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◆ 京臨技平成 21 年度総会案内 

◆ 平成 20 年度事業報告・平成 21 年度事業計画 
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◆ 精度管理事業の有料化について 

◆ 理事会議事録（第９回、第１０回） 

◆ 入会を急げ！ 
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日 時 ： 平成２１年５月２３日（土） 

午後１時 ～ ４時 

会 場 ： キャンパスプラザ京都 ２Ｆホール 

 

公開講演： 『インフルエンザパンデミック』 

清水 恒広 先生 

（京都市立病院 感染症科部長） 
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★ 平成２０年度事業報告 

 アメリカ発の経済不況が世界を駆け巡り、輸出大国

日本も大きな影響を受け派遣社員の首切り、賃金カッ

ト、昇給ストップ、暗いニュースが駆け巡る２０年度

でした。この様な状況下にあっても医療は立ち止まる

ことが許されません。我々検査技師には質の良い検査

を迅速に提供することが要求されています。提供する

良質な検査結果は良質技師の技術によって担保される

ものです。良質な検査結果を生み出すため検査技師は

日々知識や技術向上を図らなければなりません。その

ため社団法人京都府臨床検査技師会は職能団体として

個々の会員の皆様にその場を提供するための事業を実

施しました。 

総会において承認された新役員体制で各事業に取り

組んでまいりました。各理事、研究班長をはじめ事業

に参加された皆様のご努力によって、計画された事業

がほぼ執行されましたことに感謝いたします。 

京臨技事業の中心となる研修会事業においては低迷

していた臨床化学研修会・講演会が荻野学術部長、藤

本技師（奈良県技師会理事）を中心に合計 7 回開催さ

れました。京臨技精度管理事業においては、初めて合

同の報告会を開催いたしました。１１月２２日メルパ

ルクにおいて開催された京都府医師会・技師会合同学

術研修会においては医師会の先生方の参加が非常に多

く大変喜ばし事でした。エイズ撲滅キャンペーン活動

を日臨技の呼びかけに答え１１月２９日「新風館」（京

都市中京区）周辺においてメディア放映にあわせて撲

滅キャンペーンのチラシとティッシュを配布しエイズ

撲滅の啓発活動を実施しました。また、今年度初めて

の試みとして奈良・京都臨床技師会合同スキーツアー

を企画開催しました。 

第４９回近畿医学検査学会を担当するに当たり学会

準備委員会ならびに運営委員会を立ち上げ、開催日時

を平成２１年１１月２８日（土）・２９日（日）、会場

を京都市勧業会館｢みやこめっせ｣に決定しました。特

別講演は堀場製作所最高顧問の堀場雅夫氏に決定し承

諾を得ました。教育講演は、大阪府済生会吹田病院の

岡上武先生に、公開講演を綾部市立病院院長の白方秀

二先生とワコール人間科学研究にお願いし承諾を得ま

した。１２月にはシンポジウム打ち合わせ会議を開催

し、近臨技の各研究班長に参集していただいて、その

内容を決定しました。 

 

★ 平成２１年度事業計画 

 昨年からの世界経済不況の嵐は２１年度に至っても

止まず、色んなところに影響を及ぼしております。医

療業界も例に漏れず国や自治体の税収入の落ち込みに

よる影響が予測されます。しかし医療の現場で働く

我々に課せられた使命には変わりは無く、その重みは

もっと増すものと思われます。職能団体である京臨技

も会員の役に立つ事業を推進していきたいと考えます。

その事業の柱となるのは研修会事業、精度管理事業で

TASK 活動 

エイズ撲滅キャンペーン「新風館」 
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時 温 

あります。 

 研修会事業は各研究班で実施しており、昨年度少し

活動の低迷した研究班もありましが、その反省を踏ま

え更なる充実化をはかりたいと思います。検体検査の

分野においては、仕事分野で共通する臨床化学研究班

と血清検査研究班が合同で研修会事業を計画すると同

時に、臨床化学研究班の開催回数も増やして、多くの

会員に幅広く参加いただくようにいたします。生理研

究班においては、波形チームと画像チームと活動単位

を分担して幅広い検査内容について、それぞれが初級

クラスからシリーズ化した計画的な研修会を取り入れ、

開催回数も大幅に増やして業務に直結した研修会を開

催いたします。 

 精度管理事業は昨年度始めた合同報告会の更なる発

展と参加施設への参加証の発行を行うと同時に、会員

施設の底上げにつながるような精度管理調査のフィー

ドバックを念頭に入れた活動も実施したいと思います。

事業の経費負担が大きいため参加費の有料化を考えて

います。 

 事業活動としては北部学術発表会が２０回目を迎え

ることから成功に向け積極的に応援したいと思います。

新公益法人化に向けた取り組みについては、流動的で

日臨技においても他団体の動きを見極め次年度をめど

に申請の方向で活動中であり、京臨技では慎重にその

動向を見守り、方向性を探ります。 

 第 49 回近畿医学検査学会を今年の 11 月 28 日

（土）、29 日（日）の両日に、京都市勧業会館「みや

こめっせ」において京臨技が担当県として開催いたし

ます。学会の成功に向けて全力を注ぐ所存ですので、

会員皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代にとっては悠久の流れに刻まれてい

く時間、自分にとってもどんどん流れてい

く時間。時の流れ方ひとつで、また過ごし

方ひとつでいろいろな時代、人生になっていく。そん

な「時」を意識できた一年でした。（四方 学 綾部市

立病院） 

 

 

平成 20 年度は新たな仕事が増え、パソコ

ン作業がとても多い毎日。SE の 3K（キツ

くて、キビしくて、帰れない）というほど

ではないにしても、夜のガラ空きの電車に揺られて帰

ることが多くなりました。しかし、どんなに遅くても

必ず温かいご飯が待っているのはとても幸せなことだ

と、しみじみ感じる一年でした。（増田 健太 京都大

学医学部附属病院） 

KEY WORD キーワード 

第 49 回近畿医学検査学会会場「みやこめっせ」
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京臨技では、精度管理事業の有料化について検討を行い、平成 21 年度より有料化することにい

たしました。１つ目の理由としては、京臨技事業の支出額において精度管理事業の占める割合が多

いこと、２つ目にヘモグロビン A1c などメタボ検診項目を導入し試薬費が高騰したことです。 

会員の皆様に納めていただいた会費15,000円のうち、4,700円が京臨技へ振り込まれます（10,000

円が日臨技、300 円が近臨技）。その約 4 割が衛生思想・啓発事業、研修会の開催や精度管理事業、

会誌や会報発行などの事業費に割り当てられます（約 6割は総会開催や事務所経費、通信費、什器

備品の購入などの管理費）。事業費の約２割にあたる精度管理事業費、約３割強にあたる会誌・会

報の費用を削減し、その代わりに研修会開催等の事業を充実させることを検討していました。 

一方、精度管理にかかわる費用は、試薬代・ビデオや CD などのメディア代等が 1 施設当たり約

14,000 円になります。これには、発送費用や報告の印刷の費用は含まれていません。また精度管理

の準備をしていただく理事や研究班の精度管理委員へは交通費の支給を行う程度で日当の支払い

はありません。 

有料化を検討するにあたり、昨年度実施した第 24 回精度管理調査の際に行ったアンケートを実

施しましたので報告します。 

 

 

 アンケートの実施内容 

・ 実施期間：2008 年 10 月 30 日から 11 月 14

日まで 

・ 参加施設数：92/126 施設（回収率 73%） 

 

 技師数（未回答施設含む） 

・ 13.2 人（常勤 11.8 人・非常勤 2.5 人）、う

ち京臨技会員 8.8 人 

 

 全研究班が一堂に会して行う精度管理調査

報告会について 

 回答数 割合 
賛成 48 52%
どちらでもよい 38 41%
反対 3 3%
その他 3 3%

 

・ 合同にされる理由は何でしょうか。今までど

おり報告会と勉強会を一緒に企画していた

だいた方がいいのですが理由によっては賛

成します 

・ 現状の内容報告に一同が会する必要がある

か？ 

・ 研究班毎の詳細な報告会を併用した方が良

い 

 

 有料化について 

 回答数 割合 
賛成 12 13%
しかたない 50 54%
反対 23 25%
その他 7 8%

 

・ 他府県の動向を見て有料化の判断をしては 

・ 技師会会員数によって差をつける 

・ 日臨技と統合しては 

SURVEY 精度管理 
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・ どちらでもよい 

・ 月刊の医学検査を希望者にのみにし、技師会

入会費の値下げをして欲しい。その上で有料

化であればしかたない 

・ 現状はどの程度コストがかかっているの

か？有料化することのメリットは？ 

 

 有料化になるとすれば参加費はどのくらい

が適当か 

 回答数 割合 
2,000 円 20 24% 
3,000 円 22 26% 
4,000 円 2 2% 
5,000 円 19 22% 
10,000 円 6 7% 
その他 16 19% 

 

・ 参加項目数によって額を変える 

・ フル項目で 5,000 円程度とするか、一律

3,000 円～4,000 円程度とするか 

・ 会員数または割合によって差をつける 

・ 有料化になれば参加しない 

・ 財政状況によると思われます 

・ 3,000～5,000 円程度 

・ １項目につきいくらと設定してはどうです

か 

・ 技師会費でまかなう 

・ どれくらいで運営できるのか、できる範囲で

結構です 

・ 日臨技のように項目数により費用を変える

か検討が必要と思います 

・ １回の精度管理にかかる費用（切手も含め

て） 

・ 参加項目によりわける 

・ 有料化金額設定は何を目的としているか不

明確と思われるが？ 

・ 項目別の費用負担額を考えてはどうか？ 

・ 参加項目により 

・ 1,000 円 

 

 その他 

・ 京臨技サーベイに参加したことの証明書を

発行してはいかがでしょうか 

 

 

今後理事会において協議を重ね、実費の 50％程度を目処に施設負担を検討しています。同時に

参加証明書の発行や報告書のあり方、非会員施設の料金設定なども併せて検討し、平成 21 年度の

精度管理事業を実施してまいります。 

 

 

 

 

 

みんなで成功させよう 第 49 回近畿医学検査学会 

開催日時  平成２１年１１月２８日（土）・２９日（日） 

開催場所  京都市勧業館「みやこめっせ」（京都市左京区岡崎成勝寺町９番地 1）

学会テーマ 「見方が変わると、仕事が変わる ～臨床目線で検査をみる～」 

 

特別講演 「おもしろおかしく」 

堀場雅夫（株式会社堀場製作所最高顧問） 

教育講演  「肝臓病 Up-To-Date ～検査データでここまでわかる肝疾患～」

岡上 武（大阪府済生会吹田病院院長）  

公開講演 「小さな大病院 ～魅力ある病院づくり～」 

白方秀二（前綾部市立病院院長） 

公開講演 「ワコールにおける人間科学的ものづくり」 

未定（ワコール人間科学研究所） 
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平成２０年度第９回定例理事会議事録
 
日 時 ： 平成２１年２月１２日（木）18:30～20:30 
場 所 ： 京都府臨床検査技師会丸太町事務所 
議 長 ： 今井 
書 記 ： 早瀬   議事録署名人：今井、芦田 
出席者： 会長：今井、副会長：芦田、石澤、白波瀬 

理事：青山、小澤、佐々木、高嶋、豊山、中村、西川、

丹羽、林孝俊、早瀬、藤崎、山田 
顧問 ：  田畑、清井   監事：欠席  
日臨技理事：湯浅     事務局：山方 
委任状出席：荻野、林雅弘、廣瀬 
 
【報告事項】 
◎ 今井会長報告 

1 月 17 日（土） 私立病院協会新春会員懇親会 京都ブライ 
トンホテル 小澤同行 

1 月 23 日（金） 日臨技平成 20 年度代議員会大森東急イン 
2 月 6 日（金） 第 49 回近畿医学検査学会予算会議  

白波瀬、石澤、小澤、湯浅、山方 
2 月 6 日（金） 京臨技新年会：光悦 

（理事、班長、賛助会員） 
2 月 7 日（土） 京都府医師会新春賀詞交換会  

リーガロイヤルホテル京都 小澤同行 
◎ 芦田副会長 
京都府鍼灸学会創立 60 年祝賀会出席 

◎ 石澤副会長報告 
１月２４日（土） 京都府放射線技師会 60 周年記念式典出席 

◎ 白波瀬副会長報告 
2 月 17 日（火）18：30～ ３団体の打ち合わせ会議（京臨技 

丸太町事務所）予定 
会報原稿依頼：テーマ「今年度を漢字１字で振り返る」 

◎ 小澤総務部長報告 
１．日臨技平成２０年度第２回総会案内（都道府県委任状締切

り３月１０日）、平成２１年度第１回定期総会案内（都道府

県委任状締切り４月１０日）と委任状を全会員へ送付した。

また同委任状回収協力を賛助会員の（株）アルフレッサ、

（株）アテスト、（株）ケーエスケー、（株）京都和光純薬

へお願いした。 
２．次月行事予定発送日 2/24（火） 
◎ 豊山理事 2/3 第 44 回京都病院学会（6/14） 第 1 回実行委

員会出席 
◎ 中村理事 1/29（木）日本臨床検査薬協会大阪地区主催の「プ

ロモーションガイドライン説明会」出席（於：大阪薬業クラ

ブ） 出席の臨薬協＆臨薬卸協各企業に対し、「第 49 回近畿

医学検査学会」の協力のお願いをアナウンスして来ました。 
◎ 髙嶋理事 
１．平成２０年度奈良・京都検査技師会合同スキーツアー報

告：日時：平成２１年１月２３日～２５日、場所：戸隠ス

キー場『長野県』、宿泊：ロッジぴこ、参加者：２５名（子

供４名）、京都技師会員は２名。特に事故もなく無事日程を

終了いたしました。 
２．2/11 近畿チーム医療糖尿病療養指導の担当者スキルアッ

プセミナーについての打ち合わせ。近畿実践セミナーでの

取り組みを全国に発信するということで、今回のテーマや

内容を検討。 
◎ 湯浅日臨技理事 

1 月 23 日 代議員会 日臨技共催公益目的事業申請 
京都分承認 

認定試験実施 12/14 認定心電図検査技師(119 名） 
12/21 認定一般検査技師 (94 名） 
12/21 認定臨床染色体遺伝子検査技師(1 名） 

 
【委嘱・承認事項】 
１．会員動向 
会員総数９６１名（２月１２日現在） １月度 新入会０名、 
退会３名、転出３名  ＜承認＞ 

２．第 26 回「細胞診教育セミナー」後援依頼 ＜承認＞ 
 
【検討議案】 
１．３月７日精度管理合同報告会について役割分担の確認 石

澤 
２．台北技師会との交流について 早瀬 

財政的に継続交流は難しく否決 
３． 平成 21 年度京都府臨床検査技師会 定期総会について 小

澤 
議案書は当日配布し、ホームページにアップする。 

４．日本臨床化学会 学会賞 推薦依頼 21 年 3 月 31 日必着締

切り 
 
第 10 回京臨技定例理事会の予定 

3 月 12 日（木）18:30～20:30 
会場：京都保健衛生専門学校 大会議室

 
 

平成２０年度第１０回定例理事会議事録
 
日 時 ： 平成２１年３月１２日（木）18:30～20:30 
場 所 ： 京都保健衛生専門学校 大会議室 
議 長 ： 今井 
書 記 ： 中村 議事録署名人 ： 今井・石澤 
出席者： 会長：今井 副会長：石澤・白波瀬 

理事：青山・荻野・小澤・佐々木・豊山・中村・

林孝俊・廣瀬・藤崎・山田 
顧 問 ： 田畑  監事：欠席  
日臨技理事：湯浅  事務局：山方 
委任状出席 ： 丹羽 
欠席者 ： 芦田・高嶋・西川・林雅弘・早瀬 
 
【報告事項】 
◎ 今井会長報告 
２月１７日：第４９回近畿学会３団体打ち合わせ会議（京

臨技川端丸太町事務所）（白波瀬、荻野、石澤、

山方） 
２月２８日：近畿理事会・近畿地区連絡協議会 （宮津歴史

の館）（白波瀬、芦田、荻野） 
近畿ＯＢ懇親会 （宮津ホテル丹後）（白波瀬、

芦田、荻野、清井、小坂） 
３月６日：京都府医師会精度管理報告会 （京都府医師会館） 
３月７日：京臨技精度管理合同報告会 （京都府立医科大学）

（理事、班長、賛助会員） 
３月１１日；保健衛生卒業式 （京都アスニー） 
◎ 石澤副会長報告 
３月７日：京臨技精度管理合同報告会 （京都府立医科大学） 

◎ 白波瀬副会長報告 
会報 No.30（平成 21 年 3 月 1 日号）発行 
◎ 荻野学術部長報告 
２月２４日；学術部臨床化学研修会 （京都保健衛生専門学

校） 
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第 58 回日本医学検査学会（神奈川県）一般演題座長候補

推薦の依頼：生理検査分野 1 名＆一般検査分野 1 名を京

臨技から推薦しました。（2 月 27 日） 
★第４９回近畿医学検査学会でのお願い 
学会運営のため各理事の施設から数題の演題発表が出来

る様今から取り組んで下さい。 
目標；250 演題！ 

◎ 小澤総務部長報告 
１. 日臨技平成 20 年度第２回総会委任状回収状況：538 票

（3 月 10 日現在） 
日臨技平成 21 年度第１回総会委任状回収状況：504 票
（3 月 10 日現在） 

２. 京臨技平成 21 年度定期総会 
日時：平成２１年５月２３日（土）午後１時から 
会場：キャンパスプラザ京都 ２Ｆホール（80 名収容） 
公開講演：インフルエンザパンデミック「京都市立病院 
感染症科部長 清水恒広 先生」 

３. 京臨技研究班活動場所として「サイエンスパーク」の利

用の申し出がありました。 
所在地：アークレイ株式会社：京都市南区東九条西明田

町 57 (西洞院札の辻南東角) 
４. 次月行事予定発送日 3/24（火） 
◎ 豊山理事  
3 月 3 日 第 44 回京都病院学会 第２回実行委員会出席 
3 月 25 日プログラム編成会議：青山・山田理事に座長を

依頼 
◎ 西川理事  

私病協主催の Excel 講習会報告：例年講習会を実施してお

り、今回も参加者募集後一週間で定員オーバーとなり好評

でした。 
 
【委嘱・承認事項】 
会員動向 ； 会員総数９６０名（３月９日現在） ２月度 転
出４名、転入２名、仮会員登録３１名 

 
【検討議案】 
１. 学術部研究班活動について（荻野） 
生理研究班の活動計画について⇒来年度より予算調整し

年間約 30 回実施開催したい・・・承認 
微生物研究斑の活動について⇒活動内容に関して学術部

長含め研究班内にて協議する・・・継続 
臨床化学＆免疫血清の研究班活動の統合について⇒担当

者は別々に定める・・・継続 
２. ホ－ムページによる会報の原稿募集について（白波瀬） 
会員の皆様に投稿をお願いする。 「漢字一文字で一年間

を振り返る」「リレーコラムへの投稿」・・・承認 
３. 精度管理事業について（今井） 

3/7 報告会を終えての問題点⇒参加者数が 52 名と少な

く運用面にて再検討。正解率の悪い施設に対してのフォロ

ーは？有料化に関しての明文化は？・・・継続 
 
第１１回京臨技定例理事会予定 

会場：京臨技丸太町事務所 
日時：4 月 9 日（木）18:30～20:30 

 
 

★ 平成 21 年度研究班の活動計画案 ★ 
 

Ａ．生理検査研究班 
『きめ細やかな研修環境を提供する』 

Ｂ．輸血検査研究班 
『安全で適正な輸血療法を遂行するにあたり、輸血検査部門において必要な知識および技術等を習得する』 

Ｃ，血清検査研究班 
『今年度は他分野と協調し会員が興味を持ち日頃のルーチン検査に生かせる内容で学集会を企画していきたい。』 

Ｄ．血液研究班活動計画 
『昨年度と同様に講演会、研修会を開催し、血液検査の各施設の運用に役にたつような話題を提供していきたい。また Case 
study についても継続して行う。今年度も実技講習会は開催したいと考えている。』 

E．臨床化学検査研究班 
『臨床化学に関する基礎と新しい検査法や注目される項目や測定方法・原理などの研修会と分析化学の実技講習会の開催をめざ
す。』 

Ｆ．病理検査研究班 
『他府県との合同講演会が近畿医学検査学会主催となるため、今計画案からは外れている。また、参加者数を増やすためにも病
理検査に必要な知識や技術が習得していただけるような内容を検討し、研修会を開催する』 

Ｇ．細胞検査研究班 
『細胞診検査従事者の精度や知識の向上と資格を取得したい者を育成する事』 

H．一般検査研究班 
『一般検査に必要な基礎知識の習得が可能な研修会開催および，標準法の普及を目的とした研修会を開催する』 

I．微生物検査研究班 
『本年は、認定臨床微生物検査技師の取得に必要な知識の習得のため数回にわたる研修会を、また、実践に即した技術の習得の
ため、感染対策の研修会と塗抹、寄生虫の実技講習会を企画する。』 

J．情報システム分野 
『例年の情報システム分野の活動と同様、パソコンソフトウェアの使用法などを学ぶための、実技講習会を開催するとともに、
昨年度に引き続き京臨技ホームページの更新、メールマガジンの配信を行う。例年は初級ユーザーを対象とした実技講習会であ
ったが、今年度は少しレベルの高い内容を習得してもらうことを目標とする。また、他団体からの講師派遣依頼に対しても積極
的に参加をしていく。』 

K．北部学術研究班 
『自分自身の向上と若手の育成』を目標に、知識の習得と会員相互のスキルアップを目指した研修会を開催する。今年度は「こ
れを押さえてステップアップ !」と題して、病気を理解・解明していくための検査データを読み方やトピックスまで、会員が興
味を持ち日々の仕事に生かせる内容で学ぶ機会を作っていきたい。また北部学術発表会も北部地域 20 回開催の歴史を刻みた
い。』 

Ｌ．チーム医療研究班 
『検査室から出て、他職種との連携を深める。』
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KAMT 京臨技 

生理検査研究班では、研修会を

めっちゃ開催するので、会員になる

と仕事に役立つらしい 

臨床化学研究班も、めっちゃ気合

が入っているらしい ほかの研究班も負けてへんらしい 

・ 平成 21 年度各研究班の活動計画は前頁に掲載 

・ 4 月以降の研修会案内は順次ホームページにて案内中 

・ 携帯版ホームページも大変便利です 

・ メールマガジンで研修会案内ほか配信中（1 回／週、他府県会員・賛助会員へも案

内します→京臨技ホームページから会員番号空白でも OK） 

・ 仮会員入会制度あり（新卒に限ります。詳細は事務局へ） 

・ 入会手続き中の場合、会員証がなくても会員と同等条件で研修会参加可能です 
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