you to know that our thoughts and wishes are with you. Please let us 
know if we can assist in any way. 
Sincerely, 
Ulla-Britt Lindholm 
chairperson 
                                                                                                              
110316  KAMT 
Dear, President of Japanese Association of Medical Technologists 
How big an earthquake devestated do? 
President sends his message of consolation. 
We are also cheering. 
Hope and pray everything will recover quickly. 
Please take care. 
Sincerely Yours, 
office of Korean Association of Medical Technologists 
 

P 2 

3.23 世界各国技師会からのお見舞いをいただきました 
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110318  TAMT 
拝啓 はじめまして、私は台湾台北市臨床検査技師会の理事の孟淑英と申しますが、また台湾大学医学院附属病院検験医学部血液検査

組で、臨床検査技師として勤めております。 

さて、三月十一日、貴国の東北関東大震災が発生した情報が新聞に掲載されていましたが、地震と津波によって岩手県や宮城県、福島

県の沿岸部は壊滅的な被害を受け、尊い命が奪われたようです。ご被害のほどが想像され、台湾臨床検査技師会の蘆理事長と役員全員

は、深く心配いたしております。何か私どもでお役に立つことがございましたら、何なりともお申し越しいただきたく、とりいそぎお

伺い申しあげます。                                                              敬具 

台湾臨床検査技師会   孟 淑英 

 

 
 
 
 
3月 26日（土）に開催された平成 22年度第 2回定期総会においてこの災害に対する質問・要望が出された。執行部は、「職能団体と
して被災会員のための就労援助を含む会員復興支援」として最大限努力実行することを約束した。 
 
 
 
 
日本衛生検査所協会、日本臨床検査薬協会、日本臨床検査薬卸協議会との 4団体で、4団体災害対策連絡会議を開催した。 
当該地区における登録検査所の数か所がかなりの損害を受けたが、同協会の支援により業務を行っている現状が話された。試薬の流通

については、現在ではルートは確保している。当該地区に工場のある一部メーカーの試薬を除き、在庫も確保している。 
今後は、臨床検査の弱体化を防ぐ観点からも、連絡会議を定期的に開催する必要性を確認、4団体での協議を続ける方向で一致しまし
た。災害地区の検査室並びに会員の安否調査に関しては、日本臨床検査薬卸協議会が全面的に協力していただけることとなった。 
 
 
 
 
会員の安否調査を行っておりましたが、残念ながら会員（青森県）1名の死亡が確認されました。 
謹んでご冥福をお祈りいたします。 
会員以外でも検査技師の死亡が確認されており、出来るだけ早急に安否を確認する必要があります。この調査には国立病院機構本部（臨

床検査専門職）からも全面的に協力するとのお話がありました。 
被災された会員の皆さんは、連絡する方法が無い方もおられると思いますので、知り合いの方の安否情報をお寄せ下さい。 
 
 
 
 
3月17日： 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置について（通知） 
◇ 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律（平成17年法律第39号）附則第3条第2項の規定に基づく衛生検
査技師免許の申請の期間の満了日を平成23年8月31に延長する。 

詳細は、ホームページをご覧ください。 
3月17日： 東北地方太平洋沖地震の発生に伴う医師等の医療関係職種の免許申請等に係る取扱いに基づく各種手続きについて 
◇ 新規免許申請の場合、免許証を紛失された場合の手続きについて記載。 

詳細は、ホームページをご覧ください。 
3月17日： 東北地方太平洋沖地震に伴う省エネルギーへの協力について 
◇ 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、東京電力管内(※注1)において相当の供給力不足が発生している
ことから、厚生労働省においても、地方支分部局及び施設等機関等に対して、3月14日に節電対策等の徹底について依頼したところで
す。今後も、この厳しい電力需給の状況が続くことが予想されるほか、東北電力管内(※注2)においても計画停電を行う予定です。 
つきましては、資源エネルギー庁からの依頼も踏まえ、再度、地方支分部局、施設等機関、所管の法人、事業者及び関係団体に対し、

別紙の取組を参考としつつ、省エネルギーに最大限協力するよう依頼願います。 
※ 注1：栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) 
※ 注2：青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 
  詳細は、ホームページをご覧ください。 
3月23日： 東北地方太平洋沖地震の発生に伴う各養成施設等の対応について 
◇ 入学者選抜・入学手続き等における配慮、卒業・進級等における配慮、転学等における配慮を記載。 
  詳細は、ホームページをご覧ください。 
3月 31日： 文書保存に係る取扱いについて 
◇ 震災により診療録等を滅失した場合の取扱い、診療録の保存場所に係る取扱い－について記載。 
  詳細は、ホームページをご覧ください。 
 

P 3 

3.28 4 団体 災害対策連絡会議を開催 

3.29 会員 1名の死亡が確認されました 

3.31 厚生労働省から災害に伴う各種通知が発出 

3.26 平成 22 年度第 2回定期総会で会員復興支援を採択 
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開会に先立ち、会長より挨拶があった

が、災害中心のものとなった。 
「3月 11日に発生いたしました東北太平
洋沖地震による東北関東大震災に遭われ、

これからの人生を奪われ、お亡くなりに

なられた皆様のご冥福をお祈りするとと

もに、被災された多くの会員の皆様に、

あらためてお見舞い申し上げます。 
本日の総会は、新法人移行に関する最

重要案件をはじめとする平成23年度事業
(案)並びに予算(案)を審議決定し、我々日
本臨床衛生検査技師会の行く末を決定す

る重要なものであり、定款において年度

内の開催が義務付けられております。そ

のため、東北地区の皆様には誠に申し訳

ございませんが、地区担当理事をとおし

ご説明させていただき、予定通り開催さ

せていただくことといたしました。 
本日は、新法人移行のための定款改正

案もご提案させていただきますが、その

ためには、委任状を含めた会員の 75％の
出席を必要としております。これにつき

ましては、このような時期にも関わらず、

東北地区の皆さまからは 80％を超える委
任状のご提出をいただきました。このこ

とは、私ども執行部へこれからの事業展

開を委託されたものと身の引き締まる想

いであります。 
しかし、一方、決まりに満たない委任

状提出の都府県技師会もあります。これ

は、私ども執行部に対するご批判と真摯

に受け止めるとともに、今後の運営にお

いて、更なる覚悟を持って当たることを

お約束いたします。 
さて、この度の災害は、単に自然災害

にとどめるのではなく、技師会、加えて、

我々検査技師に対する警告とも受け止め

る必要があろうと考えております。その

ため、日本臨床衛生検査技師会は検査技

師のための職能団体としての基盤を更に

強化しなければならないと痛感しており

ます。 
私ども新執行部は、平成 22年度の事業
として、会員が安心して臨床検査業務を

遂行出来るようにとの観点、更には、臨

床検査を担う者の国民に対する責任とし

て会員全員の保険加入を決定しました。 
現在、6月開始に向けての最終段階に入っ
ております。また、全員加入に加え、給

与補償保険も立ち上げましたが、この災

害に遭遇し、率直に「遅かった」と悔や

まれてなりません。 
この災害に対しましては、「日臨技は無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関心なのか」というご指摘も受けてお

ります。しかし、3月 11日の地震発生時
は、日臨技会館におきまして保険事業に

ついての打合せ会議を行っており、当日

午後 4 時には現行の規則に則った災害対
策本部を立ち上げました。同時に、まず、

会員の安否情報をはじめとする情報収集

を開始しました。しかし、性急で不確か

な情報を発信し会員を混乱させることは

避けるべきであり、情報収集と関係団体

との調整を行いつつ、確かな情報の発信

を心がけております。 
また、災害対策としても会員からご意

見をいただいておりますが、すでに関係

団体との協議の中で、日本の臨床検査の

弱体化を防ぐ観点からも、お互いの立場

を超えた活動を行うことで一致しており

ます。その中で、国民へ対する支援事業

につきましては、行政をはじめ関係団体

と協議のもと、組織と組織の強調と調整

に基づいた活動を行うことも申し合わせ

ております。 
今、我々検査技師の職能団体として行

わねばならない事、行うべき事は、会員

の認識の共有であり、それに基づく、「会

員の安心の確保とその担保」であります。 
それを怠っては職能団体の存在価値は無

いと言えます。 
日本臨床衛生検査技師会は、国民のた

めの臨床検査を守るための基本的事項と

して、精度保障事業、データ標準化事業、

更に検査室認証事業と公益性の高い事業

を数年にわたり展開してきました。これ

は、臨床検査技師の生命線と言うべき事

業でありますが、そのためには、この会

員の安心を担保する事業、更には、この

度の災害にあわれた会員の「今後の就労」

も含めた復興支援事業が必要です。 
そのための危機管理体制の確立・強化

が欠くことの出来ない重要事項でありま

す。これらの復興支援事業は長期的な視

野に立ち展開する必要があるとともに、

精度補償事業に匹敵する、あるいは、そ

れ以上の事業として取り組む覚悟であり

ます。この総会終了後に臨時理事会を開

催し、災害対策、そして会員復興支援事

業の大綱を決定させていただきます。皆

様方には、順次、決定次第お示し事業展

開を図ってまいる所存であります。 
そのためにも、まず、本総会の事業計

画案並びに予算案の審議・決定が重要で

あり、皆様方の活発なご審議をお願い申

し上げます。」 

都道府県別「出席・委任状(％)」状況 

（10 時現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 尚、山形県、鳥取県は、災害の影響

により、午前 10時迄に到着出来ず 0.0% 
となっている。その後、遅れて届いた数

は、山形県 447通(78.8％)、鳥取県は 209
通(70.2％)であった。この両県を加えると
74.4％という結果であった。 
************************************ 
 当日提出された議案で、＜日臨技総合

研究所の設立＞に質問が集中した。設立

の趣旨は分かるが、その中身について不

透明であり、形態及びメンバーを提示せ

ず提案することに疑義があった。 
 執行部としては、将来的には“事業会

社”の形態と考えているが、当初は現在

設置されている“認定センター”と同様

に考えて欲しいという説明があった。 
 その他、この災害に対する復興支援を

手厚くするように、また、その財源確保

を検討して欲しい－との意見・要望が出

された。 
 これに対して最後に会長から、「会員の

就労を含め最大限の支援を行う。すでに、

就労希望者に対しては、その枠も幾つか

確保している。今まで行ってきた標準化

事業にも匹敵する予算措置を行う。」との

コメントがあった。 
 以上により、平成 23年度事業計画・予
算(案)は、賛成多数(反対 436)により可決
された。 
 尚、議事進行の詳細については、後日

公表する“議事録”をホームページによ

り閲覧していただきたい。 
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平成 22 年度 第 2 回定期総会終了 
平成 22年度第 2回定期総会が、平成 23年 3月 26日(土)に開催された。この度の東日
本大震災の影響で東北地区の会員が出席出来ない状況であったが、定款により年度内の

開催が義務づけられていることもあり開催に踏み切った。 
今回の議案には、新法人移行(案)並びに定款改正(案)等の重要案件が審議されたが、定

款の定めによる委任状 75％の要件(当日 10時現在)が満たされないことで、定款改正(案)
は執行部から取り下げられた。 
その他の議案・予算(案)については、賛成多数(反対 436)により承認された。

北海道 76.7 
青森県 70.2 
岩手県 83.1 
宮城県 54.4 
秋田県 77.9 
山形県   0.0 
福島県 83.1 
茨城県 69.1 
栃木県 82.9 
群馬県 76.2 
埼玉県 80.9 
千葉県 68.4 
東京都 54.3 
神奈川県 70.4 
新潟県 76.6 
富山県 79.9 
石川県 91.7 
福井県 74.5 
山梨県 81.1 
長野県 76.0 
岐阜県 79.9 
静岡県 76.1 
愛知県 82.3 
三重県 79.2 

滋賀県 73.8 
京都府 59.8 
大阪府 68.1 
兵庫県 69.3 
奈良県 72.0 
和歌山県 77.5 
鳥取県   0.0 
島根県 83.5 
岡山県 81.8 
広島県 75.4 
山口県 88.7 
徳島県 75.8 
香川県 79.6 
愛媛県 77.0 
高知県 76.6 
福岡県 85.0 
佐賀県 80.1 
長崎県 86.6 
熊本県 76.5 
大分県 77.6 
宮崎県 79.2 
鹿児島県 92.0 
沖縄県 61.6 
  計   73.1 


