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【盛大な賀詞交換会】 

  

 １月24日（金）、霞が関の霞山会館において「令和

２年日臨技賀詞交換会」が開催されました。当日は国

会議員３名、厚生労働省６名を含む招待者58名や賛助

会員、支部幹事・都道府県会長など総勢250名ほどの

ご参加を得て、盛大に開催されました。 

冒頭の当会代表理事の長沢副会長の開会宣言、宮

島会長の挨拶に続き、宮下一郎衆議院議員、古川俊治

参議院議員にご挨拶をいただき、臨床検査関係を代表

して、日本臨床検査所協会の江川会長に心温まるご挨

拶を頂戴いたしました。その後、日本病院会 相澤孝

夫会長の乾杯の音頭で祝宴に入りました。 

引き続き、江藤征士郎衆議院議員、さらに医療界

を代表して公益社団法人日本医師会常任理事の児玉弘

之先生の紹介と挨拶、安田守向日市市長、厚生労働省

吉田学医政局長からご挨拶を頂戴いたしました。 

【全国幹事連絡会議の開催】 

令和元年度全国幹事連絡会議が賀詞交歓会の翌日

となる１月25日(土)、全国から日臨技幹事、日臨技理

事が出席して、日本臨床検査技師会館において開催さ

れました。この全国幹事連絡会は、全国からの生の声

をお聞きする貴重な会議であります。 

宮島会長から「議決する会議ではないが、より良

い意見交換の場としたい」との挨拶があり、その後、

令和２年度事業計画の重点課題等、事業の骨格につい

て説明がありました。 

引き続き、令和２年度事業計画(案)の概要につい

て、代表理事横地常広副会長および各担当執行理事か

ら新規事業および重点事業を中心とした具体的な説明

を行うとともに、幹事ならびに都道府県技師会への協

力を求め、出席者した皆様方から、新規事業等に対す

る質問、要望を受けました。 

また、千葉執行理事(会計担当)が、都道府県技師

会令和２年度予算編成を行う上で重要となる当会の助

成事業について、新規事業ならびに予算の大枠を提示

しました。 

以前は、この会議を含め当会への苦情や要望が多

かったのですが、今回は出席者の積極的な姿勢が窺え

る建設的な意見が出る等、会議全体の雰囲気も変化し

てきました。 

 貴重なご意見を頂戴いたしましたので、今後の事業

計画に活かして行きたいと考えています。                              
古川 俊治 

参議院議員 

宮下 一郎 

衆議院議員 

江藤 征士郎 

衆議院議議員 

暫くの間ご歓談いただき、和やかな雰囲気の中で

出席者の交流が行われ、中締めとして日本衛生検査所

協会 久川芳三副会長のお言葉に続き、当会代表理事

横地副会長の締めの挨拶と、盛会のうちに閉会いたし

ました。本事業は国政、行政、業界関係者が一堂に会

する年次行事として定着しつつあると実感していま

す。    
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【参議院議員 宮島よしふみ政経セミナー】 

～国政報告～ 
 

また、１月24日（金）の賀詞

交歓会開催前に日本臨床検査技

師連盟関連の行事も開催されま

した。まず、参議院議員宮島よ

しふみ政経セミナーが永田町の

ビジョンセンター永田町で開催

され、国会会期中のため宮島会

長が会場に駆け付けるまでの時

間を利用して横地副会長から医

師の働き方改革におけるタスクシフト検討会の動向や

臨床検査技師のカリキュラム変更の進捗状況等が情報

提供されました。国政報告では宮島会長から、現在、

財務大臣政務官に任命され、政府の一員として財務大

臣を補佐していること。国の経済再生、社会保障制度

の運営上の課題に取り組んでおり、年末には令和２年

度予算政府原案を作り上げ、これから国会で本格的な

ご審議に入ること等が報告されました。大変わかりや

すい講演であり、200名以上の参加者にとっても内容

も濃く大変有意義なセミナーの開催となりました。 

【日本臨床検査技師連盟執行委員会】 

よしふみ政経セミナーの後、連

盟執行委員会が開催されました。

今年は３部構成で開催され、１部

では連盟の決算と予算を審議し、

これからの方向性を決定しまし

た。２部ではそれらの方向性を念

頭に、どのように積極的な活動が

できるのかを参加者全員のグルー

プワークとして討論しました。各

グループでは積極的な意見が飛び出し、今後の連盟活

動に役立てるられるような素晴らしい内容だったよう

に思います。３部では臨床検査技師でもある京都向日

市の安田守市長にご講演をいただきました。向日市が

日本一面積の小さな市であることや歴史上重要な場所

であったことなどが冒頭で紹介され、本題の講演では

『これからの臨床検査技師の在り方について（連盟活

動 を通じて）』と題し「（卒前）教育制度の改革」

「地位向上と職域の確保（業務独占）」の２点を重点

的にご講演いただきました。としても組織強化の重要

性が認識された講演となりました。 

宮島喜文 会長 

 安田守 市長 

■令和２年度年会費の振替日は２月27日（木）です！ 

・前日までに当会年会費および都道府県会費の合算された金額を口座にご準備ください。 

 日本臨床技師連盟に加入されている会員で口座振替をご利用の方は連盟会費も併せてご準備をお願いいたします。 
 

・１月10日（木）以降に口座変更の手続きをされた方は、令和２年度分は変更前の口座から振替されます。 

 ※ご提出いただいた「口座振替依頼書」は令和３年度会費の振替時より適応となります。 

 ※ご自身の振替口座は会員専用ページからご確認いただけます。 
 

・領収書は３月中旬より会員専用ページから出力可能となります。 
 

・１月31日（金）以降で年度内（３月31日まで）に退会手続きをされた方で、年会費の自動振替が行われた方には年会費

が返金されます。 

 当会ＨＰより「返金願」をダウンロード、ご記入のうえ事務局までご郵送ください。 

 ４月中旬より随時返金いたします。 

 ※退会のタイミングにより当会会費と都道府県技師会費は別々に返金される場合があります。 

 
 

・詳しくは当会ホームページ www.jamt.or.jp 、トップページのこちらの ⇒ 

 バナーをご確認ください。 
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令和元年度  

 新年を迎えたばかりの令和２年１月12日（日）～13日（月）、令和元年度遺伝子医療技術研修会を京都保健

衛生専門学校で開催しました。これは昨年度まで実施してきた遺伝子・染色体研修会を継承する研修会で、核

酸の抽出や遺伝子増幅など基本的操作を正確に行うための実習と、がん遺伝子パネル検査や遺伝カウンセリン

グ、データの読み方等の講演で構成され、認定臨床染色体遺伝子検査師の受験対策講座もあります。次世代

シークエンサーを用いたがんゲノムプロファイリング検査が保険適用となり、関心の高さをうかがえる受講生

の熱気に包まれた充実した研修会となりました。 

 参加された受講生からの感想をご紹介します。 

（担当執行理事 白波瀬 浩幸） 

 湯石 晃一（獨協医科大学病院臨床検査センター ） 
 この研修会は実習と講義があり２日間で行われま

した。その一番の魅力はやはり実習だと思います。日

常検査で遭遇する些細な疑問や不安に対してすぐに答

えが示されるだけでなく、自分では正しいと思い行っ

てきた手技に対しても新たな視点で見直しができる貴

重な機会となっています。 

 京都での研修会には今回で２度目の参加となりまし

たが、そこで学んだことは混和の重要性でした。遺伝

子検査では混和のやり方次第で結果に影響が出てしま

うため注意が必要であるとのことです。具体的には、

逆転写酵素を使用している場合はボルテックス混和よ

りもタッピング混和のが良いことやPCR時のMaster 

MixにcDNA添加をした際には混和の必要がない等で

す。このようにあまり気にも留めずに行っている手技

について細かな指導を受けられる研修会はそれほど多

くはないと思います。他にも最新の話題や遺伝子解析

に必要な知識も学ぶことができ、本当に内容の濃い２

日間となっていました。 

 さらなる発展が予想される遺伝子検査のニーズに応

えるためにも、今後もこのような研修会で定期的に知

識や手技のバージョンアップをしたいと思いました。 

 高田 直樹（加古川総合保健センター） 

 私は病理検査だけで長くやってきましたが、ゲノム

医療が本格化し、より品質のよいホルマリン固定パラ

フィンブロックの作成が要求されるようになりまし

た。そのため、遺伝子検査のことを全く知らないのは

まずいと思い、今回参加しました。36名が参加し病理

の方も多く参加されていたとうかがっています。 

 講習会はまずリアルタイムPCRの実習からはじまり

ました。厳密なピペッティング操作を必要とし、普段

ピペットさえほとんど使わないので緊張しましたが、

実習の結果、遺伝子検査のことが少しわかった気がし

ました。その後ゲノム医療に関する最新の話題や、遺

伝カウンセリングのこと、遺伝子検査の結果や報告書

の読み方等と盛りだくさんの内容でしたが、わかりや

すい講演でしたのでよく理解でき、あっという間の２

日間でした。ただ最後の「認定臨床染色体遺伝子検査

師」の受験対策はさすがについていけず、来年はもう

少し勉強して臨まねばと思いました。病理技師も遺伝

子検査に関する知識は欠かせないと思われます。 

 私もこれを機に一層精進したいと思います。 

◆研修会プログラム◆ 

【1月12日（日）】 

Ⅰ．実習 

「リアルタイム PCRによる疾患関連遺伝子 mRNA測定の 

ポイント」 

サーモフィッシャーサイエンティフィック 

 ライフテクノロジーズジャパン株式会社    

白神 博 ほか実務委員 

Ⅱ．教育講演 

「がん遺伝子パネル検査における臨床検査技師の役割と 

病理検体の品質確保」  

日臨技執行委理事（京都大学医学部附属病院 病理部） 

 白波瀬 浩幸 

Ⅲ．特別講演 

「がんゲノム医療の最新事情と課題」 

 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科  

病態制御科学専攻腫瘍制御学講座 (臨床遺伝子医療学分野) 

平沢 晃 

【１月13日（月）】 

 Ⅳ．講義  

①「遺伝カウンセリングの現状と課題」 

 国立病院機構 京都医療センター臨床検査科 

遺伝診療部  飛騨 美希 

②「染色体報告書の結果の読み方」 

 株式会社エスアールエル 遺伝子・染色体解析部  別府 弘規 

③「遺伝子検査の結果の読み方」 

山口大学医学部附属病院 検査部  岡山 直子 

④「遺伝子・染色体検査の精度保証 

  ～ISO15189 取り組みを通して～」 

北海道大学病院 検査・輸血部  藤澤 真一 

Ⅴ．「認定臨床染色体遺伝子検査師」の受験対策 

山口大学医学部附属病院 検査部 岡山 直子 

筑波大学附属病院 検査部   南木 融 

株式会社エスアールエル 遺伝子・染色体解析部  別府 弘規 
 

(敬称略） 

研修会の様子 
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 栃木県臨床検査技師会では、11月17日（日）、宇都

宮ろまんちっく村にて「検査と健康展」を開催し、午

前の部10時～12時、午後の部13時～15時の２部構成と

し、285人の来場者がありました。 

 血管測定145名、簡易血糖測定141名、骨密度測定

188名、肺機能測定134名、物忘れプログラム61名の申

し込みがあり、理事、第三支部会員、栃木県立衛生福

祉大学校の生徒等、合計47名の協力により検査と結果

の説明を行いました。また、37名が医師による健康相

談を受けました。 

 検査を実際に体験してもらい、参加者へ臨床検査技

師の啓蒙、臨床検査を通して健康意識を高めることが

できたと感じております。 

 健康相談にご尽力いただきました県立がんセンター 

和泉透先生、自治医科大学附属病院 鯉渕晴美先生、

また、検査機器の借用および立ち合いにご支援いただ

いた、日本光電様、フクダ電子様、三和化学様に感謝

申し上げます。  

（栃木県臨床検査技師会 篠江 秀典） 

 11月17日(日）、イオン

御経塚店（石川県野々市

市）の南エントランス広

場で石川県臨床衛生検査

技師会主催による「検査と健康展」を開催しました。

臨床検査・臨床検査技師を紹介する資料を配布すると

ともに、肺年齢、骨密度、血管年齢、体組成、物忘れ

チェック等の健康チェックのための検査を行ったほ

か、検査説明も実施しました。会場を囲むパネルには

臨床検査・臨床検査技師を紹介するポスターを掲示

し、通りかかった人にも臨床検査技師を知っていただ

きました。肺年齢150名、物忘れチェック60名、血管

年齢210名、骨密度220名、体組成180名の方に検査を

実施し、約300名の方に臨床検査技師への理解と健康

への啓発を行いました。 

（石川県臨床衛生検査技師会 児玉 美紀） 

11月 17日（日）にイ

オンモール熱田にて

「検査と健康展」を開

催しました。臨床検査

体験コーナーとして、子供たちには白衣を着て尿検査

（尿量、定性等）、細胞検査（血液、がん）および超

音波検査をクイズ形式で体験してもらいました。ま

た、無料健康チェックコーナーでは骨密度、血管年齢

測定を実施し、臨床検査技師による結果説明は人気で

した。さらに同コーナーでは実際に検査を受けること

に加え、待合い周辺に、臨床検査技師紹介スライドや

パネルを展示し、待ち時間にも臨床検査技師のアピー

ルを行い、多くの方から質問を受ける光景も見られま

した。今後も臨床検査についての正しい知識とその普

及・啓発および今後を担う子供たちに臨床検査に興味

をもっていただくため活動していきたいと思います。 

（愛知県臨床検査技師会 刑部 恵介） 

 今回は住宅地にも近い

会場でもあり、ある程度

の参加者が来られるもの

と想定していましたが、

昨年より多くの方に来場していただき大変盛り上がり

ました。フロアの半分はお歳暮商品で占められ、開催

スペースがかなり狭くて配置や導線に苦労しました

が、いざイベントを始めてみると意外にスムーズに進

めることができて安全に進行できたのが何よりでし

た。 

 来場者の反応では大腸がん検診促進コーナーが多く

の方に興味をもってもらえたようで、健診受診向上に

貢献できたように思います。また、手洗い確認と顕微

鏡体験を合わせると若年層やその親世代の興味を引く

きっかけにもなっていて、内容の組み合わせ次第では

より多くの人に興味を持ってもらえるのではないかと

の手ごたえがありました。終始和やかにイベントは進

んで臨床検査技師についてのアピールもできたものと

考えます。 

（山口県臨床検査技師会 早木 弘斉） 
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 昨年の来場者は約250

名でしたが、今回の会場

は最寄駅や繁華街から少

し離れた場所にあり、駐

車場の確保も困難であったため、近隣自治会、市内高

校、近隣病院等へのPRや当日のチラシ配布を実施しま

したが、来場者は約130名で目標の300名は達成するこ

とができませんでした。しかし、来場者ひとりひとり

に丁寧な対応ができたため、多くの方々から感謝の言

葉をいただき、催し物としてはある意味成功であった

と思います。しかし、反省点も多々あり、今後の活動

に活かしたいと考えています。 

 来場者からは「気になっていた骨密度が正常値で良

かった」「丁寧な説明をしてもらい感謝します」「臨

床検査技師さんのお仕事が理解できました」との感想

をいただきました。他にも、母親と来られた高校生は

「臨床検査技師になろうと考えています。どんな仕事

をしているのか分かり、進路を考えるうえで役に立ち

ました」と話され、臨床検査技師に対する認知度向上

と将来の臨床検査技師発掘の一翼を担うことができま

した。 

（長崎県臨床検査技師会 平田 哲也） 

 佐賀県臨床検査技師

会 は、2019 年 度 全 国

「検査と健康展」を商

業施設「ゆめタウン佐

賀」にて開催しました。店舗を両側に挟んだ、多くの

方が通られる場所が会場となります。 

 お子様から大人の方まで気軽に立ち寄っていただ

き、臨床検査を楽しんでいただけるよう、健康チェッ

ク（肺年齢検査、物忘れ検査、肌年齢検査）、臨床検

査の紹介（エコーにて観察、顕微鏡で観察）を企画い

たしました。 

 今回は、スタッフ募集で参加してくれた若い臨床検

査技師も多く、フレッシュな佐賀県臨床検査技師会で

臨みました。来場者からも大変好評で、臨床検査技師

が公共事業へ参加することで、コミュニケー ション

力を高めることができ、日常の臨床検査へのフィード

バック、また、臨床検査の認知度向上につながったと

思います。 

（佐賀県臨床検査技師会 内田 尚美） 

 11月23日（土）、新潟

市のイオンモール南にて

2019年度全国「検査と健

康展」が開催されまし

た。例年に比べると暖かく、商業施設でのイベントも

重なり、多くの方に来場いただきました。血管年齢測

定274名、ストレス測定226名、顕微鏡体験80名の検査

体験が行われました。顕微鏡体験では普段見ることの

できない赤血球や白血球を興味深く観察していまし

た。臨床検査技師紹介コーナーでは、新潟県内４校の

パンフレットを手に取り、場所や特徴を熱心に聞いて

いる方がたくさんいらっしゃいました。 

 多くの方に来場いただきましたが、大きな混乱もな

く、無事終了することができました。日々の健康管理

の大切さを知る良いきっかけとなったと思います。 

（新潟県臨床検査技師会 田端 篤） 

 11月30日（土）熊本市

に隣接する嘉島町のイオ

ンモール熊本にて全国

「検査と健康展」を熊本

県臨床検査技師会の担当で開催しました。この日は晴

天に恵まれ午前中から多くの人出があり、来場者も

600名を超え会場はおおいに賑わいました。特に健康

に関心のある年代はもとより、子供たちを連れた若い

家族がたくさん参加されました。「りんしょう犬さ

ん」のビニール製人形は子どもに人気があり、両親の

検査の待ち時間に役立ってくれました。受診された方

の中には「来年もやってるならまた来ますね」と声を

かけていただく等、年に一度の催しですが皆様に馴染

んでいただいてる印象がありました。血管年齢測定や

骨密度測定はやはり人気のコーナーでした。肝炎コー

ディネーター有資格検査技師による肝臓の話や女性部

会による乳腺検査の説明も熱心に聞いていただきまし

た。臨床検査技師を紹介する配布物も早い段階でなく

なる等、来場者の関心度が高くスタッフもとてもやり

がいのある一日でした。 

（熊本県臨床検査技師会 田中 信次） 
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当会で実施している「日臨技臨床検査精度管理調査」は、臨床検査の全分野を網羅する国内唯一の外

部精度管理調査であり、4,200を超える参加施設があります。また、平成30年12月より施行された改正省

令（平成30年厚生労働省令第93号）においても、当会の精度管理調査は、受検に努めることとされてい

る外部精度管理調査（改正後医療法施行規則第9条の7の2第2項関係）の受検先として推奨されていると

ころです。 

 当会では、単に精度管理調査の実施にとどまらず、是正・サポートも含めた検査室の品質保証施設認

証制度による総合臨床検査品質保証体制の構築も視野に入れたものです。 

 ご参加を希望されるご施設は、下記に記載されている説明をご熟読の上、お申込みくださるようお願

いいたします。なお、お申込みできる期間、および申込数には制限がありますのでご留意ください。 

Ⅰ．調査実施日程(予定)  

Ⅱ．参加番号および参加費 

参加

番号 
実 施 項 目 

参 加 費 

(税抜) 

１ 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 22,222円 

２ 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイなど） 3,704円 

３ 微生物Ｂ（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイなど） 22,222円 

４ 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    13,889円 

５ 
輸血Ｂ（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、不規則抗体同定、 

試験管法による凝集反応） 
16,667円 

６ 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           11,111円 

７ 遺伝子Ｂ（HCV定量、HBV定量）  14,815円 

８ 生 理 1,852円 

９ 細 胞 1,852円 

10 病 理 1,852円 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 51,852円 

12 １１＋６ 59,259円 

13 １１＋６＋７          74,074円 

参加コースは、1～13に分かれています。 

1～13までの参加番号より、申し込みを希望する番号を選択してください。 

ただし、実施項目が重複する参加番号の組み合わせは選択することができません。 

 （例：1番と11番、2番と3番、4番と5番 等） 
※参加費には別途消費税がかかります。  
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Ⅲ．調査実施項目 

貴施設で自ら実施している検査項目のみご参加することができます。 

※外部に委託している検査項目は参加できません。 

オプション項目

①　臨床化学 ②　免疫血清 ２．微生物A

グルコース（Glu） フェリチン グラム染色

総ビリルビン（TB） ＡＦＰ フォトサーベイ等　 【設問文からの菌推定など】

直接ビリルビン（DB） 免疫グロブリンG（IgG） ３．微生物B

ナトリウム（Na） 免疫グロブリンA（IgA） グラム染色

カリウム（K） 免疫グロブリンM（IgM） 細菌同定２種

クロール（Cl） HBｓ抗原（定性・定量） 細菌薬剤感受性2種

カルシウム（Ca） HCV抗体（定性・定量） フォトサーベイ等　 【設問文からの菌推定など】

無機リン（IP） 梅毒TP抗体（定性・定量） ４．輸血A

鉄（Fe） ＣＥＡ ABO血液型

マグネシウム（Mg） ＰＳＡ RhD血液型

総蛋白（TP） β2マイクログロブリン（β2M） ５．輸血B

アルブミン（Alb） リウマトイド因子(ＲＦ)定量 ABO血液型

尿素窒素（UN） ③　血　液 RhD血液型

クレアチニン（Cre） ヘモグロビン濃度 不規則抗体スクリーニング

尿酸（UA） 血小板数 不規則抗体同定

総コレステロール（TC） 白血球数 試験管法による凝集反応

中性脂肪（TG） 赤血球数 ６．遺伝子A

ＨＤＬ-コレステロール（HDLC） 平均赤血球容積（ＭＣＶ） 結核菌群(TB)定性

ＬＤＬ-コレステロール（LDLC） ヘマトクリット値 ７．遺伝子B

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST） プロトロンビン時間 Ｃ型肝炎ウイルス (HCV)定量

アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT） 活性化部分トロンボプラスチン時間 Ｂ型肝炎ウイルス (HBV)定量

アルカリホスファターゼ（ALP） フィブリノゲン量 ８．生理

乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）

クレアチンキナーゼ（CK）

γ-グルタミルトランスフェラーゼ（GGT） ④　一　般 ９．細胞

アミラーゼ（AMY） 尿蛋白（定性）

コリンエステラーゼ（ChE） 尿糖（定性）

尿グルコース（uGlu） 尿潜血（定性） １０．病理

尿蛋白（uPro） 便中ヒトヘモグロビン（定性・定量）

尿クレアチニン（uCre）

ヘモグロビンＡ1ｃ（HbA1c）※NGSP値

Ｃ反応性蛋白（CRP）

フォトサーベイ
 【心電図、超音波、神経生理、呼吸機能】

１．基本項目

フォトサーベイ
 【尿沈渣、脳脊髄液、寄生虫、その他】

フォトサーベイ
 【婦人科、呼吸器、その他】

フォトサーベイ
 【病理標本作製技術、その他】

フォトサーベイ
 【血液像、その他】
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Ⅳ．参加申込み方法  ※申込み締切り後は、受付できません。  

１．申込みに当たって 
 

本精度管理調査はWebを介してのみご参加申込み頂いております。 

精度管理調査のWebサイトに入るためには、｢施設番号｣、および｢施設パスワード｣が必要となりま

す。当会登録施設には、｢施設番号｣、｢施設パスワード｣、および｢実施要領」を2020年３月17日（火)

に郵送いたします。なお、この「実施要領」は日臨技ホームページ、JAMTQC参加施設向けシステムに

も掲載しております。 

※お申込みには、当会に施設登録が必要となります。 
 

２．申込み方法 
 

当会のホームページ www.jamt.or.jp より、トップページの上段左から２番目のバナー 

 

をクリックし、『JAMTQC 参加施設向けシステム』から施設番号と施設パスワードを入力して 

ログイン、『事務メニュー』⇒『精度管理事業』を選択してお申し込みください。 

なお、画面右上に『入力ガイド』を掲載していますので、ご参照ください。 
 

※試料は充分数用意していますが、申込期間内であっても参加申込数が試料準備数に達した 

場合は、その時点で受付を終了します。 

※申込み受付終了後の申込み内容の変更、キャンセル等は一切お受けできません。 
 

 

 ３．参加申込み期限 
 

  2020年３月17日（火）午前10時 ～ ４月10日（金）午後６時 まで 

Ⅴ．参加費の支払いについて 

参加費の振込期限  ：  2020年８月31日（月）厳守 

参加費の支払方法  ：  銀行振込（指定口座「みずほ銀行 大森支店」への振込となります。） 

    ※参加費の支払方法にご注意ください。 

 

JAMTQCシステムより出力が可能な請求書に「口座名」、貴施設の「送金番号」を記載していますので、

送金する際、振込人名(貴施設名)の前に必ず《送金番号》を明記の上、お手続きをお願いします。 

請求書の出力方法は、JAMTQCシステムにログイン－『事務メニュー』－『精度管理事業』－『請求書』

から出力できます。 

※請求書の発行日は、参加申込締切日の2020年４月10日付となります。 
 

なお、送金番号の入力が困難な場合や参加施設名と振込名が異なる場合、複数の参加施設分をまとめて

振込まれる場合等は gyomuka@jamt.or.jp 宛に【様式1：振込通知書】をご請求ください。 

必要事項をご記入後、上記アドレス宛にご返送をお願いします。 
 

また、以下の事項にご留意ください。 

１) 見積書、納品書、請求書は、参加申込み締切日以降に『事務メニュー』から打ち出し可能となりま

すので、必要な場合は印刷してご使用ください。当会で、参加費の入金確認後は領収書の印刷が可

能となります。 

２) 貴施設所定の請求書等がある場合は、参加申込み後に部署・ご担当者名を明記のうえ、日臨技事務 

局に送付してください。 

mailto:gyomuka@jamt.or.jp
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Ⅵ.日臨技からのお願い 

◇データ提供について 
 

この精度管理調査の集計結果は、各都道府県、支部、経営主体別技師会などより提供の依頼があっ

た場合や、担当役員・委員が必要と判断した場合に、当会執行理事会にて、そのデータ利用目的の

妥当性を審議した後に、これを提供することがあります。また、不良評価に対してサポート事業の

目的で、都道府県技師会へ情報を提供し、検査の質向上のためフォローアップ対応を実施すること

もあります。また、当会の臨床検査データ標準化事業の解析に使用することもありますので申し添

えます。 
 

◇メールアドレスのご登録のお願い 
 

精度管理調査期間中に緊急で大切なお知らせ等は、申込み時に登録されたメールアドレス 宛

にお送りすることがあります。必ず受信可能なメールアドレスのご登録をお願いします。ま

た、期間中はJAMTQCトップメニューのお知らせ、メールの確認を定期的にお願いします。 
 

◇評価について 
 

評価は、指導改善を目的とし４段階での評価（評価A・B・C・D）とします。 

具体的な評価方法については、施設別報告書に記載します。 
 

◇注意事項 
 

１．本精度管理調査の申込と報告は、Webからのみです。 

『Webからの申込みと報告』が不可能な場合は、この調査に参加することができません。 

  動作確認サイトをアップしています。画面右上にPDFで掲載している『参加施設向けシステ

ム動作確認ガイド』を参照のうえ、動作確認を必ず行ってください。 

≪JAMTQCサイト≫ 

当会ホームページ (www.jamt.or.jp/)トップページバナー        ⇒ JAMTQC 参加施設向

けシステム⇒左下 動作確認用サイトはこちら 

２．調査の手引書、フォトサーベイ集はWeb画面に掲載しますので、必要なページを 

ご覧ください。当会から印刷物やCD-R等での配付はありません。 

３．施設別報告書、総括統計表、参加証は、2020年8月末頃にWeb画面へ掲載する予定 

です。また、参加証は、総合報告書の送付時に印刷したものを同封します。 

施設別報告書と総括統計表は、当会から印刷物としての配付はありません。 

  ４．施設内内部精度管理調査データの入力にご協力ください（別送付資料参照）。 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 事務局 

〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7   Mail: jamtqc2@jamt.or.jp  

※お問い合わせはmailでお願いします。 

Ⅶ．お問い合わせ先 

（編集後記）新型コロナウイルス感染症がなかなか終息しない。中国の春節の時期も相まって国は対応に躍

起だ。今夏に迫っている東京オリンピックに向けても、改めて危機管理が問われそうだ。日常の診療現場も

そうであるが、人の集まる学会や研修会の運営においても何らかの対応が迫られる。街中のマスクが店頭か

ら消えた。この先、風評被害が及ばないことを願う次第だ。                 （滝野） 

http://www.jamt.or.jp/
mailto:jamtqc2@jamt.or.jp

