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専務理事

滝野 寿

専務理事を拝命いたしました滝野（たきの）で
す。日臨技会館に常駐しています。ご気軽にお声
がけください。
医療法等の一部を改正する法律（平成29年、法
律第57号）に基づき、「日臨技精度管理調査」の
全面見直しと充実を図り、「品質保証施設認証制
度」の創設に尽力してきました。今後はこの２つ
の事業を活用し、わが国における臨床検査のレベ
ルアップを図るとともに、臨床検査の現場である
会員へのサポート体制を充実させていくための政
策を打ち出します。臨床検査の精度保証推進にあ
たり、透明性の高いPDCAサイクルを確立して参り
ます。そのカギとなるのは、当会の政策、施策、
事業すべての実績と成果を適切に評価し、必要に
応じた改善の方針を早期に策定する仕組みづくり
であると考えています。また、これら政策を確実

専務理事

に実行するには、都道府県技師会と相
互理解の促進を図り，協力関係を更に
強化することが必要となります。これ
ら政策を持続可能とするには人材育成
も急務です。2040年を間近に控え、構造的な人手
不足の時代に求められる質の高い人材を確保する
ことも当会の大きな使命であると考えています。
「日本臨床衛生検査技師会の役割は、国民の命
と健康を、臨床検査を通じて守っていくことだと
考えています。当会では医療現場における様々な
ご意見に耳を傾け、地域社会における多くの提言
を真摯に受止め、その上で、それらを咀嚼し、十
分な議論を尽くし、検討し、そして政策につなげ
ていきます。ご協力のほどよろしくお願いいたし
ます。

深澤 恵治

専務理事を拝命して３期目となりました。前期
は新型コロナウイルス感染の真っただ中で、会議
や実際の日臨技会館業務においても、Webを利用し
た会議や在宅での対応をさせていただきました。
そのような非常事態の中でも、私が担当した教育
関連の事業は順調に遂行することができましたの
も、会長をはじめとする役員の方々、会員の皆様
の暖かいご指導と当会の事務職員の頑張りに他あ
りません。改めて２年間の担当業務につきまして
御礼を申し上げます。
さて、今期は代表理事の皆様が抱負に記載され
ている通りに、事業区分（学術・事業部門、政策
渉外・総務部門）を大きく２つに分け対応するこ
ととなりました。私は政策渉外・総務部門を担当
させていただきますが、政策渉外は臨床検査技師
の職能教育を推進する部門であり、臨床検査技師
の新たなフィールドを作り出す事業です。様々な

分野で期待されている臨床検査技師の
能力を的確に発揮できるようなモデル
ケースの構築などが主な業務と思われ
ます。もちろんそれらに付随する研修
事業の実施も重要な要素です。一方、総務では日
臨技の根幹を見直し未来永劫継続できるように組
織の強化が大きな目的となっています。どちらも
非常にデリケートな業務となり、会員の皆様の不
利益にならないように担当副会長、各担当執行理
事とタッグを組み一つ一つ解決して参ります。
日臨技の理事を拝命して５期目ともなります
が、自分自身が歩んできた技師会人生の集大成と
なるように慧可断臂（えかだんぴ）の思いで邁進
してまいりますので、これから２年間よろしくお
願いいたします。
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益田 泰蔵

今期より常務理事を拝命しました益田泰蔵と申
します。理事として２期目となり、このような大
役を仰せつかり身が引き締まる思いです。
担当業務は政策渉外・総務となり、主に政策要
望や診療報酬改定の対応、日臨技の組織強化に繋
がるような組織運営、次世代人材育成などにも取
り組んで参ります。
ここ数年、臨床検査技師の状況は大きく変化し
てきました。検体採取やタスクシフト/シェア関連
など新たな業務も実施できるようになり、検体検
査の精度の確保も法令改正により明確に求められ
るようになりました。収束が見えない新型コロナ
ウイルス感染症では、PCR検査やワクチン接種の打
ち手などにも対応してきました。
これからも臨床検査技師に求められる役割を果
たすとともに、さらに検査が依頼された後は臨床

執行理事

検査技師が一連の業務として行えるよ
う業務拡大し、その結果として更なる
地位向上を目指せるよう政策要望等も
行っていきます。
日臨技の事業を実施する上で強固な組織基盤は
重要です。７万人会員を達成するとともに、会員
から信頼される日臨技とはどうあるべきかを改め
て見直して形成していきます。
これからも変わりゆく医療情勢の中で、我々が
果たすべき役割と10年、20年先を見据えた職能団
体としての取り組みを行ってまいります。会員一
人ひとりそして未来の臨床検査・臨床検査技師の
ために微力ではありますが、努力していく所存で
す。今後ともご指導ご協力のほどよろしくお願い
いたします。

白波瀬 浩幸

３期目の執行理事を拝命した白波瀬浩幸です。
昨期で京都府臨床検査技師会会長を退任いたしま
したので、今まで以上に日臨技の活動に注力いた
します。主たる業務分野は学術で、学会、認定、
出版、e-ラーニングなどを担当させていただきま
す。1期目から学会のあり方や学術活動のあり方を
検討していくことが与えられた使命のひとつでし
たが、新型コロナ感染症の感染拡大に伴い十分な
検討ができませんでした。今期こそは、ポスト・
コロナ社会における学会や研修会のあり方や生涯
学習制度について、しっかり検討いたします。
まず学会については、もちろん学術的な意見交
換が前提にありますが、学術的な討論だけに偏る
のではなく、人的ネットワークの形成も重要な要
素であると考えています。さらに若い会員を中心
に個人の成長を促す場所でもあるべきだと考えて

執行理事
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います。そのためには、現地開催にこ
だわるべきだと思います。一方では学
会場から遠方の会員や家庭等の都合で
現地参加が難しい会員向けに、Webの
併用も考えなければいけません。出版では、医学
検査は年間110編～140編の論文投稿をいただいて
います。経費節減のため電子化する意見もあるか
もしれませんが、電子化したことにより投稿論文
数が減る学術誌もあるので、慎重な議論が必要と
なります。さらにe-ラーニングの利用推進につい
ても知恵を絞る必要があります。
全国47都道府県から理事が選出されていること
から、生涯教育について幅広く意見を収集して、
日臨技の学術をどのような方向性に進めていくか
について、一緒に考えて参る所存です。

神山 清志

理事３期目を務めさせていただきます埼玉県の
神山清志と申します。昨年までは関甲信支部長を
務めておりました。今回、執行理事という大役を
仰せつかり身の引き締まる思いです。
担当は支部関連と精度保証となります。支部に
つきましては支部学会や支部研修会などの学術的
な活動が更に円滑に行えるよう各支部長と連携を
とっていきたいと考えます。精度保証に関しまし
ては、精度が担保された検査データーが医療に大
きく貢献することは周知の事実です。また、病院

での配置が義務化されている精度管理
責任者につきましても日臨技として国
に認められる技師を養成していく必要
性が高いと考えます。会員の皆様が
「日臨技に入っててよかった」と思えるよう、宮
島 会 長、長 沢・丸 田 副 会 長、滝 野・深 澤 専 務 理
事、益田常務理事、先輩理事の皆様にご指導いた
だきながら会務に邁進する所存ですのでよろしく
お願い申し上げます。
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執行理事・近畿支部長

勝山 政彦

日臨技理事２期目となります。執行理事という
大役を務めさせていただくことになりました。業
務区分は、政策渉外・総務部門です。職域拡大・
チーム医療/タスク、臨地実習、検体採取を担当し
ます。
タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指
定講習会や臨地実習指導者講習会を柱に、医療安
全や災害対策強化などの事業にも携わらせていた
だきます。様々な医療現場において医師・看護師
の負担軽減に寄与できることを念頭に、臨床検査
技師の他の医療分野への職域拡大とチーム医療の
推進活動も行います。
また、各都道府県で開催している講習会の円滑
な開催と受講促進のための啓発活動も行いますの
で、日臨技活動への積極的な参加をお願いいたし
ます。

執行理事
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昨 今、医 療 の 高 度 化、少 子 高 齢
化、人生百年時代、ビックデータ、
人工知能（AI）など、様々な言葉が
飛び交う中、社会構造だけでなく医
療構造も複雑に変化しています。このような状況
の下、学術・職能団体として会員に有益な組織と
しての基盤を整える活動を粛々と行っていきたい
と考えています。
宮島 会長 がお っし ゃっ てい るよ う に、ビッグ
データやAIによる第４次産業革命と第５次産業革
命に突入する2040年を目指し、「臨床検査の未来
像」を考える時が来ていると思います。
若返りが必要な日臨技にとって時代に逆行する
かたちで任に就くことになりますが、職責を全う
する所存ですのでよろしくお願いいたします。

宮原 祥子

令和４・５年度の執行理事を拝命いたしました
宮原祥子と申します。日臨技の理事として令和２
年度に長野県より選出され、１期２年間務めさせ
ていただきました。日臨技では以前にも第４次マ
スタープランの作成に関わらせていただくことが
ありそれからはや９年、今また日臨技で会員の皆
様のために働かせていただけることを感謝してお
ります。理事としては、臨地実習指導者講習会の
開催や認知症関連事業、各種認定関連事業に関わ
らせていただきました。今期は執行理事として、
財務・広報を担当させていただきます。広報の業
務にはシステム関連も含まれております。会員並
びに一般の方々への広報活動、スマートフォンの

修会や会議もコロナ感染拡大以前と
は異なる形で開催されることが多く
なっておりますが、模索しながらも
現地の良さとオンラインの良さをう
まく融合させた未来の形を作る時期に来ていると
思います。執行理事の中で唯一女性である私に課
せられた責務は、会員の半数を超える女性として
の目線を持ち、意見を言い、会員の皆様が必要と
する情報を発信し、日臨技の責務である臨床検査
技師が、未来の日本の医療そして社会に貢献して
いく道筋をつけるために働くことだと思います。
微力ではありますが気を引き締めて皆様のお役に
立てるように頑張ります。ご指導よろしくお願い

活用推進などますます進化する情報伝達ツールの
活用を視野に入れて業務を行ってまいります。研

いたします。

全国会員の皆様 どうぞよろしくお願いいたします
次号では理事をご紹介いたします。
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地域貢献賞は各支部において、長年に亘り臨床検
査を通じて住民の健康保持、増進に寄与したと認め
られた方に対する表彰です。表彰対象者は、表彰を
受ける年の４月１日の時点において永年職務精励賞
受賞者で、各支部にて推薦し、表彰委員会にて決定
されます。
６月25日に行われた令和４年度定時総会にて表彰
式が行われました。新型コロナウイルス感染症の影
響により、現地での表彰式に受賞者全員が参加して
いただくことはできませんでしたが、受賞者の皆様
よりいただいたコメントをご紹介いたします。

令和4年8月1日号

北日本支部
行森 良一
この度は、身に余る地域貢献賞を表彰し
ていただき誠にありがとうございました。
一般社団法人 岩手県臨床衛生検査技師
会の事務局・理事として、20年近く技師会
活動に携わってきました。県民の健康づく
りや生活習慣の早期発見のために、定期的な健康診断
の重要性、臨床検査の正しい知識と普及・啓発を目的
とした「検査と健康展」は多くの県民に対して臨床検
査を知ってもらう良い機会となりました。「がん予防
啓発に関する事業」では地域で開催される「あっぴリ
レーマラソン」（ここ数年コロナ禍で未開催）に参加
して「がん予防啓発キャンペーン」を行ってきまし
た。
今回の受賞にあたり、日臨技、北日本支部の方々、
また共に活動してきた岩手県臨床衛生検査技師会会員
の皆様へ心より感謝・御礼申し上げます。
ありがとうございました。

総会での表彰式の様子

関甲信支部
静 怜子
この度は地域貢献賞を賜りまして誠に
ありがとうございます。
新型コロナウイルスという未曾有の災
禍の中、光明となったワクチン。昨年、
臨床検査技師によるワクチン接種が特例容認された
ニュースを見て「私達が力になれるんだ」と、胸が高
鳴ったことを覚えています。少しでも地域貢献ができ
たらと思い、群馬県における接種事業に2021年６月よ
り参加させていただきました。
接種の担い手希望者には、事前に日臨技Web研修シ
ステムでの座学と群馬県主催・群臨技共催で筋肉注射
の実技講習が行われ、不安を感じることなく現場に臨
むことができました。
2017年の定年退職を機に始めたISO15189審査員、学
生への教育、地域子育て支援等の活動と合わせて、臨
床検査技師の資格を生かした地域貢献の機会があれば
お役に立てればと思います。
今回の受賞にあたり、日臨技、関甲信支部、群臨技
会員の皆様に心より感謝を申し上げます。ありがとう
ございました。

首都圏支部
宮後 とも子
この度は、地域貢献賞を賜りありがとう
ございます。身に余る光栄です。
受賞に際し、推薦いただきました皆様方
に心より感謝いたします。
私の主な地域活動は、性感染症予防活動
と区民祭りへ参加し、健康意識向上の啓発です。
性感染症予防活動は、高校を中心に、中学・大学・
専門学校で出張講演を行います。 繊細な内容である
ため、学生・学校・保護者の方々の協力なしでは実施
できません。講演後のアンケートでは、興味津々組、
我関せず組と千差万別です。
区民祭りは、従来の血糖測定から、血管年齢測定へ
の移行時期でありました。侵襲性がなく、結果表示も
具体的で分かり易い血管年齢測定は、好評でした。
雨や強風の悪天候にも関わらず、開始時間前から、区
民の皆様が順番待ちをしてくださる光景、「昨年の結
果が悪かったので、散歩を始めました。今年は実年齢
よりも、血管年齢が若かった」等のお話を伺うとあり
がたい限りです。
臨床検査技師として、微力ながら、地域の皆様の健
康向上に関われたことは幸いです。ありがとうござい
ました。
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中部圏支部
薗田 明広
この度は、地域貢献賞を賜り誠にあり
がとうございます。ご推薦いただきまし
た皆様には心より御礼申し上げます。
私自身の地域活動としては、静岡県医
師会とタイアップした静臨技精度管理調
査をはじめ、日臨技臨床検査データ標準化事業の一環
として静臨技における同事業の立ち上げと運営に携わ
ることができました。中でも静岡県の特色として中小
規模医療施設をターゲットとした地域意見交換会（生
化学・免疫部門）を全県に立ち上げ、継続的に開催し
ながら皆様と楽しくディスカッションできたことがと
ても心に残っております。熱心な活動と運営にご協力
いただきました技師の皆様、学術面でご指導ご支援下
さいました賛助会員の皆様に深く感謝申し上げます。
今現在は検査室業務からは退きましたが、静岡県の
みならず県外の技師の皆様とも関わる機会をいただ
き、少しでも皆様のお役に立てたらと思って活動を続
けております。
この度は本当にありがとうございました。

近畿支部
岩井 宗男
この度は地域貢献賞を賜り誠にありが
とうございます。ご推薦いただきました
関係各位に感謝申し上げます。
私は 臨床 検査 技師 とし て病 院に 勤務
し、滋賀県臨床検査技師会、日本臨床衛
生検査技師会等において、臨床検査はもとより、学生
教育や臨床研究に携わらせていただきました。滋賀県
臨床検査技師会で理事12年間、その内、代表理事を４
年間務め、地域貢献としては滋賀県、滋賀県医師会の
ご指導、協力のもと、検査の標準化を進めるなど滋賀
県臨床検査精度管理事業に尽力してきました。また、
諸団体との密接な連携を深め、近隣の市町が行う健康
フェスティバル等に参画してきましたことは、県民の
疾病の予防や健康づくりに少しは役立てたかと感じて
おります。
今回の受賞は、ご指導賜りました日臨技、近畿支
部、一緒に活動していただいた滋賀県臨床検査技師会
会員の皆様のおかげと心より感謝申し上げます。あり
がとうございました。

中四国支部
三島 清司
私はこれまで、血液検査の精度管理や
標準化を中心に技師会活動に取り組んで
参りましたが、図らずも、今回、これら
の取組をこのような形で評価していただ
き、栄えある授賞を賜りましたことはこ
の上ない喜びであります。ご推薦いただきました日臨
技中四国支部役員の皆様や長年活動を共にした島根県
技師会会員をはじめとする多くの皆様に深く感謝申し
上げます。
血液検査の標準化は共用基準範囲の設定や血液形態
鑑別基準の作成へと繋がっておりますが、まだ道半ば
であります。後進の皆様が情熱をもって引き続き取り
組んでいただいていることを大変頼もしく感じていま
す。
現在は学生教育に携わっておりますが、今回の受賞
を励みとし、社会のニーズに応えられる臨床検査技師
の育成に一層精進したいと思います。
最後に日本臨床衛生検査技師会の益々のご発展を祈
念し、受賞の御礼といたします。ありがとうございま
した。

九州支部
根路銘 均
この度は、地域貢献賞をいただき誠
にありがとうございます。
臨床化学検査分野長をはじめ免疫血
清分野長、生物化学分析検査部門長を
歴任したこと、沖縄県医師会精度管理
調査に10年余、委員として従事したことを評価してい
ただいたものと思います。特に精度管理調査事業参画
の経験は私を大いに成長させてくれました。精度管理
の徹底は技師に不可避で、高精細な検査結果は良質な
医療の提供、信頼の獲得に繋がります。若い技師の
方々には同事業の積極的な関与をお勧めいたします。
一緒に活動していただいた沖臨技役員および精度管
理委員の皆様に、ご協力の感謝と御礼を申し上げると
共に、日本臨床衛生検査技師会の益々の発展と皆様の
ご活躍を祈念しております。ありがとうございまし
た。

（編集後記）新型コロナウイルスの感染拡大が爆発的になっております。東京や大阪では本日（７月20日）の感染者
数は２万人以上、日本全体の感染者数も14万人を超え現在まで過去最高の感染者数となりました。今流行している新
型コロナウイルスのオミクロン株「BA.5」は国立感染症研究所の発表で、８月第１週には新型コロナウイルスのほぼ
100%がBA.5に置き換わると推定しています。
また、WHO=世界保健機関のテドロス事務局長は新型コロナウイルスのオミクロン株「BA.5」について、「これまで
で最も感染力が強い」とする見解を明らかにしたとのことです。その中で政府は行動制限などについては言及してい
ませんが、これだけの感染者が増えるとなると、皆様一人ひとりの行動についてお考えいただき、一刻も早く収束さ
せるのが肝要と考えております。疫病退散！！
（深澤）

