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１００人カイギとは

地域で働く１００人の話を起点に
クロスジャンルで人のつながりを生むプロジェクト

• 地域で活躍する面白い人の話を聞く
• 働く人をつなぎ、ゆるやかなコミュニティを創る

• 肩書や属性ではなく、「想い」でつながる
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１００人カイギとは

• ゲストが１００人集まったら会を解散！
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１００人カイギの当日の流れ
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オープニング
アイスブレイク

２０min

ゲストトーク
５人

７０min

ネットワーク
クロージング

３０min



１００人カイギの広がり
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医療職における１００人カイギの開催

臨床工学士
100人カイギ

看護師
100人カイギ

診療放射線技師
100人カイギ

リハビリ
100人カイギ

臨床検査技師
100人カイギ

医師
100人カイギ

2020/4/25
～

2021/11/13

2021/9/25
～

開催中

2021/10/17
～

開催中

2021/11/20
～

開催中

2022/1/23
～

開催中

2022/4/16
～

開催中

全20回開催
100人登壇

8回開催
40人登壇

9回開催
45人登壇

7回開催
35人登壇

5回開催
25人登壇

3回開催
15人登壇

8※2022.5末時点



臨床検査技師１００人カイギとは

1００人カイギの臨床検査技師版

臨床検査技師ホルダー100人の話を起点に
クロスジャンルで人のつながりを生むプロジェクト

• 臨床検査技師ホルダーで活躍 する面白い人の話を聞く
• 働く人をつなぎ、ゆるやかなコミュニティを創る

• 肩書きや属性ではなく、「想い」でつながる
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臨床検査技師１００人カイギが目指す姿

①新たな繋がりが生まれ、相談できる仲間が集う場
・地域を越えて、専門性を越えて、技師会を越えて、年齢を越えて、職種を越えて

②臨床検査技師の新たな可能性を広げる場
・多様な技師免許ホルダーの多様な働き方を知る
・施設による業務の違いや工夫を明日に活かす
・個人の仕事への向き合い方と私生活の楽しみ方に気づきを得る

③これからの臨床検査技師に勇気を与え、勇気をもらう場
・柔軟でフレッシュな学生の発表から驚きと学びを得る
・医療現場のリアルを先輩臨床検査技師から学ぶ
・さまざまな想いや意見に触れ、未来の臨床検査技師像を共に創造し、体現していく
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臨床検査技師１００人カイギの様子

11
第０回の様子はYouTubeにて
視聴が可能です。

第０回のスピーカ―

第０回は４人の各スピーカー
のお話も公開されています。

https://www.youtube.com/channel/UCeRsIdWxvlOZQiXXW14QBmQ
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参加対象者と申込み方法
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検査技師学生
・高校生 検査技師 スピーカー

（検査技師）

イベント紹介ページ「Peatix」で申込み

無料 ５００円／回 から 無料



イベント当日の参加方法
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Zoom参加 YouTube live視聴 後日の見逃し視聴
（YouTube）



イベント当日の流れ

• 19:00～19:20   ①オープニング
100人カイギとは／アイスブレイク

• 19:20～20:20 ②スピーカー登壇
１人目のスピーカー（10min）
２人目のスピーカー（10min）
３人目のスピーカー（10min）
４人目のスピーカー（10min）
５人目のスピーカー（10min）

• 20:20～20:30 休憩
• 20:30～21:00   ③ネットワーキング

グループでの意見交換／全体共有
• 21:00 ④クロージング／次回案内／写真撮影

15

• 21:05～21:10   懇親会の説明・乾杯
• 21:10～20:25 ⑤グループ交流会Ⅰ(15min)

スピーカーと話そう！
（５グループに分かれてスピーカーと交流）

• 21:25～21:40 ⑥グループ交流会Ⅱ(15min)
参加者同士で自由に話そう！
（技師向け：全国の検査技師と交流）
学生グループで話そう！
（学生向け：他の養成学校の学生と交流）

• 21:45 解散

メインイベント 懇親会



①オープニング

• オープニングでは、１００人カイギの説明とアイスブレイクと
して、参加者同士の自己紹介を行います。
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②スピーカー登壇

• スピーカー登壇では、５人のスピーカーより各自10分ずつ、自
身のストーリーと想いをお話しいただきます。
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③ネットワーキング

• ネットワーキングでは、グループにて感想を共有いただきます。
その後、全体にてグループでの話題を共有いただきます。
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④クロージング

• クロージングでは、次回開催や学会・勉強会のお知らせ、学生
団体からのお知らせを行い、最後に記念撮影を行います。
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⑤グループ交流会Ⅰ

• グループ交流会Ⅰでは、スピーカー毎のグループを作成し、自
由に好きなスピーカーのグループに参加ができます。直接質問
できる貴重な機会で、SNS交換などにもお使いください。

• グループ交流会Ⅱでは、現役技
師向けのランダムグループと学
生専用のグループを作成します。全国各地の参加者と
自由に交流が可能です。

• Zoom参加者限定の企画となり
ます。

20

⑥グループ交流会Ⅱ
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イベント開催
回 開催日時 実施

第０回 2021.12.26(日)19:00- 済
第１回 2022.1.23(日)19:00- 済
第２回 2022.2.27(日)19:00- 済
第３回 2022.3.27(日)19:00- 済
第４回 2022.4.24(日)19:00- 済
第５回 2022.5.29(日)19:00- 済
第６回 2022.6.26(日)19:00-
第７回 2022.7.24(日)19:00-
第８回 2022.8.28(日)19:00-
第９回 2022.9.25(日)19:00-

第１０回 2022.10.23(日)19:00-
22

回 開催日時 実施
第１１回 2022.11.27(日)19:00-
第１２回 2022.12.25(日)19:00-
第１３回 2023.1.22(日)19:00-
第１４回 2023.2.26(日)19:00-
第１５回 2023.3.26(日)19:00-
第１６回 2023.4.23(日)19:00-
第１７回 2023.5.28(日)19:00-
第１８回 2023.6.25(日)19:00-
第１９回 2023.7.23(日)19:00-
第２０回 2023.8.27(日)19:00-

※全20回で終了予定。開催日については変更可能性あり。



参加者について
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参加者（第0-5回）
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総参加人数（第0-5回）

25
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１回当たりの参加人数（第0-5回）
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第０回 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

申込者
（ﾁｹｯﾄ） 125 143 154 131 137 138

＞実人数 121 139 138 126 129 130

一般 109 97 94 82 82 90

＞一般
（初参加） 109 40 27 16 16 27

学生 16 46 60 49 55 48

＞学生
（初参加） 16 38 31 22 16 16



参加学生の所属学校（第0-5回）
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埼玉県立大学、山口大学、山陽女子短期大学、藤田医科大学、プロブディ
フ医科大学、岡山大学、岐阜医療科学大学、九州大学、群馬大学、公立専
門学校 臨床検査学科、弘前大学、国際医療福祉大学大学院、純真学園大学、
女子栄養大学、森ノ宮医療大学、神戸学院大学、神戸大学、静岡医療科学
専門大学校、東京電子専門学校、東北大学、北陸大学、京都大学、大阪大
学、東京医科歯科大学、東京工科大学、福島県立総合衛生学院、文京学院
大学、新渡戸文化短期大学、神戸常盤大学、東京工科大学、藍野大学、金
沢大学、四日市看護医療大学 、帝京大学、読売理工医療福祉専門学校、久
留米大学、群馬パース大学、神奈川歯科大学短期大学部、北海道医療大学、
北里大学ほか

※過去１名以上の参加があった学校名



参加者満足度（第0-5回）
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第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

全体 88.9 94.5 100 100 100

学生 100 87.5 100 100 100

0
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%

1.不満、2.やや不満、3.どちらとも
いえない、4.やや満足、5.満足
における「4」+「5」の割合

全：N=9 (学：n=7) 全：N=18 (学：n=10) 全：N=14 (学：n=3) 全：N=12 (学：n=4) 全：N=15 (学：n=5)



再参加希望率（第0-5回）
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第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

全体 88.9 88.9 92.8 100 93.4

学生 100 90 100 100 100

0
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%

1.参加したくない、2.あまり参加し
たくない、3.どちらともいえない、
4.やや参加したい、5.参加したい

における「4」+「5」の割合

全：N=9 (学：n=7) 全：N=18 (学：n=10) 全：N=14 (学：n=3) 全：N=12 (学：n=4) 全：N=15 (学：n=5)



お薦め度（第0-5回）
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第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

全体 88.9 80 100 100 100

学生 100 87.5 100 100 100

0

20
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% 1.お薦めしたくない、2.あまりお
薦めしたくない、3.どちらともい
えない、4.ややお薦めしたい、5.

お薦めしたい
における「4」+「5」の割合

全：N=9 (学：n=7) 全：N=18 (学：n=10) 全：N=14 (学：n=3) 全：N=12 (学：n=4) 全：N=15 (学：n=5)



スピーカーについて
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32
これまで25名が登壇



スピーカー（第1-5回）
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25人
これまでの登壇者

75人
これからの登壇者



スピーカープロフィール

• 添付の登壇者リストを参照ください。
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スピンオフ活動
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SNS登録者数（2022/5/29付）
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臨床検査技師１００人カイギ

246 120 110 32



臨床検査技師 学生団体 SOLS
• 第１回臨床検査技師100人カイギを契機に、2022年1月に発足
した学生団体です。

• 臨床検査技師養成校の在学メンバー主体で運営しています。
• 100人カイギとは協力関係にあり、登壇者としてスピーチする
他、グループ交流会Ⅱの学生ルームのファシリとして参加して
います。

• HP：https://sols100ninkaigi.wixsite.com/website
• ロゴマーク：

37

https://sols100ninkaigi.wixsite.com/website
https://sols100ninkaigi.wixsite.com/website


日臨技・医療技術部門管理資格認定制度
• 臨床検査技師１００人カイギは、日本臨床衛生検査技師会の認
定資格制度である「医療技術部門管理資格認定制度」の更新単
位の対象となっています。（運営メンバーに対して単位付与）

• そのため、運営メンバーの多くが認定資格保持者です。

38

医療技術部門管理資格認定とは？
専門的な知識、技術および病院経営の感覚を身につけ、病院における医療技術部
門を組織的・横断的に管理運営するために構築されたもので、医療技
術部門の管理者として、病院経営にコミットする臨床検査技師を育成
することを目指すものです。技師長だけでなく、医療技術部長や事務
長、副院長となれる臨床検査技師を増やすべく作られた制度です。
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スピーカーへのお願い事項①

1. 登壇時間は原則１０分です。
☆スライド枚数の目安は８～１０枚程度です。

2. 発表内容は想いを語ってください。
ご自身のことや取り組まれていること、働き方、またその背景にある「想い」などについて
のお話をお願いいたします。プロジェクトばかりの紹介ではなく、プロジェクトは1-2個と
して、その背景や想いを中心にお話ください。
☆目安は、自己紹介７割、業績３割
☆学会発表とは異なりますので、ご注意ください！

3. 発表の形式はパワーポイントをもちいたオンラインプレゼンとなります。尚、会場での物品
等の販売や、入会勧誘など営利目的の活動はご遠慮ください。

4. 登壇１か月前を目安にプロフィール写真と略歴、参加者への一言メッセージをお送りくださ
い。

5. 登壇日当日１８：３０より、登壇者リハーサルを予定しています。ご参加よろしくお願いし
ます。スケジュールの再確認、パワポスライド共有の操作確認、ネットの接続確認も行いま
す。
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スピーカーへのお願い事項②

5. １００人カイギ当日は開始３０分前にはZoom会場にアクセスください。
6. １００人カイギ当日は可能な範囲で、２１時からの交流会にもご参加ください。
7. １００人カイギ当日は自身の他己紹介をどなたか１名にお願いしております。他己紹

介にて同伴いただく方は無料でご参加可能ですので、是非、どなたか１名にお声がけ
ください。

8. 謝礼についてはご用意が出来ず申し訳ありません。業界を盛り上げていくため、また、
臨床検査技師になろうとする学生に向けてのプレゼントとして、ご理解いただければ
幸いです。（尚、当イベントの参加者からいただく参加費については、１００人カイ
ギ本部へのネーム使用料・運営費として支払うこととなります。）

9. １００人カイギ登壇者は、発表される会に加え、その他の会３回分の参加が無料とな
ります。

10. 以上となります。どうぞご協力の程、よろしくお願いいたします。
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主催団体の概要
名称 任意団体 臨床検査技師１００人カイギ

発起人 神戸 翼

運営メンバー 赤尾智広、天野陽生、石山雅大、上野大、加藤有斗、金沢聖美、河合正行、櫛
引健一、髙橋貴行、竹澤理子、中村良幸、中山 章文、広瀬佳子、堀内弘子、
松熊美千代、谷内要亮、横田裕輝

創設 2021年12月26日

主な事業内容 １．臨床検査技師の学びの場・繋がりの場の提供
２．臨床検査および臨床検査技師に関する講演、執筆、広報、企画立案
３．その他本会の目的を達成するために必要な事業

本店住所 東京都文京区本駒込５－３０－１０

HP https://kensa.wiki/

43
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発起人紹介

• 神戸 翼さん（住まい：東京都）
• 所属：医療法人社団永生会 永生総合研究所 所長、（株）医療経営・政策総合研究所 代表取締役、特定非営利

活動法人エムアクト 代表理事ほか
＜プロフィール＞
• 臨床検査技師100人カイギの発起人 兼 KENSA.wikiの管理者。臨床検査技師免許取得後、製薬関連企業に就職

し治験業務に従事。その後、カナダへの海外留学、国内ビジネススクールを経て、慶應義塾大学大学院で医療
マネジメントを専攻（Master of Healthcare Management）。在学中にはコンサルティングファームで働き
つつ、大学院のメンバーと患者向けスマホアプリの開発・運営を行うソーシャルベンチャーを立ち上げる。卒
業後は慶應義塾大学SFC研究所上席所員や大手医療法人の経営戦略・政策責任者を経て、医療経営と医療政策
を軸にしたシンクタンクを起業し現在に至る。直近では早稲田大学公共経営大学院で公共政策や政治・経済、
行政学を修め（Mater of Public Management）、2017-2021年まで与党国会議員の政策顧問として国会対応
にも従事した。日本臨床衛生検査技師会では、認定資格制度「医療技術部門管理資格」の企画・運営に従事し
審議会会長を務め、臨床検査技師のキャリア構築と多様性の広がりに力を注いでいる。その他、医師会や病院
団体の活動にも専門委員として従事。大学では非常勤講師として医療リスクマネジメント（医療安全など）を
教える。専門は医療経営、医療政策、医療IT、政治・行政、地方自治など。趣味は多拠点生活・田舎暮らしで、
現在は週末時間を見つけては八丈島で島生活を楽しんでいる。

• 詳細：https://kensa.wiki/index.php/2021/11/23/289/
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運営メンバー紹介

• 赤尾智広（済生会今治病院）／臨床検査技師
• 天野陽生（JCHO山梨病院）／臨床検査技師
• 石山雅大（弘前大学医学部附属病院）／臨床検査技師
• 上野大（山形県立新庄病院）／臨床検査技師
• 加藤有斗（宇都宮記念病院）／臨床検査技師
• 金沢聖美（東北大学病院）／臨床検査技師
• 河合正行（甲府共立病院）／臨床検査技師
• 櫛引健一（和泉市立総合医療センター）／臨床検査技師
• 髙橋 貴行（永生病院）／臨床検査技師
• 竹澤理子（三井記念病院）／臨床検査技師
• 中村良幸（NHO西新潟中央病院）／臨床検査技師
• 中山章文（岐阜医療科学大学）／臨床検査技師
• 広瀬佳子（伊那中央病院）臨床検査技師

• 堀内弘子（八戸市立市民病院）／臨床検査技師
• 松熊美千代（三井記念病院）／臨床検査技師
• 谷内要亮（株式会社wish-alize）／ー
• 横田裕輝（医療機器メーカー・エンジニア）／ー
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