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日本臨床検査専門医会 平成 29 年度第三回常任幹事会

（新旧合同常任幹事会）議事録

開催日時：平成 29年 12 月 9 日（土曜日）15:00～17:00

場 所：日本臨床検査医学会事務所

出席者 ：登 勉 次期会長

東條 尚子，本田 孝行 副会長

〆谷 直人，佐藤 尚武 次期副会長

木村 聡，佐藤 麻子，土屋 逹行，古川 泰司，宮﨑 彩子，盛田 俊介

米川 修，三宅 一徳 各常任幹事

五十嵐 岳 次期常任幹事

佐守 友博 監事

欠席者 ：高木 康 監事，東田 修二 次期常任幹事

事務局 ：市川 綾子 （敬称略）

定刻，登 勉会長の挨拶のあと，議長として登 勉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。

＜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 盛田 俊介，米川 修 各常任幹事

＜報告事項＞

１．平成 30・31 年度役員について

登 勉会長より平成 30，31 年度の本会役員として以下の通り決定したことが報告された。

（敬称略）

副 会 長：佐藤 尚武，〆谷 直人（渉外委員会・全国検査と健康展担当）

常任幹事：東田 修二（庶務・会計），五十嵐 岳（広報），

東條 尚子（資格審査・会則改定），古川 泰司（保険点数）

宮﨑 彩子（ネットワーク運営），盛田 俊介（情報・出版）

米川 修（教育研修）

監 事 ：土屋 逹行，佐守 友博

各団体との担当委員は以下を予定している。

日本臨床検査振興協議会：登 勉，佐藤 尚武

同 広報委員会：五十嵐 岳，木村 聡



JCCLS 委員：登 勉，高木 康（～2018 年３月）

日本臨床検査医学会連絡委員：東田 修二，登 勉

臨床検査専門医・管理医審議会委員：佐藤 尚武

全国幹事については，任期満了退任幹事の替わりとなる方に今後就任依頼を行う予定で

ある。候補者として北海道地区は藤井 聡先生（旭川医大），東北地区は植木 重治先生（秋

田大学），北陸地区は木村 秀樹先生（福井大学），関東は補充せず留任４名，近畿，中国

地区は各２名留任，東海地区は伊藤 弘康先生（岐阜大学），四国地区は松村 敬久先生（高

知大学）（１名増員），九州地区は松井 啓隆先生（熊本大学）にそれぞれ就任を依頼する

予定である。各委員会の委員構成については平成 30 年度第１回常任幹事会までに各委員長

が決定して報告することとなった。

１．各種委員会報告

①情報・出版委員会

盛田 俊介委員長より以下の報告があった。LabCP 依頼原稿についてカラー印刷の要望

があり，委員会で協議の結果，予算面での承認を得て最小ページの版組で対応すること

とした。投稿規定にカラー印刷についての規定がないことから，今後，白黒印刷を前提

とし，カラー印刷は一定の自己負担を求める旨，投稿規定の修正を検討する。

②教育研修委員会

米川 修委員長より，平成 29年度事業として臨床検査専門医会教育セミナー（5 月 21

日帝京大学霞ヶ関キャンパス），生涯教育講習会（2 月 24 日，ホテルリゾーピア熱海），

第 64回日本臨床検査医学会学術集会共催シンポジウム（11月 17 日，国立京都国際会館）

を開催したことが報告された。

2018 年度は 5月 20 日（or27 日）に第 87 回日本臨床検査専門医会教育セミナーを帝京

大学霞ヶ関キャンパスで，5月 11 日（金）第 28 回日本臨床検査専門医春季大会で生涯教

育講演会専門医講習（医療安全）を開催予定である。

③資格審査・会則改定委員会

土屋 達行委員長より，前回全国幹事会以降新規入会者１名があったことが報告され

た。また，新専門医制度のスタートに伴う会則改定について，東條 尚子新委員長に検

討をお願いする。

④渉外委員会

東條 尚子委員長より以下の報告があった。第 34 回臨床検査振興セミナーは平成 29

年 7月 21 日（金）東京ガーデンパレスにおいて開催した。平成 30 年度第 35 回臨床検査

振興セミナーは 7月 20 日（金）、東京ガーデンパレスで開催予定である。第 64 回日本臨



床検査医学会学術集会時に渉外委員会を開催し，演題として 1)H30 年度診療報酬改定に

ついて（厚労省担当官），2)医療法・臨床検査技師法改定について，3)在宅医療における

臨床検査について，4)コンパニオン検査について，の４つの提案があり，次期渉外委員

会委員長に引き継ぐこととした。

⑤広報委員会

木村 聡委員長に替わり五十嵐 岳次期委員長より第 64回日本臨床検査医学会学術集

会時に開催した共催ワークショップで約 120 名の参加があり，発表者もこれまで本領域

と関係の薄い方が多かったことが報告された。また，羊土社 月刊誌 レジデントノー

トでの「臨床検査 Tips」も活用して広報活動を展開していくことが報告された。

登 勉会長より対外的な広報活動が重要であり，ホームページの活用などを含め情報

発信をお願いしたいとの発言があった。

⑥保険点数委員会

古川 泰司委員長より以下の報告があった。11月 17 日に日本臨床検査医学会臨床検査

点数委員会と合同での委員会を開催した。内保連経由提案書送付に関しての報告が成さ

れ，現時点では結果を待つ状況にある。2018 年の日本臨床検査医医学会学術集会（東京）

では，診療報酬改定に関わるセッションが企画される予定であるので，本委員会（検査

医学会との合同委員会）よりのアンケート，提案に対する結果などを報告する予定であ

る。また，メーカー都合により供給停止となった体外診断薬（アメーバ赤痢診断キット）

について，「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入」のルートを用いた保険収載を目指

す案が検討された。免疫電気泳動に関する会員アンケートはすでに 40 余りの回答がある

が〆切りを待って集計し，結果を報告する。また，内保連より領域別委員会への新規参

加募集があり，本会から感染症，循環器，呼吸器，消化器各領域委員会への加盟要望を

提出した。

⑦ネットワーク運営委員会

宮﨑 彩子委員長より第 64 回日本臨床検査医学会学術集会時に本会ブースで広報活動

を行い会員 ID，パスワード通知を行った。現状ではパスワード変更者が 100 名程度であ

り，認知度が低い。Q&A 不具合について 1月に修正される予定であり，分野リーダの変更

もあるため再度広報を行う。また，専門医更新に係わる記録機能や E-learning 機能の追

加については仕様を詰めて見積を行う予定である。また，サーバーについても現状通り

でよいか，別サーバーの利用を行うべきかについても併せて検討していく。

２．「全国検査と健康展」報告

佐藤 麻子常任幹事より，本年度の「検査と健康展」は 21 会場で述べ 44 名の会員の協力が

あったことが報告され，協力に対する謝辞が述べられた。開催にあたり大きな問題は生じてい



ないが，現在アンケートを集計中である。

３．第 28回（平成 30 年度）春季大会（松本）について

大会長である本田 孝行 副会長より，第 28 回（平成 30 年度）春季大会は平成 30 年 5 月

11 日(金)，12 日(土)に信州大学医学部附属病院外来棟 4階大会議室定で開催予定であるこ

とが報告された。内容は前回幹事会での報告の通りである。多数の会員の参加をお願いし

たい。

４．平成 30 年度行事予定について

三宅 一徳庶務・会計幹事より平成 30 年度の行事予定が報告された。行事予定を文末

に資料として添付する。

＜審議事項＞

第二号議案 次年度の活動について

登 勉会長より平成 32 年度改定で診療報酬上専門医としての評価を目指すモデル事業

として免疫電気泳動に対象を絞り，講習用テキストの作成，セミナー（講習会）の開催

など質の担保を行う事業を実施していくことが提案された。講習用テキストの作成につ

いては佐藤 尚武 副会長に担当をお願いする。事業の実施については関連団体との調整

を行っていくが，講習会は本会事業として実施していく。

また，臨床検査医学教育に関する教育実態調査は 80 余りの報告を得ており，集計の上

報告の予定である。

以上の活動方針は異議なく承認された。

最後に任期満了による退任役員の挨拶が行われ，以上を以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 30 年 10 月 23 日

盛田 俊介

平成 30 年 10 月 30 日

米川 修



資料

日 時 内 容 開 催 場 所 担 当 責 任 者

2月3日（土） 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

15：00～

5月11日（金）～12日(土) 第28回日本臨床検査専門医会春季大会 信州大学医学部附属病院（松本） 本田 孝行教授

11日13:00～14:20 第１回全国幹事会 庶務会計幹事

11日14:30～16:30 第8回生涯教育講演会 教育研修委員長

12日11:10～12:00 第52回日本臨床検査専門医会総会 庶務会計幹事

5月頃？ 第87回教育セミナー （帝京大学･霞ヶ関キャンパス?) 教育研修委員長

7月20日（金） 第35回臨床検査振興セミナー 東京ガーデンパレス 渉外委員長

14：00～17：00

9月29日（土） 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

15：00～

11月11日（土） 未定 全国検査と健康展担当副会長

11月15日(木) 第65回日本臨床検査医学会学術集会 京王プラザホテル（東京） 村田 満教授

～ 第２回全国幹事会 庶務会計幹事

11月18日(日) 第53回日本臨床検査専門医会総会･講演会 庶務会計幹事

12月15日（土） 第3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

15：00～

平成30年度 日本臨床検査専門医会 年間行事予定表（平成29年12月9日現在）

臨床検査の日
日本臨床衛生検査技師会：全国検査と健康展


