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開催日時：平成 24 年 12 月 21 日（金）15 時 30 分～17 時 30 分
開催場所：日本臨床検査専門医会事務所
出席者 ：佐守 友博会長、木村 聡、小柴 賢洋各副会長、池田 均、
菊池 春人、佐藤 尚武、東條 尚子、米山 彰子各常任幹事、
髙橋 伯夫監事
欠席者 ：下 正宗、高木 康、渡邊 卓各常任幹事、土屋 逹行監事
事務局 ：市川 綾子
（敬称略）
定刻、佐守 友博会長挨拶の後、議長として佐守 友博会長を満場一致で選
任した。議長は議長席につき開会を宣したのち、議案の審議に入った。
審議事項
第一号議案 議事録署名人選任について
議長は本会の議事録署名人の選出を議場に諮ったところ満場一致をもって次
のものを選任した。
議事録署名人

佐藤

尚武、米山 彰子各常任幹事

第二号議案 来年度活動予定の実行計画について
議長より、１）春季大会参加者の増加策、２）臨床検査振興セミナー、３）
第 50 回日本臨床検査医学会学術集会時の講演会およびそれ以外の企画について、
４）平成 25 年 11 月における「臨床検査の日」全国展開の方法について、５）
臨床検査を広く国民に広報するには、６）全国幹事への活動計画の周知につい
て説明があり、企画ならびに方策について検討した。次回 1 月 25 日開催予定の
平成 25 年度第一回全国幹事会までに意見を集約することになった。
来年度の日本臨床検査医学会学術集会時の講演者は、佐守 友博会長が推薦
され、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。
第三号議案

会則改定について

議長は、細則部分の会則改定の要否について渡邊 卓資格審査・会則改定委
員長に代わり、東條 尚子庶務会計幹事に説明させた。細則 第 4 条 （会員
資格の喪失の時期）、第 5 条（退会の届出）において、今回改定した第三章と
の整合性が取れていないことから、細則を改定したい旨の説明があり、その賛

否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。会則改定は、平
成 25 年度第一回全国幹事会で審議し、承認が得られれば、6 月の総会に諮る予
定である。
報告事項
１．各委員会報告
①
情報・出版委員会
池田 均情報・出版委員長より平成 24 年 11 月 30 日に開催された委員会の報
告があった。LabCP 30 巻 2 号は「臨床検査専門医のチーム医療への関わり」を
テーマとして年内の発刊を予定している。第 49 回日本臨床検査医学会学術集会
における合同シンポジウムの評判がよかったので検体検査管理加算をテーマに
次号の LabCP で取り上げることを検討している。日本衛生検査所協会発行の「ラ
ボ」に毎月シリーズ掲載している「専門医が教える“よく受ける検査”の意味」
が平成 25 年 3 月で丸 2 年となり終了する。平成 25 年 4 月以降は、新しい企画
として「健康診断での検査の意味を知ろう」をテーマに執筆者を検討中である。
佐守友博会長より、シリーズのページを割いて日本臨床検査専門医会の広報
ツールに使えないかとの提案があり、委員会で検討することになった。
②
教育研修委員会
菊池 春人委員長より、平成 24 年 11 月 30 日に開催された委員会報告があっ
た。平成 25 年度の教育セミナーは講義とデモンストレーションで 1 日とし、実
技セミナーは行わない方針であるが、この場合、実技研修が受けられるよう近
隣施設を紹介する必要があるとの全国幹事会での意見を受け、委員会では以下
の意見が出た。昨年、山田 俊幸前委員長が行ったアンケートにおいて、受け
入れ可能と答えてくれた施設に再度確認のうえ依頼する。その際、実技研修内
容を統一する必要があり、DVD 作成等が必要と思われる。研修費用を受講者負担
とするのか、専門医会から補助するのか等を検討する必要がある。また、現在、
日本臨床検査医学会では専門医試験の問題は非公開としているが、専門医試験
に対応したテキストを作成することが望ましい。
小柴 賢洋副会長より、専門医資格は個人のものであり、実習に要する費用
を本会が援助するのではなく、受益者負担とすべきという考えもある。援助す
るのであれば相応の説明が必要との意見があった。また、木村 聡副会長より、
実技形式セミナーは、開催する施設の負担は非常に大きいが、実技形式セミナ
ーを行わないと新規会員が増えないのではないかとの意見が出された。

テキストは、日本臨床検査医学会が作成するものであるため、 日本臨床検
査医学会の臨床検査専門医・管理医審議会に髙橋 伯夫監事(現日本臨床検査医
学会試験委員会委員長)から提案していただくこととで承認された。
③

資格審査・会則改定委員会

渡邊 卓資格審査・会則改定委員長に代わり、東條 尚子庶務会計幹事より、
平成 24 年 11 月 29 日の総会で承認された、改定後の会則について説明があっ
た。
④ 渉外・広報委員会
木村 聡委員長より、平成 24 年 12 月 1 日に開催された委員会報告があった。
平成 25 年 7 月 19 日（金）に東京ガーデンパレスにおいて第 30 回臨床検査振興
セミナーを予定しており、テーマについて今後アンケート調査を行う予定であ
る。広報用グッズを作成して配布したい旨の説明があった。
佐守 友博会長より、平成 25 年度は、「臨床検査の日」の広報活動として、
全国的なイベントを開催したいので合わせて検討してほしい旨の意見があった。
⑤ 保険点数委員会
佐藤 尚武委員長より平成 24 年 11 月 30 日に開催された、日本臨床検査医学
会臨床検査点数委員会との合同委員会について報告があった。平成 26 年度診療
報酬改定での内保連へ提出する要望項目を決め、12 月 10 日、内保連に提出した。
これに関連して、日本臨床検査医学会と日本臨床検査専門医会で協力して、脳
波検査・脳誘発電位検査・筋電図検査のコスト調査を実施することが決まり、
保険点数委員会委員に調査協力依頼を配布した。要望書を作成していただく担
当者はまだ決めていないが、今後、平成 25 年 2 月の合同委員会までに提案書案
を作成して審議のうえ、3 月 10 日までに要望書を内保連に提出する予定である
旨の説明があった。
記

当会から内保連へ提出した要望項目
１．皮膚還流圧測定検査（SPP）
（新規）
２．血液採取（増点）
３．血小板凝集能（増点）
４．EGFR、K-ras 遺伝子変異診断（増点）

５．超音波断層撮影法（下肢静脈）（増点）
６．トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心
肺機能検査（増点）
７．終夜睡眠ポリグラフィー（増点）
８．蛋白分画（包括項目からの除外）
９．シスタチン C（適応拡大）
10．生理検査管理加算（医療課長宛て）
以上

２．専門医数増加方策検討 WG
三宅 紀子委員長に代わり、木村 聡副会長から以下の報告があった。当会
ホームページに、
「ぼくらは臨床検査専門医」を新たに設け、臨床検査専門医の
ロールモデルを紹介する。原稿はすでに 5 件作成済みで、実名は出さず年齢、
性別、勤務地域のみとすることを考えている。情報・出版委員長に原稿を送り、
内容を検証中である。今後、幹事の先生方のご意見を伺ったうえで掲載したい。
３．平成 25 年度

第 23 回春季大会について

大会長の渡邊 卓常任幹事に代わり、東條 尚子庶務会会計幹事より、春季
大会概要の紹介と参加意向調査を平成 24 年 12 月 17 日発信している。若い人材
を連れて参加してほしいとの説明があった。
記
大会長 渡邊 卓 教授（杏林大学病理系専攻 臨床検査医学分野）
開催日 ：平成 25 年 6 月 28 日(金)、29 日（土）
開催場所：湯本富士屋ホテル
250-0392 神奈川県足柄下郡箱根町湯本 256－1
TEL 0460－85－6111
以上
佐守 友博会長より、大会長は懇親会後に、会員を集めて新しい企画を行う
ことも検討中であり、ご意見があればお寄せ頂きたいとの説明があった。また、
第 49 回日本臨床検査医学会学術集会において、日本医師会との共催企画「臨床
検査を学ぶ若手医師の集い」
（平成 24 年 11 月 30 日）が開催された。若手医師・
学生が多数参加した大変よい企画であったことから、このときの参加者を、春

季大会に誘ってはどうかとの意見があった。なお、連絡先等を使用することは
日本臨床検査医学会理事長から承諾を得ている。
４．平成 26 年度 第 24 回春季大会について
大会長の清水 力全国幹事に代わり、東條
ころ特に報告事項はないとの報告があった。

尚庶務会計幹事より、現在のと

５．第 49 回日本臨床検査医学会における合同シンポジウムについて
木村 聡副会長から、大変好評で立ち見が出るほどの盛況であった。来年度
（第 50 回日本臨床検査医学会）も合同シンポジウムを企画したいとの報告があ
った。
６．平成 25 年度の予定について
東條 尚子庶務会計幹事より、平成 25 年度の会議・講演会等行事予定につい
て説明があった。なお、予定表については本議事録の末尾に添付する（資料）。

以上をもって全議案の審議並びに報告を終了したので、議長は閉会を宣し解
散した。
議事録署名人
平成２５年

佐

藤 尚 武

平成２５年

米

１月２５日

１月２８日

山 彰 子
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日

日本臨床検査専門医会 年間会議・講演会等予定表（平成24年12月21日現在）
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1月25日（金）
15：30～
3月23日（土）
15：00～
5月18日（土）

第1回全国幹事会

日本臨床検査検査医学会事務所

庶務・会計幹事

第1回常任幹事会

日本臨床検査専門医会事務局

庶務・会計幹事

第82回教育セミナー

慶應義塾大学（予定）

菊池

春人 教育委員長

6月28日（金）

第3回生涯教育講習会

湯本富士屋ホテル

菊池

春人 教育委員長

6月28日（金）～29日（土）

第23回日本臨床検査専門医会春季大会

杏林大学医学部臨床検査医学
湯本富士屋ホテル

渡邊

卓

6月28日（金）
6月29日（土）
7月19日（金）
14：00～17：00
9月25日（水）
15：00～
10月31日（木）
～
11月3日（日）
12月4日（水）
15：00～

第2回全国幹事会
第42回日本臨床検査専門医会総会
第30回臨床検査振興セミナー

東京ガーデンパレス

庶務・会計幹事
庶務・会計幹事
木村 聡 渉外委員長

第2回常任幹事会

日本臨床検査専門医会事務局

庶務・会計幹事

第3回全国幹事会
第43回日本臨床検査専門医会総会･講演会

東京大学大学院医学系研究科臨床病態検査医学

第3回常任幹事会

日本臨床検査専門医会事務局

矢冨 裕 教授
庶務・会計幹事
庶務・会計幹事
庶務・会計幹事

神戸国際会議場

教授

