
日本臨床検査専門医会

平成 22 年度第一回常任･全国幹事会議事録

平成 22 年 1月 22 日



日本臨床検査専門医会 平成 22 年度第一回常任・全国幹事会議事録

開催日時：平成 22 年 1 月 22 日（金）12 時～15 時

開催場所：日本臨床検査医学会事務所

参加幹事：渡辺 清明、佐守 友博、山田 俊幸、矢富 裕、小田桐恵美、

熊坂 一成、田窪 孝行、日野田裕治、船渡 忠男、三井田 孝、

宮澤 幸久、盛田 俊介、東條 尚子

参加監事：高木 康

陪席者 ：佐藤 尚武、藤本 梨恵（事務局）

欠席 ：渡邊 卓、土屋 達行、村田 満、安東由喜雄、尾崎由基男、

康 東天、北島 勲、木村 聡、幸村 近、小柴 賢洋、

三家登喜夫、諏訪部 章、前川 真人、松尾 収二、満田 年宏、

水口 國雄 （敬称略）

議事に先立ち、渡辺清明会長から挨拶があった。

報告事項

1 平成 22・23 年度役員選定について（添付資料１）（東條庶務・会計担当）

資料を提示し、説明を行った。

2 各種委員会報告

① 情報・出版委員会（矢富委員長）

活動内容の説明ならびに、宇宙堂にホームページの更新を依頼中であ

り、具体的なページレイアウトを検討しているとの報告があった。

② 教育研修委員会（山田委員長）

今年度の教育研修セミナーの開催予定について、今まで 3 回実施さ

れていた教育セミナーを、実技講習形式、講義形式の 2 回に集約して

実施する予定との報告があった。

・第 6 回 GML セミナー

日 時：平成 22 年 4 月 25 日（日）8 時 30 分～17 時 30 分

開催場所：八重洲ホール

担当責任者：宮地 勇人 教授

・第 76 回教育セミナー(実技講習形式セミナー)

日 時：平成 22 年 5 月 9 日(日) 9 時～16 時

開催場所：自治医科大学 臨床検査医学



担当責任者：山田 俊幸 教授

・第 77 回教育セミナー（講義形式セミナー）

日 時：平成 22 年 5 月 23 日(日) 9 時～17 時

開催場所：順天堂大学医学部 臨床検査医学

担当責任者：三井田 孝 教授

③ 資格審査・会則改定委員会（東條庶務・会計担当：土屋委員長欠席のた

め）

細則の見直しの実施にむけ、検討する予定であるとの報告があった。

④ 渉外委員会（佐守委員長）

第 27 回振興セミナーの開催予定について報告があった。

⑤ 保険点数委員会（渡辺委員長）

報告事項なし。

3 ワーキンググループ活動報告

① 専門医数増加方策検討 WG（東條庶務・会計担当：木村委員長欠席のた

め）

委員候補を挙げ、やる気がある若手、病理と生理、女性をキーワードとし、

これから最終候補者を選定する予定である。次回（3 月）の幹事会に報告す

ると報告があった。

② 一般向け有料相談 WG（東條庶務・会計担当：村田委員長欠席のため）

予備的な検討の結果、実行性の検証が不十分であり、引き続き検討したい。

同時に専門医の認知度を高めるための他の方策を専門医会と日本臨床検査

医学会の双方で考えていくことを提案したいと報告があった。

・ホームページ上にある臨床検査ネット Q&A（2002 年以降、更新されて

いない）は役に立つ。（渡辺会長）

・臨床検査ネット Q&A 答えに困る質問も多く、担当者の負担が大きかっ

た。（高木監事）

・返答者を決めず、フリーに書き込む方法もある。（熊坂幹事）

4 平成 22 年度行事予定について（添付資料 2）（東條庶務・会計担当）

資料を提示し、説明を行った。

5 第 20 回春季大会について（東條庶務・会計担当）

第 20 回春季大会の準備状況の報告があった。

大会長 ：大田 俊行 教授

会 期：平成 22 年 6 月 4 日（金）～5 日(土)

会 場：北九州国際会議場

・全国幹事会のメンバーには、総会・幹事会の開催時間と場所が決定したら

なるべく早くお知らせし、積極的参加を促した方がよい。（渡辺会長）



6 臨床検査専門医・管理医審議会報告について（佐藤委員）

2009 年 12 月 21 日開催分の臨床検査専門医・管理医審議会における日本

臨床検査専門医会からの要望とそれに対する回答について報告があった。

・日本臨床検査医学会の試験委員会または教育委員会への参加を要望し、山

田教育研修委員長が教育委員会に所属することとなった。・臨床検査専門医

の卒後研修ネットワークの構築（再提案）は、認定試験の主催者である日本

臨床検査医学会が行うのは好ましくなく、日本臨床検査専門医会が主体とな

って実施すべきとの回答を得た。

・生理学検査を専門とする医師の受験に対する便宜については、試験委員会

の委員長に主旨を伝えるとの回答を得た。

7 平成 22 年度診療報酬改定へのパブリックコメントについて（宮澤幹事）

専門医会と臨床検査医学会から提案した 11 項目が取り上げられている。こ

れに関し、平成 22 年度診療報酬改定にかかわる中医協の骨子案が提示され

ており、パブリックコメントの締め切りが本日（1 月 22 日）である。積極

的にコメントを出してほしいとの報告があった。

8 その他

① JCCLS【標準物質戦略検討委員会】設置のお知らせについて（高木監事）

日本臨床検査標準協議会からのお知らせで、JCCLS に【標準物質戦略検

討委員会】設置し、この委員会が標準物質作成を依頼する学会や団体の受

皿として機能する。これにより、個々の学会や団体がそれぞれ単独に実施

していた標準物質作成を統合的に行い、産学共同の標準化実施体制とした

という主旨説明があった。

審議事項

1 平成 21 年度収支報告について（佐藤前庶務・会計担当）

資料に基づき説明があった。

高木監事より、臨床検査振興セミナーの参加費を収入にいれるよう指摘が

あり、修正することとなった。

2 平成 22 年度予算案について（佐藤前庶務・会計担当）

平成 22 年度予算案は昨年 11 月の幹事会で一度提示したが、ホームペー

ジ見直し費用等、一部修正したので、資料を提示し審議した。

高木監事より、①会員会費入金の達成率は 100％として組む。②赤字予算

にしないとの指摘があり、修正することとなった。

3 平成 22・23 年度各種委員会委員選定について（別添資料 3）（東條庶務・会

計担当）

資料に基づき説明があった。一般向け有料検査相談 WG、専門医数増加方

策検討 WG の委員は、未定であり、第二回幹事会で報告することになった。



渡辺会長より、各委員は会長が指名することになっており、日本臨床検

査医学会連絡委員、内保連委員、臨床検査専門医・管理医審議会委員、ホ

ームページ査閲者、医療政策委員会委員 B は、東條尚子、医療政策委員会

委員 D は、宮地勇人に交代すると説明があり、承認された。

4 要覧作成のためのアンケート用紙について（矢富委員長）

資料を提示し審議した。

住所記載を勤務先と自宅の両方を希望する場合もある（佐守副会長）の意

見をうけ、返信用葉書の記載を一部変更したうえ、承認された。

5 教育セミナーについて（山田委員長）

担当施設の負担が大きいことが以前より議論されてきた。平成 22 年度は

実技講習形式、講義形式の 2 回に集約した。今後、講義形式セミナーは専門

医会で企画し、開催場所になるべく負担をかけないようにしてはどうか。ま

た、将来的には、GLM 教育セミナーを生涯教育セミナーとして位置づけ、

専門医更新のポイントをつけ参加をうながしてはどうか。

・ 実技講習では顕微鏡を使った講習が必要である。（高木監事）

・ 検査血液学会では画像メディアを使った試験を実施しており，顕微鏡を

使った試験はしていない。今後は顕微鏡を使った実技講習が必須とは思

わない。（佐藤前庶務・会計担当）

・ 専門医として顕微鏡使用は必須である。（熊坂幹事）

・ 専門医試験内容には生理が含まれておらず、生理を専門とする医師には

受験しづらい。（矢富幹事）

6 第 57 回日本臨床検査専門医会総会における講演会について

第 57 回日本臨床検査医学会学術集会長である宮澤幹事に講演内容につい

て検討していただくこととなった。

7 第 22 回春季大会について

過去の開催順序から、中国・四国地方が開催候補地域であり、日野田裕治

全国幹事に検討していただくこととなった。

8 常任幹事会・全国幹事会の開催時間について

審議の結果、以降の幹事会の開催時間は、15 時～17 時 30 分とすること

で承認された。

以上



議事録署名人

平成 22 年 月 日

田窪 孝行 印

平成 22 年 月 日

盛田 俊介 印



添付資料　１
平成22・23年度役員一覧

会長 渡辺清明 東京臨床検査医学センター，　国際医療福祉大学三田病院 検査部 2期 保険点数委員会委員長

副会長 佐守友博 日本医学臨床検査研究所 1期 ※　幹事としては2期目

副会長 渡邊　卓 杏林大学医学部 臨床検査医学 2期

常任幹事 東條尚子 東京医科歯科大学医学部附属病院　検査部 1期 庶務・会計担当

常任幹事 佐守友博 日本医学臨床検査研究所 2期 渉外委員会委員長

常任幹事 土屋達行 駿河台日本大学病院 臨床検査医学系 2期 資格審査・会則改定委員会委員長

常任幹事 山田俊幸 自治医大学 臨床検査医学 1期 教育研修委員会委員長

常任幹事 村田　満 慶應義塾大学医学部 中央臨床検査部 2期 一般向け有料相談ＷＧ委員長

常任幹事 矢冨　裕 東京大学大学院医学系研究科 臨床病態検査医学分野 2期 情報・出版委員会委員長

全国幹事 安東由基雄 熊本大学大学院医学薬学研究部 病態情報解析学 1期

全国幹事 尾崎由紀男 山梨大学医学部 臨床検査医学 1期

全国幹事 小田桐恵美 東京女子医科大学病院 中央検査部 1期

全国幹事 康　東天 九州大学大学院医学研究院 臨床検査医学 2期

全国幹事 北島　勲 富山大学大学院医学薬学研究部 臨床分子病態検査学 1期

全国幹事 木村　聡 昭和大学横浜市北部病院 臨床検査科 2期 専門医数増加方策検討ＷＧ

全国幹事 熊坂一成 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 2期

全国幹事 幸村　近 独立行政法人 国立病院機構 道北病院・循環器科 1期

全国幹事 小柴賢洋 兵庫医科大学 臨床検査医学 1期

全国幹事 三家登喜夫 和歌山県立医科大学 臨床検査医学 2期

全国幹事 諏訪部章 岩手医科大学医学部 臨床検査医学 1期

全国幹事 田窪孝行 大阪医科大学総合医学講座 臨床検査医学 1期

全国幹事 日野田裕治 山口大学大学院医学系研究科 臨床検査･腫瘍学分野 1期

全国幹事 舩渡忠男 東北福祉大学 医療経営管理学科 1期

全国幹事 前川真人 浜松医科大学 臨床検査医学 2期

全国幹事 松尾収二 天理よろず相談所病院 臨床病理部 1期

全国幹事 三井田孝 順天堂大学医学部 臨床検査医学 1期

全国幹事 満田年宏 横浜市立大学附属病院 臨床検査部 2期

全国幹事 宮澤幸久 帝京大学医学部 臨床病理学 2期

全国幹事 盛田俊介 東邦大学医療センター大森病院 臨床検査医学 1期

監事 高木　康 昭和大学医学部 医学教育推進室 2期

監事 水口國雄 帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病理科 2期



添付資料　２

日　　時 内　　容 開　催　場　所 担　当　責　任　者

1月22日（金） 第1回常任・全国幹事会 日本臨床検査医学会事務所 庶務・会計幹事

　12：00～15：00

3月12日（金） 第2回常任幹事会 日本臨床検査医学会事務所 庶務・会計幹事

　15：00～17：30

4月25日（日） 第7回GLM教育セミナー 八重洲ホール 宮地 勇人 教授

　8：30～17：30

5月 9日（日） 第76回教育セミナー 自治医科大学 山田 俊幸 教授

　9：00～16：00 実技講習形式セミナー 臨床検査医学

5月23日（日） 第77回教育セミナー 順天堂大学医学部 三井田  孝 教授

　9：00～17：00 講義形式セミナー 臨床検査医学

6月4日（金） 第20回日本臨床検査専門医会春季大会 産業医科大学病院臨床検査・輸血部 大田　俊行　教授
　  ～ 北九州国際会議場
6月5日（土）

（6月5日） 第3回常任・第2回全国幹事会 庶務・会計幹事

第36回日本臨床検査専門医会総会 庶務・会計幹事

7月22日（木） 第27回臨床検査振興セミナー 東京ガーデンパレス 佐守 友博 渉外委員長　

　14：00～17：00

9月9日（木） 帝京大学医学部　臨床病理学 宮澤 幸久 教授

第4回常任・第3回全国幹事会 京王プラザホテル 庶務・会計幹事

第37回日本臨床検査専門医会総会･講演会 庶務・会計幹事

10月22日（金） 第5回常任幹事会 日本臨床検査医学会事務所 庶務・会計幹事

　15：00～17：30

12月17日（金） 第6回常任幹事会 日本臨床検査医学会事務所 庶務・会計幹事

　15：00～17：30

平成22年度　　日本臨床検査専門医会 年間行事予定表



添付資料 ３

平成22・23年度 各委員会 委員名簿
委員会 氏名 任期

池田 均 1
情報・出版委員会 海渡 健 1
委員長 大西 宏明 2
矢冨 裕（2期目） 金子 誠 2

木村 聡 2
下 正宗 2
小柴賢洋 2

教育研修委員会 浅井 さとみ 2
委員長 今福 裕司 1

山田 俊幸（1期目） 木村 聡 2
鯉渕 晴美 1
佐藤 尚武 1
三井田 孝 1

資格審査・会則改定委員会 康 東天 2
委員長 佐藤 尚武 1
土屋 達行（2期目） 〆谷 直人 1

諏訪部 章 2
水口 國雄 2
宮﨑 彩子 2

渉外委員会 稲葉 亨 2 金子 大（カイノス）

委員長 小柴 賢洋 2 岸尾 正則（シノテスト）

佐守 友博（2期目） 大谷 慎一 2 寺原 一行（三菱化学メディエンス）

宮 哲正 2 山崎 敏治（ロシュ）宮 哲正 2 山崎 敏治（ロシュ）

菊池 春人 1
保険点数委員会 大西 明弘 1
委員長 〆谷 直人 留任
渡辺 清明（2期目） 東條 尚子 留任

中谷 中 1
松尾 収二 留任
宮地勇人 留任
米川 修 1
渡邉 眞一郎 1

一般向け有料検査相談ＷＧ
委員長

村田 満(1期目）
専門医数増加方策検討ＷＧ
委員長
木村 聡（1期目）

日本臨床検査医学会 連絡委員
JCCLS 委員
内保連 委員 東條尚子
臨床検査専門医・管理医審議会 委員

臨床検査振興協議会 理事
医療政策委員会 東條 尚子：B

宮地 勇人：D
広報委員会
編集出版委員会
ホームページ担当 東條 尚子：査閲者

〆谷 直人：C
小柴 賢洋
稲葉 亨
大谷 慎一：記者

東條 尚子
渡辺 清明
狩野 有作
東條 尚子
渡辺 清明
渡辺 清明：A
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