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理事・首都圏支部長 杉岡 陽介 

理事・北日本支部長 桑原 喜久男 

 理事として２期目となります、今期か

らは北日本支部長を拝命いたしました。

前期において日臨技や支部、各種委員会

の役割について理解でき新潟県と日臨技の情報共

有を行えたと思います。２期目においては委員会

のスムーズな運営、タスク・シフト/シェアに関す

る厚生労働大臣指定講習会、臨地実習指導者講習

会事業を推進することに注力をしたいと考えてお

ります。北日本支部は日本列島の半分を占めるほ

どの広さとなり集まっての意見交換等は難しい面

もございました。コロナ禍により身近になったWeb

での会議形態を用いて、支部理事との連携・情報

共有を図り、会員のニーズを満たしたいと考えて

おります。支部研修会においては研修会の継続性

を考え、部門長、部門員が企画して、継続性のあ

る内容としていただくように求めたいと考えてお

ります。 

 多くの会員が日臨技の活動に関心を持ち、会員

であるメリットを実感できる活動を行います。ま

た、今期も引き続き「季刊誌ピペット」の編集に

も携わらせていただきます。読者の皆様よりいた

だく声にいつも感謝して、日々の業務の活力にし

ております。会員の皆様にも読者の言葉を目にで

きる機会を是非、設けたいと思います。きっと

やっていて良かったと感じていただけるはずで

す。 

理事・関甲信支部長 林 和樹  

 去る６月25日の定時総会におきまして

理事に選任されました群馬県臨床検査技

師会の林和樹と申します。また、２期目

となる今期は関甲信支部長を拝命し、改

めて身の引き締まる思いです。前期はコロナ禍の

影響で会議等への参加はほとんどWebによるものと

なり、理事としての役割を十分に果たせなかった

ことに対し大変残念に思っております。今期はで

きる限り現地での会議へ参加し、関係者の皆様と

力を合わせて会の発展のために精一杯努力する所

存です。 

 新執行体制のもとで関甲信支部６県の代表とし

て各県の意見や考えを日臨技へ伝えるとともに、

日臨技執行部の思いをしっかりと伝達して支部長

としての役割を果たしていきたいと思います。こ

こ数年の法改正によって臨床検査技師の新たな業

務範囲の拡大もありましたが、中には否定的な捉

え方をしている会員もいるようです。自分たちの

未来は自分たちの力で変えていくしかないことを

もう一度会員の皆様に認識していただけるよう、

諦めずに伝えていきたいと考えております。臨床

検査技師の発展のために今、何が必要なのか、何

をすべきなのか、是々非々で物事を判断していき

たいと考えております。２年間、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 理事２期目を務めさせていただきま

す東京都臨床検査技師会 副会長の杉岡

陽介と申します。今期は首都圏支部支

部長を拝命いたしました。首都圏支部とは東京、

神奈川、千葉の３都県で構成し会員数約13,000名

と最大規模の支部です。首都圏支部の特徴は大病

院や教育施設が多くあり、その特徴を活かした学

会や支部研修会などの学術的な活動を活発化し全

国に発信できるよう活動すると同時に、教育施設

とも連携を取り未来の臨床検査技師に対し学術や

知識だけではなく、生き残れる知恵を持った臨床

検査技師像を共有できるような活動もしていきた
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理事・中部圏支部長 南部 重一 

 この度、理事２期目となります富山県

臨床検査技師会の南部です。中部圏支部

長として支部組織の維持及び向上に尽力

したいと考えております。理事として引き続き出

版委員会に所属し、現在改版作業が行われている

JAMT技術教本シリーズ「輸血・移植検査技術教

本」の編集委員として、卒前・卒後教育に活かせ

る教本となるよう改版に携わります。また、昨年

度より始まった臨地実習指導者講習会の企画・運

営を確実に実施し、多くの臨地実習指導者の育成

に励みたいと思います。加えて共済制度委員会、

予算・実績管理WGへ新たに参画しますが、足手ま

といにならないよう学びながら務めて参ります。 

 日臨技の課題でもある次世代リーダーの育成は

地臨技も同様であり、ニューリーダー育成講習会

の修了者を軸に新たな取り組みが必要と感じてい

ます。若い世代の意見を取り入れ、未来の技師

会・臨床検査技師像を描きながら会務を行ってい

く所存です。ご指導の程よろしくお願いいたしま

す。 

理事・中四国支部長 高村 好実 

 愛媛県臨床検査技師会から選出され、

愛媛県臨床検査技師会長もさせていただ

いてます。 

 まず、会員が自己の自己実現のために望んでい

るところを理解し、方策として、県や中国四国エ

リアでの情報共有を推進するとともに、成果とし

て、多くの組織事業が、会員、施設、地域におい

て、期待する結果が得られるように考えていきま

す。 

 そして、これからのデータヘルス社会や高齢化

社会に取り残されないためには、多彩なヘルスケ

ア情報を知ることが必要です。そのために、会員

個々のキャリアプランに役立つ情報をインパクト

のあるツールで提供し、リカレント教育まで繋が

るようにしたいと考えています。さらに、組織の

理事・九州支部長 重倉 康彦  

 今期より、日臨技理事および九州支部

長を拝命いたしました。日臨技の活動

は、初めての経験で分からないことばか

りですので、各方面にご相談させていただきなが

ら、多くのことを吸収していきたいと考えており

ます。できることから対応していこうと思います

が、まずは、配属された委員会や支部長の任を

しっかり取り組むこと。そして、「和して同ぜ

ず」をモットーに「あいつがいるから良かった」

と思っていただけるような活動をしていきたいと

考えています。多くの勉強会が開催されています

が、生涯教育履修者が全会員の10％に満たないこ

とや委任状を含む総会出席者が50％台であること

など、もっと多くの方が技師会活動に興味をもっ

て参画するようになればと思います。第70回日本

医学検査学会を実行委員長として経験し、学会を

通じて職能団体の重要性をさらに実感しました。 

 臨床検査技師が将来にわたり、医療の中でしっ

かりと認められ続けるように、微力ながら精一杯

頑張っていこうと思います。 

理事 井田 伸一 

 この度、日臨技理事に就任いたしまし

た群馬県臨床検査技師会の井田伸一と申

します。 

 今期私が担当するのは災害対策WG、政策推進

WG、診療報酬委員会、定款・諸規定等改定委員

会、広報委員会、共済制度委員会となっておりま

す。責任の重さを感じていますが、今までどおり

臨床検査技師のためにという思いで課題に取り組

み、しっかりと責任を果たしていきたいと思いま

す。特に災害対策WGでは、群馬県で行政と災害協

定を締結した経験を踏まえ全国での活動を支援し

たいと思っています。そして臨床検査技師の認知

度向上、社会的地位の向上に少しでも貢献したい

と思っておりますので、ご指導ご鞭撻のほどどう

ぞよろしくお願いいたします。また、来年は令和

５年５月20・21日の日程で第72回日本医学検査学

会が群馬県高崎市で開催される予定であり、私が

いと思います。 

 今後の人口減やAIロボットによる産業革命に

よって病院職員の絶対数にも変化があると思われ

ますが、生き残れる臨床検査技師、未来志向の臨

床検査技師像を作っていくために宮島会長をはじ

め各道府県理事と情報を共有し、支部全体の会員

の皆様と一体となり職能団体として組織の強化と

危機感を共有し活動していきたいと思いますの

で、今後とも会員の皆様のご指導、ご協力、ご理

解をどうぞよろしくお願いいたします。 

時代ではなく、個々の時代と言われている今、会

員一人ひとりの資産であるキャリアが、将来にお

いて、医療フィールドを超えて社会フィールドの

中でも活かせる人材になっていただくためにも、

既存事業でも今までにない新しい価値観を生み出

せるように実践していきたいと考えています。 

 先ずは、会員にとって日臨技がどうあれば良い

のかを共有していきたいと思います。 
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理事 菊地 良介 

 令和４年度定時総会において令和４・

５年度の日臨技理事を拝命いたしました

岐阜大学医学部附属病院の菊地良介と申

します。2013年にシンガポールで開催さ

れたアジア医学検査学会から日臨技の国際交流に

携わってきました。任期期間中は韓国・台湾をは

じめアジア・欧州の臨床検査技師との交流と精度

保証・標準化を中心に活動を行いたいと考えてお

ります。国際活動においては、平和の上に成り立

つ国際交流に精力的に取り組みたいと思います。

精度保証・標準化では、血中薬物濃度をはじめ

ニーズがある精度管理を提供できるよう検討を進

めたいと思います。一方で、少子高齢化が進展

し、就業者人口の急減と65歳以上の高齢者人口が

ピークになることで起こりうる問題を総称した

「2040年問題」に対して、臨床検査技師が取り組

むべき課題の抽出と対策について次世代の臨床検

査技師の方々と議論できる場を提供したいと考え

ております。 

 主役である会員の皆さまのご支援、ご協力をど

うかよろしくお願いいたします。  

理事 早坂 光司 

 日臨技理事を拝命いたしました北海道

臨床衛生検査技師会（北臨技）会長の早

坂光司です。日臨技理事として精度管

理、精度保証（標準化）に関わる事業を

担当することとなりました。 

 臨床検査は診療所から大病院まで多くの医療機

関で実施されていますが、その精度が確保されて

いてこそ、利用する医師、患者にとって価値ある

ものと言えます。適切な精度管理を行った検査結

果を提供することは、我々臨床検査技師の使命で

あり、存在価値の一つと考えます。本年より新た

な日臨技品質保証施設認証制度が動き出しました

が、より多くの施設がこの認証制度を利用し、取

得を目指すことで臨床検査のレベルアップにつな

がるよう活動していきたいと考えております。新

任のため色々勉強しながらの活動となりますが、

日臨技の推し進める事業活動が各支部、地臨技へ

スムーズに連携されるよう、そして、各会員に

とって有益なものとなるよう会務にあたりたいと

考えております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。  

理事 奥沢 悦子  

 この度、日臨技理事を拝命いたしまし

た青森県臨床検査技師会（青臨技）の奥

沢悦子と申します。いまだ新型コロナウ

イルス感染症の収束・拡大が繰り返され

る中、学会・研修会の開催方法や企画の工夫、各

施設との連携強化には、常に柔軟な対応が求めら

れてきました。医師の働き方改革を進めるタス

ク・シフト/シェア推進への取り組みに対しても、

レジリエンスを育むことが大切であると考えま

す。青森県内では、この新たな業務範囲の拡大に

対し、様々なフィールドでの展開も始まってお

り、未来を見据えた地域医療を担う次世代の臨床

検査技師への充実した人材育成にも繋げていきた

いと思います。 

 諸先輩方から紡いでこられた臨床検査を通して

の安心、安全な医療提供、臨床検査の精度の確

保、調和・連携を意識し、微力ではございます

が、日臨技と青臨技との懸け橋として、また日臨

技の発展と臨床検査技師の地位向上のために精進

いたします。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒

よろしくお願い申し上げます。 

理事 畠山 秀樹 

 この度、令和４・５年度日臨技理事を

拝命いたしました、岩手県臨床衛生検査

技師会（岩臨技）の畠山 秀樹と申しま

す。昨今、臨床検査技師を取り巻く環境が大きく

変化する中で、今、我々に求められている社会的

責務遂行のため、日臨技と都道府県技師会とのパ

イプ役として、更なる会発展と臨床検査技師の地

位向上のため、初理事であり微力ではありますが

尽力をさせていただく所存であります。 

 理事会務としては、認定一般検査技師制度の各

種委員会・WGと日臨技既存システム運用WGの担当

となりました。認定一般検査技師制度について

は、以前に岩臨技で一般検査部門長を務めてお

り、認定一般検査技師制度はある程度理解しては

おりますが、日臨技既存システムについては、よ

く分からない部分が多々あります。諸先輩方のご

意見、アドバイスをお聞きしながら、会員にとっ

てより良いシステムになるよう努めてまいりま

す。会員の皆様のご支援ご協力を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。  

理事 鈴木 里香 

 この度、初めて日臨技理事を拝命しま

した宮城県臨床検査技師会副会長の鈴木

里香です。男女共同参画の推進を目指

し、女性理事が前期２名から今期は７名に増えま

した。日臨技会員は女性が圧倒的に多くなってい

ます。女性に限ったことではありませんが、仕事

学会長を務めさせていただきます。新型コロナウ

イルスの感染状況を注視し、ウィズコロナ時代に

おける学会運営を模索しながら現地開催を目指し

て準備を進めていきますので、会員皆様のご参加

を心からお待ちしております。  
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理事 清水 盛也 

 令和4・5年度の日臨技理事を拝命いた

しました秋田県臨床検査技師会の清水盛

也です。日臨技、北日本支部、秋臨技と

の連携に努め、会員皆様に伝達して情報

共有して行ければと思います。臨床検査技師とし

て今一度足元を見つめ直して、特に次世代の技師

の方々とはタスク・シフト/シェアで業務幅を広げ

ることも重要と考えますが、本来の業務の充足や

専門性を活かして臨床側から求められ頼られる技

師の育成、地位向上を目指して尽力して参りたい

と思います。当院検査科においても新型コロナ禍

における鼻咽頭検体採取数も増え続け、看護師不

足からくる検査技師の外来採血も急増して対応し

ていく中で、現状と課題についても向き合いなが

ら提案して行ければと考えております。 

 笑顔あふれる未来を信じて微力ではあります

が、更なる飛躍ができる環境作りの一助になれる

よう、又、現場からの声を地方からも発信して参

りたいと思います。今後ともよろしくお願い申し

上げます。 

理事 植木 哲也  

 令和４・５年度の日臨技理事を拝命い

たしました植木哲也と申します。北日本

支部、山形県からの選出になります。健

康管理に十分留意し任期を全うできるよ

うに頑張る所存です。所属委員会は共済制度委員

会、他に日本検査血液学会認定血液検査技師制度

協議会、サイトメトリー技術者認定協議会への日

臨技からの派遣委員です。先日開催された理事会

席上で宮島会長は我々新理事へ向け、所属県と日

臨技との橋渡しは望んでいない、皆さんには理事

職を全うし日臨技のために汗をかいていただきた

理事 山寺 幸雄 

 日臨技理事として４期目となります。

今期の職務は精度管理調査、教育研修

（タスクシフト）関連を担当します。昨

年までは支部長及び執行理事を務めてお

り、政策・法規関連の渉外並びに支部運営、検体

採取・タスクシフト厚生労働大臣指定講習会など

を担当していました。今期においても、その経験

を活かし、少しでも日臨技の会員の皆様に貢献で

きるよう活動して参りたいと思います。 

 現在、日臨技における各種行事については、新

型コロナウイルス感染症の拡大が収まらない中で

展開していくことになります。特に研修会行事等

の活動においては、種々の制約を受けながら開催

することになりますので、感染防止対策のガイド

ラインに沿って、注意を払いながら進めていくつ

もりでおります。 

 現在の医療界は種々の問題を抱え、なかなか厳

しい環境下にありますが、日臨技の役員として、

日臨技の発展のため、会員の皆様のため、延いて

は臨床検査界のために精一杯取り組んで参ります

ので、何卒、皆様からのご支援・ご協力をいだけ

れば幸いです。 

理事 根本 誠一 

 令和4年度日臨技定時総会において承

認をいただき令和4・5年度の理事を拝命

いたしました根本誠一と申します。株式

会社日立製作所ひたちなか総合病院に所属してお

ります。日臨技理事２期目となります。医療は安

全であることを最優先としなければなりません。

そのためには品質管理的な見方と考え方が必要と

なります。これまで医療安全ニュースを用いて伝

えてまいりましたが、より具体的で実践的な内容

へバージョンアップを図りたいと思います。医療

従事者である我々が患者の安全を護るため、どの

ように品質管理手法を用いるべきか医療安全委員

とともに会員の皆様へ提示していきたいと考えで

おります。日臨技事業においては根拠のあるデー

と子育て・介護の両立で、この会報JAMTをゆっく

り読む暇がないという方もいらっしゃるでしょ

う。中小規模の市中病院での職歴と自身のライフ

サイクルに応じて技師会活動を行ってきた経験を

活かして、ワークライフバランスを考慮した多様

性のある日臨技活動の推進に貢献していければと

考えております。 

 委員会は季刊誌「ピペット」WG担当となりまし

た。会員並びに一般の方々への広報活動の一環と

して、興味深く、分かり易い誌面作りに努めま

す。臨床検査の情報を広く発信することで、日臨

技の設立目的である『検査技師の制度・身分の確

立及び学術・技術の向上並びに福利厚生・相互団

結の充実を図り、もって検査技師の職能意識を高

めることにより、国民の健康増進及び公衆衛生の

向上に寄与』できますよう微力ではありますが頑

張ります。会員の皆様のご支援・ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

い旨の挨拶がありました。理事に選出いただいた

からには、快く送り出してくれた職場の同僚に感

謝し、日臨技からの発信と日臨技への発信をフレ

キシブルにバランスよく行って参ります。まだま

だコロナウイルス感染症が収束を見ない中、各種

行事においても変更または中止などの対応を余儀

なくされることも多々あろうかと思います。ま

た、我々臨床検査技師を取り巻く環境も刻々と変

化しています。会員一人一人がそれら変化に柔軟

かつ迅速に対応していけるように精一杯旗振りを

させてもらいます。今後ともどうぞよろしくお願

い申し上げます。 
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タ分析を行い、その結果を基に方針が決定され、

実施、管理、改善、継続できるよう務めて参りま

す。そのためには、有意義な一定数のデータが必

須、会員皆様の協力が欠かせません。ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

理事 日高 裕介 

 日臨技理事として２期目を拝命いたし

ました栃木県臨床検査技師会選出の日高

裕介です。よろしくお願いいたします。

令和２年４月の理事就任以来、未だに続

く新型コロナウイルスの感染蔓延によりZoom形式

による会議・研修会の開催が続き、理事の皆様お

よび地臨技の皆様とは殆どモニター越しのお顔し

か拝見できていない状況が続き、親交を深める機

会がないことを残念に思っております。 

 日臨技理事としては「厚生労働省指定講習会

WG」、「会報JAMT・JAMTマガジン編成WG」、「認

定臨床染色体遺伝子検査WG」に所属し、活動させ

ていただいております。2024年開始予定の「医師

の働き方改革」に向けたタスク・シフト/シェア講

習会の立ち上げ、検体採取等に関する厚生労働省

指定講習会の開催、会報JAMT等の日臨技が発行す

る会誌の編集、染色体遺伝子検査の認定試験・ス

キルアップ講習会などに携わって参りました。病

院内における臨床検査技師のヒエラルキーのアッ

プ、これからの未来を担う若手技師たちが働きや

すい環境をつくるための体制づくりを目標に掲げ

て奮闘しているところですが、日臨技活動におい

ても微力ながら尽力して参りたいと考えておりま

す。今後とも、よろしくお願いいたします。 

理事 多田 正人  

 この度、会員の皆様からご支援を賜

り、山梨県臨床検査技師会代表として令

和４・５年度の日臨技理事として就任い

たしました山梨大学附属病院の多田（おおた）正

人と申します。昨今の新型コロナ感染症拡大を受

け、とても厳しい医療現場でございますが、日臨

技と各都道府県技師会の結束が、組織力の強化に

不可欠と考えます。少子高齢化社会の中、さらに

厳しさが増す医療現場において、タスク・シフト/

シェアなどの業務拡大・チーム医療に貢献し、臨

床検査技師の認知度向上と臨床検査の普及啓発を

行い、国民の健康の保持・増進に向けて努力いた

します。臨床検査技師を取り巻く環境が変わる中

で、今我々に求められる医療、社会に貢献する方

法を多角的に模索し、良質な医療を提供すること

が礎になるとと確信しております。 

 会員の皆様が必要とする情報を発信し、会員か

らの要望を伝え、日臨技の新たなる動向を会員へ

伝えるパイプ役として、微力ではありますが日々

理事 中山 茂 

 この度、２期目となりますが、令和

４・５年度の日臨技理事を拝命いたしま

した千葉県臨床検査技師会の中山です。

首都圏支部は他の６支部とは違い、３名のみの理

事で構成され、支部長、副支部長、学術部長とし

てそれぞれの業務にあたります。１期目は支部長

を務めさせていただきましたが、２期目は副支部

長として東京都選出の杉岡支部長を支え、神奈川

県選出の芹澤学術部長と共に円滑な支部運営がで

きますよう努めて参ります。また、関甲信支部と

も連携を保ち、各種事業にも取り組んで行きたい

と考えます。 

 ２年以上にわたるコロナ禍における影響で、活

動制限を余儀なくされてきましたが、ウイズ/アフ

ターコロナ時代に対応すべく、臨床検査技師の社

会的地位向上並びに、より働きやすい職場環境整

備を求め、微力ではありますが臨床検査技師のレ

ベルアップの一助を担うとともに、日臨技発展の

ため尽くして参りたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

理事 芹澤 昭彦 

 この度，神奈川県臨床検査技師会の代

表といたしまして、令和４・５年度の日

臨技理事に就任させていただきます。東

海大学病院の芹澤昭彦です。 

 先日、初めての理事会に出席致させていただき

ました。その資料の多さには驚きましたが，改め

て日臨技理事としての重責を担っていることを再

認識いたしました。 

 私が担当する事業といたしましては、臨時実習

指導者講習会（首都圏支部）、認定試験事業等・

日本病理精度保証機構事業、遺伝子関連検査に関

する小委員会など、多岐に渡り仰せつかりまし

た。新しい分野においては、しっかりと事業内容

を把握し勉強して参りたいと思います。また、私

個人が関連する病理関連事業においては、これま

で諸先生方に教わってきた知識や経験を元に少し

でもお役に立てればと思っております。 

 新型コロナウイルス感染症をはじめ社会情勢の

変化が早い昨今でございますが、時代の変化に対

応した技師会活動においては、日臨技や各都道府

県の皆様の連携をさせていたいただきながら努力

し努めていきたいと思いますので、今後ともご支

援・ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

研鑽し、会の発展のため任務を遂行する所存で

す。会員の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。  



全国会員の皆様 どうぞよろしくお願いいたします 
次号でも引き続き理事をご紹介いたします。 

Vol.28No.16                会報JAMT ホームページ掲載                  令和4年8月15日号 

理事 直田 健太郎 

 この度日臨技理事を拝命致しました聖

隷浜松病院の直田（なおだ）と申しま

す。前期は新型コロナ感染拡大の中ほぼ

全ての理事活動がWebとなってしまい、困難な状況

が続きましたが、日臨技理事として気が付けば３

期目に突入してしまいました。Webでの理事活動は

制約の多いものでしたが、タスク・シフト/シェア

に関する厚生労働大臣指定講習会、臨地実習指導

者講習会など、我々臨床検査技師にとって非常に

重要な変革に携わることができたと感じていま

す。 

 新型コロナ感染拡大に伴い「PCR検査を実施して

いるのは臨床検査技師」と一般の方々に対し我々

の認知度が多少なりとも高まったことを受け、今

後臨床検査技師を志す学生が増えるよう啓蒙活動

を継続すること、また若い臨床検査技師がこれか

らもやりがいを持って業務に従事できるよう医療

現場における臨床検査技師の地位向上・業務範囲

の拡大を実現するなど、全国の理事及び会員の皆

様のお力をお借りしつつ、微力ながら努力して参

りたいと思います。今後もご支援賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

理事 藤田 孝 

 本年６月に開催されました定時総会で

新たに理事を拝命いたしました藤田孝で

す。どうそよろしくお願いいたします。

愛知県臨床検査技師会との２足の草鞋に

なることに不安を抱えながらも、７万人近い会員

を抱える団体の理事を務めることの責任の重さに

身の引き締まる思いです。かねてより精度管理や

施設認証で日臨技の業務のほんの一端を担わせて

いただいた時期もありましたが、ワーキングメン

バーとしての参加と理事として会の運営の一端を

担うことでは、業務も責任もまったく異なるもの

と思っております。 

 臨床検査技師の業務はロボット化、AI化が進

み、業務が変革すると言われております。また、

理事 棚村 一彦 

 この度、日臨技理事を拝命いたしまし

た岐阜県臨床検査技師会(岐臨技)会長１

期目の棚村一彦です。 

 法令改正による臨地実習やタスク・シフトによ

り、臨床検査技師の業務範囲の大な変化の時期に

来ています。また、臨床検査技師の就労形態は多

様であり、施設ごとに業務の内容に差異があるこ

とやそこで勤務する検査技師個人の働く意義等の

多様性などから一律な業務形態とはならないと懸

念されるため現場の声、会員様の声を聞きながら

臨床検査技師の職域確保と地位向上に尽力いたし

たいと思います 

 会務として検査と健康展のワーキンググル－プ

（WG）に配属となりました。長い歴史のある事業

で、国民の皆様の健康に対する意識並びに臨床検

査技師の仕事を広く認知していただく機会の事業

と認識していますが、私自身他の都道府県の活動

内容を把握していなかったこともあり、開催場所

や費用に関してそれぞれの技師会でアイデアやご

苦労があることをあまり知りませんでした。それ

らを踏まえより一層良い事業として今後も継続し

ていくよう会務に努めたいと思います。 

 新米理事ではございますが、先輩理事の方々か

ら学び、日々勉強させていただくことで日本臨床

検査技師会技師会の発展と会員の皆様利益のため

に微力ではございますが会務を全うさせていただ

きたいと思いますので、ご支援ご協力を賜ります

よう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

（編集後記）広島の原爆投下から77年目を迎えた。松井一實広島市長が、世界に向けて「平和宣言」を発表

した。被爆体験者の壮絶な体験談と、ロシアによるウクライナ侵攻を重ね合わせ、広島・長崎の悲惨な体験

を再び世界の人々が経験することのないよう、核兵器廃絶、そして、いつまでも続く平和な世界を確立しよ

うと訴えた。明日はどうなるか本当に判らない。平和ボケした日本人は再び思い出さなくてはならない。 

（滝野） 

2040年問題への対応も必要と叫ばれております。

多くの取り組むべき課題がありますが、将来にわ

たり臨床検査技師の業務が安定的に発展し、かつ

未来を拓くことができるよう、また、子供たちが

将来臨床検査技師になりたいと思えるよう、微力

ではありますが執行理事をはじめ理事のみなさん

と２年間勤めて参りたいと考えております。よろ

しくお願いいたします。 


