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P1 平成26年度bumonn総務別事業計画説明（１）総務関連の重点課題 

P2 会誌「医学検査」十年間の投稿状況  P3 いよいよ７月より「医学検査」がJ-STAGEに登載されます！ 

P4～P5 役員就任に当たって  P6 第52回大韓臨床病理士協会全国総合学術大会レポート 

 

中井規隆 

◆総務関連事業は次のステップへ 

平成24年４月、新たに一般社団法人 日本臨床衛生検

査技師会がスタートしてから丸２年が経過しました。  

 この間、総務関連の事業は都道府県技師会並びに他

団体との関係強化や事務局機能の強化、利益相反の導

入、第４次マスタープランの策定など、主に「組織運

営」の強化を重点課題として取り組み、多くの会員の

みなさまにご協力をいただき、一定の成果を上げるこ

とができました。 

 この結果を受け、平成26-27年度の２年間では、次

のステップとして「組織基盤」の強化を最重点課題と

して展開してまいります。 

 

◆なぜ「組織基盤」の強化が必要なのか 

 日本の人口は2004年をピークに減少に転じており、

2025年に向けて少子高齢化が加速し、超高齢多死社会

をむかえると推定されています。この問題を受け、国

は病院機能の再編をはじめとする地域医療計画の具体

化、医療法の改定、チーム医療の積極的導入などを進

めており、医療を取り巻く状況は大きな変革期に突入

しています。高齢化と臨床検査技師に関する問題点に

ついては、今後掲載が予定されている「渉外」関連の

重点課題で詳しく触れられると思いますが、少子化も

また医療の世界に大きな問題を投げかけています。 

 治療のみならず検査技術も日進月歩で進歩してお

り、特に遺伝子検査や超音波検査などの分野では次々

と新しい検査方法が開発されています。臨床検査のさ

らなる発展のためには、優秀な人材の確保と育成は必

須です。一方、少子化によって学生数が激減している

中で、進学先として数ある医療職種の中から臨床検査

技師の道を選んでもらうための対策は重要な課題で

す。また、同時に臨床検査技師をより魅力ある職種に

するためには、技師法改正や業務拡大などによる臨床

検査技師の地位向上にも取り組む必要があります。 

 さらには、厚生労働省や医師会に対してしっかりと

意見を言える職能団体になるためには、日臨技会員の

組織率を上げ、もっと強い組織になる必要がありま

す。 

 このような情勢を受け、総務関連事業としては、学

生・新入会員の獲得とともに、非会員の加入促進も同

時に図り、さらなる「組織基盤」の強化を中心に取り

組んでいくことを目標としました。 

  

◆「組織基盤」強化の３つの柱 

１）入会促進事業 

 高校生、技師養成校の学生、非会員を対象に、日臨

技活動の必要性と魅力を伝え、入会の促進を図りま

す。今年度初の試みとしては、高校生向けのガイダン

スを予定しています。 

２）組織の活性化事業 

 日臨技活動を迅速に情報発信し、一般の人々を含

め、日臨技活動の浸透を図ります。また、各都道府県

のニューリーダーを対象とした研修会を開催し、次世

代の人材育成に取り組みます。 

３）システム強化 

 履修証明書の発行、会員管理システムの充実など

JAMTシステムの利便性向上を図ります。広報誌、

ホームページ、メールを利用した会員向けの情報発信

強化も具体化していきます。 

 

◆「組織運営」強化の残された課題 

 過去の２年間で一定の効果を上げてきた組織運営事

業ですが、「定款・諸規程」の見直しが大きな課題と

して残されています。現在の定款は法人移行に伴いモ

デル定款を基に作成されたものですが、実状に合わな

い部分も多く、日臨技と支部・都道府県技師会の在り

方や総会の在り方、会員管理の在り方などを中心に見

直しを行います。 

 また、共済事業や無料職業紹介事業など会員向けの

サービスについてもより充実を図ります。 

 

 以上、今年度の総務関連の重点課題を紹介いたしまし

た。全体の方針としましては、会員の利便性向上、サービス

向上を第一に、事業の見直しや機能の強化を進めていきた

いと考えています。みなさまのご意見をお待ちするとともに、

ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

平成２６年度部門別事業計画説明（１） 

総務担当執行理事 

上原 昭浩 
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 年間投稿総数では16年度は130編と多いですが、その他の年度では100編から110編で推移していました。この投稿数

は「医学検査」を順調に発刊するにはやや厳しい数字と言わざるを得ません。そこで日臨技では会員の皆様に「医学

検査」へ投稿していただきやすい環境を整えるため論文Wordテンプレートを導入し、さらに魅力のある会誌を実現す

るため平成26年７月からは医学検査投稿論文のJ-STAGEへの搭載を開始する旨を伝えてまいりました。これらの事が会

員の皆様に徐々に浸透してきたようで平成25年度は123編（６月12日査読終了分まで）の投稿をいただきました。また

投稿分類では原著が最も多く38編、次いで症例報告が30編、技術論文が18編と学術誌の基幹となる論文が多かったこ

とも大変うれしい事と考えております。なお、技術論文は旧分類の「試薬と機器」と「研究」を含めた分類となって

います。 

日臨技では原著の掲載目標数を年間50編として「医学検査」が、より学術誌として世界中に認知していただけるよう

に努力をして参ります。会員の皆様におかれましても日頃の業務で感じた疑問点をテーマとして研究を深めていただ

き、結果をまとめられた論文をぜひ日臨技会誌「医学検査」へ投稿していただけますようよろしくお願いいたしま

す。 

                                    医学検査担当理事 小澤 優                           

協力 医学検査編集事務局中西印刷株式会社 



DOIとは 

DOI（Digital Object Identifier）は、インターネット

上で電子ジャーナルの所在地を示すIDです。 
 

http://dx.doi.org/10.14932/jamt.13-33 

          
医学検査共通   論文番号 

    
この部分がDOIコード 

 

DOIコードの頭にhttp://dx.doi.org/をつけることで、

論文にダイレクトにアクセスできるURLになります。 
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J-STAGEは、独立行政法人科学技術振興機構が運用するオンラインジャーナルの発行を支援するシステムです。J-

STAGEに掲載することで国内外に広く論文を公開でき、引用文献情報により他の電子ジャーナルの論文とリンクされ

ることで、関連分野の研究者への論文の視認度が格段に向上します。また、Google等の検索サービスとの連携による論

文検索にも対応しています。 

現在、国内の主要な電子ジャーナル・プラットフォームとしては、J-STAGEの他に、国立情報学研究所が構築してい

るNII-ELS、医療関係者向け有料会員サービスのメディカルオンラインの2つがあります。J-STAGEは学協会が作成した

PDFまたは全文HTMLを掲載しているのに対し、NII-ELSとメディカルオンラインは、印刷・発行された冊子体をス

キャンして電子化したPDFを掲載しています。なお、文部科学省の事業方針によりNII-ELSは2016年度末で新規の掲載

を終了し、国の電子図書館事業はJ-STAGEに一本化されていきます。 

J-STAGEについて、詳しくはJAMT MAGAZINE2014年５月号p.9をご覧ください。 

                                    医学検査担当理事 小澤 優                           

協力 医学検査編集事務局中西印刷株式会社 

日本語・英語の切り替えができま

クリックすると

論文がpdfで表
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トで表示されま

「医学検査」のJ-STAGE画面 

（※注：発行前のため仮のものです。） 

医学検査誌のJ-STAGEトップ画面 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jamt/-char/ja/ 

JOIとは 

J-STAGE掲 載 論 文 に 割 り 振 ら れ るIDで

いよいよ７月より「医学検査」がJ-STAGEに登載されます！ 

「医学検査」では本冊発行から2か月後に論文がJ-STAGEに登載

されます。初回は医学検査第63巻第3号（2014年5月号）分

が、7月10日にアップロードされる予定です。 

http://dx.doi.org/10.14932/jamt.13-33
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jamt/-char/ja/
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副会長 

松本祐之       
 

 宮島執行体制の下で2期目を迎

え、引き続き副会長ならびに学術

担当執行理事として業務を執行す

ることとなりました。 

 昨年の学術企画委員会の設置に引き続き、早急に

都道府県技師会・支部・日臨技との学術連携が図れ

る体制を構築するとともに、高度先端医学セミナー

及び先駆的臨床検査技術研修会の開催、関連団体と

の連携強化、医学検査のさらなる充実と臨床検査技

師に必要な教本の出版にも努力していきます。 

 今年度は、新たな生涯教育制度の検討も予定され

ており、会員にとって履修しやすい環境づくりや、

認定制度、さらに将来に向けての専門技師育成を視

野に入れた生涯教育制度構築に関与できればと思っ

ております。 

 会員の皆様には、今後とも一層のご支援、ご協力

の程よろしくお願いします。 

 

専務理事 

横地 常広 
 

 平成２６年５月２４日の定時総

会において、平成２６年、２７年

度日臨技理事として信任をいただ

き、その後の理事会において専務

理事として就任することとなりま

した。日臨技理事として２期目を迎え、一言ご挨拶

申し上げます。 

≪理事としての２年間≫ 
 前期（平成２４・２５年度）の担当業務は、中部

圏支部長、学術部門では、支部研修会マニュアル作

成、認定センター（染色体・遺伝子担当）、総務委

員会のメンバーとして予算委員会、人事委員会、会

員意識調査（総括）などを担当させていただきまし

た。宮島体制に移行し、事業展開も大きく変革する

中で日臨技活動に関わることができたことに感謝し

ています。厚労省や各医療団体との連携、学術活動

の再構築、チーム医療への取り組み、検査説明ので

きる技師育成、臨床検査技師関連法案の改定（検体

採取）などが事業展開されました。前期は静岡県技

師会の会長との兼務で担当させていただいていまし

たが、会員一人ひとりに日臨技の事業展開が十分に

理解されていない感が拭えませんでした。私自身、

役員としての力不足も大きな要因ですが、支部体制

が引かれ、情報伝達が期待されましたが十分機能で

きませんでした。原因として多くの問題点があるよ 

うに認識しています。組織力の強化という点で再構

築が必要であると考えています。２年間の業務経験

を今後に活かしていければと思っています。 

 

役員就任に当たって 役員就任に当たって 
※本号では執行理事についてご紹介します。理事については次号でご紹介予定です。 

≪課題への取り組み≫ 

 今期の担当業務は、学術部門の認定（センター・機

構）、生涯教育・研修関連を主に担当させていただき

ます。認定センター業務としては、すでに事業展開さ

れている認定制度の運用と準備委員会として検討が進

められている「認定精度保証管理技師」「認定認知症

領域検査技師」「認定病理検査技師」の立ち上げ、準

備委員会の立ち上げが検討されている「認定救急検査

技師（仮称）」の設置に向けて体制づくり進めていき

ます。準備が進められている「認定制度」について

は、一般会員の皆様方に認定内容についての広報活動

が重要であると認識しています。毎月定期発行されて

いる「ＪＡＭＴマガジン」や「日臨技ホームページ」

などを活用し情報提供に努めていきます。生涯教育・

研修制度については、低い履修率の観点からも多くの

問題を孕んでいると認識しています。現行のガイドラ

インについて十分な検討を加え、問題点の洗い出しか

ら取り組み、生涯（卒後）教育の重要性を認識してい

ただくための活動の展開と生涯教育・研修制度の再構

築のための「新生涯教育制度ＷＧ」を立ち上げ検討を

したいと考えています。都道府県・支部・全国で開催

される研修会には、多くの会員の皆様が参加されてい

ますが、中小施設の会員や子育て中の女性会員からは

参加が難しいという意見も多く寄せられています。職

業意識を持って自身のスキルアップのために真剣に取

り組もうとする会員のために受講形式や本制度の目的

についても検討が必要であると考えています。 

≪お約束として≫ 

 最後に、６月より日臨技会館で業務をスタートしま

した。「ＪＡＭＴマガジン」に掲載された「２期目の

会長就任にあたって―厳しい環境の中でも、種を蒔

き、育てる時期が来た―」の中で「会員の皆さんや未

来の臨床検査技師のために、先頭に立ち、全力を尽く

します。」と決意を述べられています。各部門や支

部・都道府県とのパイプ役として会長を支えていく決

意でいます。会長の２期目就任の挨拶回りに同行させ

ていただき、国会議員会館、厚労省、各種関係団体の

方々に名刺を配らせていただいています。事務局長、

部長をはじめ事務局内のスタッフにもご迷惑をお掛け

しながら業務の遂行に努めております。今回の定期総

会で承認された理事の先生方にご指導いただきなが

ら、一日も早く機能できるように努力いたします。理

事として勤めさせていただいた前期２年間、現職の業

務を抱えながら日臨技事業を遂行される執行理事の先

生方の大変さを目のあたりにしてきました。今期から

は、理事の先生方にも積極的に各種委員会、部会、Ｗ

Ｇに所属していただく形態をとることになっておりま

す。専務理事として業務全般の円滑な遂行のための潤

滑油になれるように努めてまいります。できる限り

「会員の顔」が見える事業展開が大切であると思って

いますので、お声掛けいただければ可能な限り足を運

び、「会員の声」を聞かせていただきたいと思いま

す。 
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常務理事 

下田勝二 

 

 通算５期目となりますが、前３期

は財政経理を、直近の２期は渉外で

主に法制度を担当しております。 

 常務理事も４期目となり、対外的

な急な折衝、交渉が多いですが、関

連する産学官の先達と席を並べながら、筋を通して間

違いのない方向に進むことは難しいと日夜感じていま

す。しかし医療界を含めて社会全体が大きく動いてい

る今日においては、大きな潮流を見極めかつ深謀遠慮

も必要であると考えています。 

 臨床検査技師のために、医療のために、ひいては国

民のためになるような、新しい法制度の道を伸ばせる

ことを念頭に取り組んでいきます。  

 

執行理事 

上原昭浩 
 

 新体制の下、引き続き執行理事の

一人として選任頂きました。総務担

当として改めて責任の重さを痛感し

ておりますが、会の発展と会員の皆

さまの利便性向上、国民の健康増進

と公衆衛生の向上に寄与していきたいと思います。  

 今、医療を取り巻く状況は大きな変革期を迎えてい

ますが、少子高齢化に対する国の方針にしっかりと対

応していくためには、あらゆる面で日臨技をより「強

い組織」にしていく必要があります。また強い組織に

するためには、同時に国民や会員にとってより「魅力

ある組織」にしていくことが必要と考えています。対

応すべき課題は山積していますが、全力で職務を全う

したいと思います。ご指導とご協力をよろしくお願い

申し上げます。 

 

執行理事 

丸茂美幸 
 

 執行理事２期目を迎えました。初

めて就任した年は、大森駅から会館

までの道順もわからず、何回か迷子

になりました。また、事務所に電話

をすることもできず（するものでは

ないと思いこんでいました）、右往左往することが多

く、本当によちよち歩きの新米理事でした。 この２

年間で様々な経験を積み、皆様に鍛えられ、今では自

他ともに「逞しくなった」と認めているところです。 

 今年度は、専務理事の就任に始まり、事務局体制も

強化されました。業務執行体制も、より機敏に動ける

よう再編成されました。そんな中で、総務部門、特に

「企画財政」を中心に仕事をすることになりました。 

 NHKの朝ドラ「花子とアン」で甲府が注目されてい

ます。あの時代に比べたら東京はだいぶ近くになりま

したが、やはりそれなりの時間はかかります。体力勝

負の面も多分にありますが、引き受けた以上、責任を 

 

 

全うするよう努力していく所存です。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

執行理事 

長沢光章 
 

 

 今期より国際担当の執行理事を拝命

しました。国際担当は、2016年８月に

神戸で開催します第32回世界医学検査

学会（IFBLS：International federation of 

biomedical laboratory science）開催に向

けて新設された部門です。また、今後のグローバル化を

見据えた国際交流活動も積極的に行っていきます。 

 更に、日臨技全国微生物検査研究班班長時代から20年

間に渡り技師会活動（日臨技、埼臨技、宮臨技）に携

わってきた経験を活かした学術活動、北日本支部選出理

事としての支部活動、そして３年前の苦い経験を生かし

た東日本大震災支援と災害対策にもかかわっていきま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。  

 

執行理事 

岩上みゆき  

 

 今期3期目となり、精度保証担当執

行理事という大任を仰せつかりまし

た。身の引き締まる思いです。日臨技

精度管理調査が始まって50年、検査

データ標準化事業も7年が経過し、各

施設および都道府県技師会の協力の下、日本の検査室の

データの精確さは世界でトップクラスとなっています。

これまでの精度保証事業は、精度管理調査・精度保証施

設認証・検査データ標準化の3つの事業がそれぞれ個々の

事業として実施されてきました。今年度からは一体化し

たものとして考え、取り組んでいくことになりました。

また、社会的に意義のある事業としていくことが重要と

なります。一生懸命努めますので、会員の皆様のご指導

とご協力を、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

執行理事 

丸田秀夫 
  

 

 新執行体制のもと、理事3期目を迎

えます丸田秀夫と申します。1期目は

地区（支部）担当、2期目は学術関連

等を担当し、3期目は渉外部門の職能

教育を担当することとなりました。こ

れまでの経験を活かし、新しい風を吹

き込んでいきたいと考えています。私が担当いたします

職能教育は、法的・制度的に認証される新しい業務や、

臨床検査技師がより深く関わるべき業務等を、実際の現

場に落とし込んでいくために必要な教育・研修体制の整

備が主要な仕事となります。昨年来より、チーム医療、

あるいはアベノミクスの名のもとに様々な法的整備？が

進んでいます。それらを踏まえ、国民の益のために、日

臨技に何ができるのかを皆さんと考えていきたいと思い

ます。 
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第52回大韓臨床病理士協会全国総合学術大会レポート  
 

第52回大韓臨床病理士協会全国総合学術大会レポート  

開催日：平成26年5月28日（水）～31日（土） 

   “天候に恵まれ初夏を思わせるような少 

    し汗ばむ4日間でした” 

 

開催地：チャンウォンコンベンションセンター 

   （大韓民国 昌原市：Changwon-si） 

 

学会テーマ：LEADING THE FUTURE  

 

参 加 者 ： 日 臨技 代 表団 （ 宮 島 喜文 会 長、 

     小松京子理事、西浦明彦理事） 

     日韓交流功労者表彰（小﨑繁昭） 

     日韓交流功労者（山名正夫、今村文 

     章、蒲池正次） 

     日臨技発表者（片山博徳） 

     学生フォーラム発表者（岩井美樹、 

     田中美幸）      ※敬称略 

一般参加者：6名        計16名参加 

5/28 出国 福岡空港、関西空港、成田空港より

それぞれ出発し金海空港（釜山）で大韓臨床病理士

協会より出迎えを受け、チャ

ンウォンホテルにて歓迎レセ

プションに宮島会長他15名が

参加した。宮島会長挨拶、

ILBLF会長として小松理事の

紹介、JAMTとして私たちを

紹介された。その他の関連団

体として台湾（TAMT）及び

シンガポール（SAMLS）技師会の方々も同席され

た。 
 

5/29 学会場のチャンウォ

ンコンベンションセンターに

てJAMTとKAMTとの代表団

会議に宮島会長、小松、西浦

理事、オブザーバーとして片

山技師が参加した。特に学生

フォーラム、学生の学会参加

費・登録等について再確認。

採血を含め検体採取について意見を交わした。 
 

 

5/30 午前、釜山国立大学病院検査室視察、輸血管

理室、緊急検査室、生化学・血液等の検体検査室、微

生物検査室、遺伝子

検 査 室 等 を 視 察 し

た。また病院の一つ

の特徴として漢方医

療 の 現 場 を 視 察 し

た。 

 午後、学会に参加

し、学会展示場会場

テープカットセレモ

ニーに宮島会長、小

松理事（IFBLS会長として）が参列し盛大に取り行わ

れた。そのまま全役員で各機器展示場の挨拶まわりを

行いスムーズな流れであった。 

 学会開会式では、JAMT全員が参加し、宮島会長よ

りお祝いの祝辞を述べられた。また、日韓交流功労者

表彰を小﨑繁昭元日臨技会長が受賞された。学生

フォーラムでは、岩井、田中さんが自分の未来に向け

た内容等を英語にて発表した。 

 国際討論会では日臨技を代表して片山技師に

「Japanese BLS at present and in the future 」と題して発

表いただいた。多くの質問もあり内容的に良かった。 

 また、並行して行われたKAMTとJAMT交流功労者会

議が開催され功労者4名が

参加し意見交換を行った。 

最後に、学会のイベントの

一つである会員懇親会へ参

加した。ケイタリング形式

のテーブル席、韓国音楽、

抽選会等あり盛り上がって

いた。若い会員の方々の参

加が多く、カジュアルな雰

囲気であった。 
 

5/31 帰国 金海空港に着き、再会を誓って各々羽

田、関西、福岡へと帰路に就いた。そして、今回の学

会参加によって日韓の益々の友好が出来たように思え

た。 

 

 

（報告：西浦明彦） 

（編集後記）「費用対効果」、「時間対効果」等と同様に「存在対効果」があると聞きました。つまり「存

在対効果」とは、自分の存在・行動・考え方を通して、関わる人全てにいかにより良い影響を与えていくか

ということでしょう。「費用対効果」が投資として目標達成のための概念であるとすれば、「存在対効果」

は理念あるいは実現の具現化ために欠かせない概念であると思います。自分の「存在対効果」がマイナスに

なっていないか反省するとともに、自分に与えられた役割が「自分の存在対効果を最大にすること」と十分

意識しJAMTの編集に係らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。      【中井】           


