
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神臨技 

422号 

 平成27年5月 1日発行 

発行所／一般社団法人 神奈川県臨床検査技師会 

事務局／〒231-0023 横浜市中区山下町75番地 荻野ビル5階 

電 話／045-212-2862 FAX／045-479-8884 

ホームページ／http://www.jinringi.or.jp 

発行人／横山 一紀  編集責任者／山口 真澄 

  会員数／正会員3,178名 賛助会員数60社（ 3月  31日現在 ） 

印刷所／有限会社 印刷の旺文社 

 

検体採取等に関する厚労省指定講習会始まる 
 

現在、全国各地において『検体採取等に関する厚労省指定講習』が開催され、臨床検査技師の業務拡大への大きな一歩

が踏みだされた。 

平成 26年 6月 18日の臨床検査技師等に関する法律の一部を改正する法案が成立し、平成 27年 4月 1日から臨床検査

技師の検体採取及び生理学的検査に嗅覚検査・味覚検査が追加された。 

今回の業務範囲の拡大に伴い、平成 27年4月1日の時点で既に臨床検査技師免許を取得している者等については、 

厚生労働省指定講習会を修了しないと新たな検体採取等の業務には従事できなくなります。この指定講習会は、臨床検査技

師の国家資格に関わる重要な指定講習会であり、有資格者全員の受講が求められます。 

 日臨技では、少なくとも 5年間の継続事業として 5万人以上の受講をカバーできるように計画が進められており、今後の 

講習会開催や参加申し込み等についてホームページよりご確認ください。 

 

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会カリキュラム 

 
第1日目 

  50分  臨床検査技師法に関する法的知識及びその責任範囲、医療倫理 

 

  185分   微生物学的検査等※2(皮膚表在組織病変部等※3)における検体採取 

(皮膚生検は除く)に必要な知識・技能・態度 

※2(ウイルス、細菌、真菌、スピロヘータ、寄生物検査等) 

※3(膿、丘疹、水泡、膿泡、びらん、鱗屑、粘膜、毛髪、爪等) 

 

  135分   微生物学的検査等(糞便検査)における検体採取※4に必要な知識・技能・態度 

※4(糞便が採取できない場合にスワブを用い肛門部から便の直接採取) 

 

 

第2日目 

  185分   微生物学的検査等(インフルエンザ等)における検体採取 

※1に必要な知識・技能・態度 

※1(鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液等の採取) 

  

  135分   味覚検査※5、嗅覚検査※6に必要な知識・技能・態度 

(静脈へのアリナミン注射薬の注射行為は除く)   

※5(電気味覚検査、ろ紙ディスク法による味覚定量検査) 

※6(基準嗅覚検査(T&Tオルファクトメーターによる検査)、静脈性嗅覚検査 

 

   60分   検体採取及び味覚・嗅覚検査のシミュレーション 

(ビデオ放映及び舌圧子及び綿棒を使用して実技を行う) 

 

   50分   確認試験 

(講習会終了後、習得度の確認を行う。自己採点とする)  

 

 

正しい検査は、 

正しい検体採取から 

～検査のプロが 

責任を持って採取しています～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月理事会報告 

 

日 時 平成 27年 3月 11日（水）、18：30～20：00  

場 所  じんりんぎ研修センター 

出席役員  

理 事： 17名（欠席 1名）  

監 事：  1名  

事務局：  1名 

議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名  

横山 一紀 

議事の経過の要領及びその結果  

上記のとおり理事の出席があったので、定款第30条に基づき、

会長横山一紀が議長となり、下記のとおり報告、協議並びに

議案の審議を行った。  

報告第１号、毎月の経理状況報告の件  

会計部において、組織運営規定 28条第 7号により、予算 

管理月報をもって毎月の経理状況の報告を行った。  

報告第２号、３号、前月諸活動報告の件  

事業部系活動報告、運営企画部系活動報告、理事活動報告、

その他の諸活動経過報告、日臨技の実施計画案等について 

各報告を行った。  

議案第１号、正会員の入会承認の件  

定款第 6 条に基づき、正会員になろうとする 2 名の入会を

承認した。 

議案第２号、平成 27年度予算に関する件 

別紙、予算案に関して承認した。 

議案第３号、平成 27年 5月定時総会実施に関する件 

 上記の件に関して承認した。 

 開催日；平成 27年5月 30日（土）、15：00～ 

 開催場所；ワークピア横浜 

 報告及び審議内容； 

  報告第 1号、平成26年度事業報告の内容報告の件 

  議案第 1号、平成26年度貸借対照表、正味財産増減 

              計算書及びその付属明細書の承認の件 

  報告第 2号、平成26年度公益目的支出計画実施報告書 

        の内容報告の件 

  報告第 3号、平成27年度事業計画の内容報告の件 

  報告第 4号、平成27年度収支予算書の内容報告の件 

議案第４号、平成 27年度地域保健事業予定に関する件 

 下記の 3施設への実施案を承認した。 

（1）社会福祉法人むつみ福祉会「寿湘ヶ丘老人オーム」 

   ○実施日；平成27年4月 26日（日） 

   ○対象人数；120名 ○ボランティア技師；25名程度 

（2）財団法人鉄道弘済会総合福祉センター弘済学園 

   社会福祉法人悠々倶楽部・ライフステージ悠トピア 

    ○実施日；平成27年6月 28日（日） 

   ○対象人数；200名 ○ボランティア技師；25名程度 

 

3）社会福祉法人かしの木会「くず葉学園」 

    ○実施日；平成27年9月 27日（日） 

   ○対象人数；80名  ○ボランティア技師；20名程度 

議案第５号、平成 27年度夜間急病センター（桜木町）出務者 

に関する件 

 別紙、26名の出務を承認した。また、別々に提出していた 

出務承諾書と機密保持契約書を 1 枚の書式に統合する事も合

わせて承認した。 

議案第６号、血清研究班班員補充に関する件 

 1名の班員の補充に関して承認した。 

議案第７号、運営企画部系委員会平成 27・28年度委員に関す

る件 

 以下の委員会委員を承認した。また、産休及び育児休業の

期間においての研究班員及び各種委員会活動は行わない事と

する。欠員の状態で活動するか、メンバーを補充するかにおい

てはその研究班及び委員会に委ねる事とする。 

企画委員会 

 藤崎 誠    富士フイルム健康管理センター 

 田中 元彦   神奈川県立こども医療センター 

 新宮 千恵美  済生会横浜市南部病院 

 大野 匤之   横浜栄共済病院 

 市森 恵子   昭和大学藤が丘病院 

 泉谷 明    仁厚会病院 

 砂川 右貴   厚木市立病院 

ＳＴＩ予防啓発委員会 

 松本 菜月   済生会横浜市南部病院 

 松崎 陽子   総合川崎臨港病院 

 木村 沙織   東海大学医学部付属病院 

 塩原 祐樹   秦野赤十字病院 

 中村 寛    横須賀共済病院 

 平山 純一   自宅会員 

 伊賀田 元気  聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 

 間部 泉    緑成会横浜総合病院 

 浜谷 雄樹   横浜栄共済病院 

生活習慣病対策委員会 

 田中 元彦   神奈川県立こども医療センター 

 白石 要    医療法人財団報徳会西湘病院 

 北村 誠    小田原循環器病院 

 長澤 美智子  横須賀共済病院 

 泉谷 明    仁厚会病院 

議案第８号、平成27年度事業計画に関する件 

平成27年度事業計画案は、会長提出案で承認された。 

 



                             

 

 

  

4月理事会報告 

 
日 時 平成 27年 4月  8日（水）、18：30～20：30 

場 所 じんりんぎ研修センター 

出席役員 

 理 事 ： 17名（欠席 1名） 

 監 事 ：  1名 

 事務局 ：  1名 

議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

        横山 一紀 

議事の経過の要領及びその結果 

上記のとおり理事の出席があったので、定款第30条に基づき、 

会長横山一紀が議長となり、下記のとおり報告、協議並びに 

議案の審議を行った。 

報告第１号、毎月の経理状況報告の件 

会計部において、組織運営規定 28条第 7号により、予算 

管理月報をもって毎月の経理状況の報告を行った。 

報告第２号、３号、前月諸活動報告の件 

 事業部系活動報告、運営企画部系活動報告、理事活動報告、 

その他の諸活動経過報告、日臨技の実施計画案等について 

各報告を行った。 

議案第１号、正会員の入会承認の件 

 定款第 6条に基づき、正会員になろうとする12名の入会を 

承認した。 

議案第２号、第64回日本医学検査学会への派遣に関する件 

 会 期；平成 27年 5月 16日（土）～17日（日） 

 会 場；福岡国際会議場、マリンメッセ福岡、 

福岡サンパレス  

 学会長；百田 浩志（社会福祉法人 済生会唐津病院） 

 担 当；一般社団法人 佐賀県臨床検査技師会 

 上記学会へ会長及び両副会長の派遣について承認した。 

議案第３号、平成 27年度賛助会員総会実施案に関する件 

 開催日時；平成27年 6月10日（水）19時 30分より 

 開催場所；じんりんぎ研修センター 

 議題内容； 

1）平成 26年度事業報告及び県学会について 横山会長 

 2）理事担当業務の変更について       小浜副会長 

 3）第 4回首都圏支部医学検査学会について  山口副会長 

上記、実施案に関して承認した。 

 

議案第４号、各研究班及び専門グループ運営委員の変更等に

関する件 

次の委員の職務及び施設名変更、委員の新規採用等に関して

承認した。 

臨床化学検査研究班 

 辞職 高橋 美穂  大和市立病院 

 変更 高橋 雅史  厚生連相模原協同病院 

 新規 大石 知美  聖マリアンナ医科大学東横病院 

細胞検査研究班 

 辞職 坂下 仁美  茅ケ崎市立病院 

 新規 酒井 麻衣  神奈川県立がんセンター 

 変更 中村 祐司  日本医科大学武蔵小杉病院 

 変更 星野 夏那  横浜みなと赤十字病院 

病理検査研究班 

 辞職 大久保 美沙 山近記念総合病院 

 新規 和田 光平  厚生連相模原協同病院 

 変更 坂口 忍   北里大学病院 

 変更 坂詰 浩一  関東労災病院 

微生物検査研究班 

 施設名称変更 佐々木貴子 JCHO相模野病院 

 施設変更   大菅 淳  東海大学医学部付属大磯病院 

 施設名称変更 谷口 佳己 JCHO横浜保土ヶ谷中央病院 

血液検査研究班 

 施設変更 小林 正一 神奈川県立こども医療センター 

一般検査研究班 

 辞職 小黒 徳也  東戸塚記念病院 

 変更 森 合美   東芝林間病院 

 新規 飯野 隆浩  たちばな台病院 

循環器専門グループ 

 辞職 中曽 真美  厚木市立病院 

 新規 今井 綾香  厚木市立病院 

議案第５号、生理検査研究班循環器グループ運営委員の新規

採用に関する件 

 育児休務者の交代要員及び世代交代を目的とした計3名の 

増員希望が提出されたが、育児休務者の交代要員に関しては 

承認するものの、他2名の世代交代要員については、原則と 

して増員を認めない事とする。世代交代においては、既存 

の人員枠内で調整するよう理解を求める。 

議案第６号、平成 27年度神奈川県乳房画像研究会の活動に関 

する後援名義の継続使用に関する件 

 上記、名義継続使用に関して承認した。 

 

≪ 新 入 会 員 ≫ 
平成 27年 2月 1日から 2月 28日まで 

川崎  地区     0名 
  横浜Ⅰ地区        1名 
横浜Ⅱ地区         0名 
横須賀地区        0名 

  湘南  地区        0名 
西湘  地区        0名 
県央  地区       1名 
 県外      0名 
2月 28日現在 会員数 3,177名 

賛助会員   60社 

 

≪ 新 入 会 員 ≫ 
平成 27年 3月 1日から 3月 31日まで 

川崎  地区     1名 
  横浜Ⅰ地区        4名 
横浜Ⅱ地区         1名 
横須賀地区        0名 

  湘南  地区        3名 
西湘  地区        1名 
県央  地区       2名 
 県外      0名 
3月 31日現在 会員数 3,178名 

賛助会員   60社 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  医学検査 3月号 Vol.64に同封されている JAMTmagazine2015 3月号をご覧ください。裏表紙に記載 

してあるとおり、「臨床検査技師の未来を拓く」ために皆様の加入をお願いいたします。  

約 40年ぶりに臨床検査技師法の改正がおこなわれましたが、これも政治的手法を用いた成果といわれて 

います。政治的要求には数の力が不可欠です。是非、ご加入ください。  

なお、JAMTmagazine2015 3月号のなかに入っている払込取扱票を使用して会費納入をお願いします。  

また、次年度以降は自動引き落としができます。払込取扱票の裏面に連盟会費「自動引き落とし」登録 

方法が記載してありますので、こちらにも登録をしていただきますようお願いいたします。  

 

 

 

 

 

  開催日時 ： 平成 27月 5月 30日（土） 15：00 ～  

開催場所 ： ワークピア横浜 

          〒231-0023 横浜市中区山下町 24-1  TEL 045-664-5252 

          みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩 5分 

   ※会場がじんりんぎ研修センターではありませんのでお間違えのないようにご注意下さい。 

 

  ※規定人数に満たないと総会は成立しませんので、総会欠席の方は必ず委任状を提出して下さい。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

平成 27 年度 5月定時総会のお知らせ 

 

◇◇◇ 日本臨床検査技師連盟加入のお知らせ ◇◇◇ 

 

 

 

 

 

 

 

  ただいま神奈川県臨床検査技師会雑誌への投稿論文を募集しております。締切りは 5月31日までとなります。 

 投稿方法の詳細は、ホームページをご覧ください。会員の皆様からの投稿をお待ちしております。 

  

 

 

会員登録手続き中の方は研修会当日、会費振込用紙控え等を受付で提示してください。 

提示のない場合は非会員扱いとなります。また、生涯教育研修制度の登録を行いますので会員証が届き次第 

県技師会事務局まで会員番号の連絡をお願いします。 

 

 

 

 

神奈川臨床検査技師会では県内の医療機関を対象に臨床検査部門の動態を調査するために、毎年アンケート 

調査を行っています。皆様にご協力頂きましたアンケートを集計し、傾向等の比較検討を行いました。集計結果を 

ホームページに掲載しましたのでご覧ください。 
 

神奈川県臨床検査技師会からのお知らせ 

 

◇ 会員登録申請中の会員の扱いについて ◇ 

◇ 平成 26年度臨床検査部門の実態調査報告について ◇  

◇ 神臨技雑誌投稿募集について ◇ 


