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舞浜駅(千葉県浦安市)で街頭署名実施！ 
 

平成 22 年 9 月 4 日(土)・5 日(日)、千葉県浦安市の舞浜駅前に

おいて子宮頸がん予防ワクチン全額公費を求めるための街頭署

名活動が展開されました。 

 
 

舞浜駅は東京ディズニーランド隣接の駅で多くの家族連れや

若者が行き来する場所であり、今回の活動をアピールするには絶

好の場所です。 

連日の猛暑･･･その対策に、私たち女性技師将来検討委員会の

7 人のツワモノは、帽子・日焼け止めクリーム・日焼け止め手袋・

タオル・手ぬぐい等、準備万端を整えて臨みました。 

千葉県臨床検査技師会の皆さんと実習先の病院でこのボラン

ティア活動にスカウトされた臨床検査技師のたまごの方々と共

に 2 日間の熱闘甲子園ならぬ熱闘署名活動に挑みました。 

   署名をする親子  
 

舞浜駅に電車が到着するたびに、ディズニーランドをめざす巨

大な流れが私たちの前を通り過ぎます。最初は圧倒されていまし

たが、次第に要領を得てきて、署名してくださる方の顔を読みと

くという極意を習得した人もいました。 

実際は、 

大声を上げる・声かけをする･･･！ 

関心を持たれる方にパンフレットを渡し説明する･･･！ 

署名のご協力を得る･･･！ 

この繰り返しでしたが、反応は人により様々でした。 

 

 

2 日目の 9 月 5 日(日)には、執行部・事務局員も合流し、「日本

臨床検査技師会」の旗のもと、延べ 81 人の活躍で、国民 3,160

人の署名が集まりました。 

今回の取り組みを実施した背景は、当会が本年度取り組んでい

る事業の一つにがん撲滅運動があること、子宮頸がん予防ワクチ

ン接種とがん検診の実施によりその発症数を減らすことが可能

であり、そのがん検診の一つである細胞診検査は臨床検査技師が

行っている事にあります。 

このような活動を職能団体として実施することは大きな意味

があります。 

 
 

全国で署名活動を行っている会員の皆様とともに、少しでも国

民医療に貢献できる活動に参加できたことは非常に良い経験で

した。本活動が実を結ぶか、今後の動向に注目していきましょう。 

【女性技師将来検討委員会 原田佳代子】 

 

署名活動関連記事 ⇒ 4P 
 

※ 署名活動を行った各都道府県技師会の体験談をお待ちします。 

  ⇒ jamt@jamt.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子宮頸がん予防ワクチン全額公費を求める署名活動 
 

細胞診と HPV 検査の同時検査の啓発と同時に、このワクチン接種による将来的な医療費抑

制による経済的効果や、少子化問題への取り組み、そして何より国民自らの健康の保持増進を考え、子宮頸がん予防ワ

クチン接種全額公費を要望するための署名活動を展開した。具体的には、8 月 9 日より、『100 万人署名』を目標に全国

の会員に呼びかけ、9月 15日を締め切りとした。臨時国会までに提出したいとの思いから、期限が短くなったが、各県

技師会並びに会員の皆さんのご協力により、32万人を超える国民の皆さんの署名が集まった。 

当会では、今後、更に多角的に「がん撲滅」の啓発活動を予定している。一人ひとりの力が国を動かす大きな力を産

みます。今後も、会員の皆さんには全国のがん撲滅活動に参画していただき、国民の健康の為に力をつくしましょう。 
【椙山広美】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 今月号の主要記事 ◆ 
 

1P 署名活動で国民の声＜32 万人＞集まる 

2P 重要なお知らせ・年会費等口座引落代行について 

3P 年会費口座振替・臨床検査技師賠償責任保険関連＜Q&A＞ 

4P 署名活動関連記事・全国署名活動集計結果 

5P 都道府県公益事業・どこでも MY 病院・各部の動き 

6P 祝！敬老の日・研修会のお知らせ・情報 

7P 医学教育は医師だけで行うべきものか・情報 

8P 認定センター・重要なお知らせ・編集後記 
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年会費口座振替・臨床検査技師

賠償責任保険 登録用紙の提出

はお済みですか 
 

 既報のとおり、平成 23 年度より日臨技

年会費は原則として口座自動振替となり、

臨床検査技師賠償責任保険の全員加入も

平成 23 年 6 月から始まります。 

 これに伴い、正会員の皆様のお手元に

は既にご案内が届いていることと存じま

す。封筒に「重要」「ただちに開封してく

ださい」と朱書してあるにもかかわらず、

「中を見ないで捨ててしまったのでもう

一度送ってくれ」というようなヤギさん

からの電話が一日中鳴りっ放しです。 

  登録の締め切りは 10 月 15 日でしたが

今からでも遅くありません。直ちに登録

用紙を日臨技事務所に返信ください。 
 

登録しないと臨床検査技師賠

償責任保険に加入できません 
 

 現在未加入の会員はもとより、既に任

意加入している会員も、今般の手続きを

怠ると来年 6 月１日からは無保険状態に

なります。 

 過去の医療事故の訴えがあった場合、

事故時に臨床検査技師賠償責任保険に加

入していても、現在未加入であれば保険

が適用されません。 

今からでも遅くありません。直ちに登

録用紙を日臨技事務所に返信ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退会者は退会届の提出を！ 
 

 今年度で退会を予定している会員は、

年度内に必ず退会届をご提出ください。

提出のない場合は、継続会員とみなし、

23 年度会費を納入していただくことにな

ります。 

 今後、督促を強化する予定であり、督

促に要した費用も併せて請求する方向で

検討していますので、ご注意ください。 

 なお、今年度までは、退会等異動届け

は所属の都道府県技師会を経由してお手

続きください。 
 

新入会希望者は、まず都道府県

技師会に所属してください 

 定款が改正され、新法人への移行が完

了するまで（来秋頃を予定）は現在の定

款が適用されます。 

 日臨技に入会を希望される方は、全国

47 都道府県技師会のいずれかに所属して

いなければなりません。 

 初年度に限り、入会金・会費はコンビ

ニでのお支払いをお願いする予定です。 

 入会申し込み用紙は、日臨技 HP から

ダウンロードしてください。 

【金子健史】 
 

年会費口座振替・臨床検査技師

賠償責任保険 ＜Q＆A＞ 
  

◇ 年会費の口座振替について 
 

Q. 継続会員で 2 月に会費引落しとなり、

その後事情により 3 月退会の場合及び新

年度がはじまり途中退会の場合はどのよ

うになりますか。 

A. 定款第 11 条の定めるところにより、

一旦納入された会費は、理由の如何を問

わず返還できませんので、1 年間会員を継

続され、その間に退会手続きをとられた

らよろしいかと存じます。 

 

Q. 「口座振替申込書」の登録用紙提出

期限は 10 月 15 日となっていますが、そ

れ以降は対応しないのでしょうか？ 

A. 可能な限りギリギリまで対応します

が、速やかにご提出ください。最終期限

を過ぎたものは、今回分は対応できませ

ん。 

 

Q. 新入会者への対応書類は現状通りで

良いのでしょうか。 

A. 一部変更になります。11 月に新たな

書式へ切り替え、HP からダウンロードで

きるようになる予定です。新しい届け出

用紙は、例年通り会誌「医学検査」1 月号

の巻末に綴り込まれます。 

 

Q. 今までは、県技師会へ会費を納入し

ていたが、今後は新たに日臨技の会費 1

万円が必要になるのか？ 

A. これまで都道府県技師会へ納めてい

ただいた会費のうち、1 万円は日臨技会費

です。 

来年度からは、日臨技会費は日臨技会

費として、会員ご本人から納めていただ

くということです。 

尚、都道府県技師会の会費を日臨技会

費に合算して振り替えるか否かは、都道

府県技師会の判断に拠ります。都道府県

技師会から依頼があれば、当会が合算し

て振り替えます。別に支払うか一緒に振

替になるかは、所属の都道府県技師会へ

お問い合わせください。 

 

Q. 振替口座は、必ず自分名義でなけれ

ばならないか？ 

A. 必ずしもその必要はございません。

口座の持ち主の了解が得られるなら、ど

なたの口座でも結構です。ご家族の口座

でも、ご自身の勤務先の法人の口座であ

っても構いません。 

 

Q. 会費の口座振替について、勤務先の

口座から、複数名分一括で引き落とすこ

とはできないか？ 

A. 複数名分まとめて引き落とすことは

できません。必ず個々人が振替口座を指

定する必要があります。 

 

Q. 勤務先の法人で、会費を納めている

ので、法人の口座を記入することになる

が、個人を特定できるのか？ 

A. 振替口座＋会員番号で振替依頼をか

けるので、特定できます。 

 

Q. 残高が足りなくて、振替できなかっ

た場合はどうなるのか？ 

重要なお知らせ！ 

年会費等口座引き落とし代行について 
 

先般、全国都道府県技師会長・代議員合同会議にてご説明させて頂きました日臨

技会費の口座引き落としに伴い、都道府県技師会費の集金代行の準備が整いました。 

希望される技師会は、＜申込書・誓約書＞を 

平成 22 年 10 月 15 日までに提出してください。 

 尚、同会議の貴重なご意見を鑑み、現在、システム構築を進めているところです。 

以下に主な概要をお示します。 
 

1． 口座引き落とし時期： 

1 回目；2 月 27 日、 

2 回目；3 月 27 日 

※ 尚、27 日が銀行休業日の場合は、その前後日となります。 

2．各技師会への振り込み時期：日臨技 ⇒ 都道府県技師会 

それぞれの引き落とし日から約 1 ヶ月後に一括振り込みます。 

入金者、もしくは未入金者の名簿を別途、通知する予定です。   
 

訂正とお詫び！ 
会報 JAMT 第 59 巻第 9 号（平成 22 年 9 月号）P.2、右段の「この保険の補償内

容」記事中、「会務中の怪我への補償」は、死亡・後遺障害保険金が 270 万円と記載

されていますが、正しくは 110 万円です。また、入院保険金日額 4,000 円は 1,500

円、通院保険金日額 3,000 円は 1,000 円のそれぞれ誤りです。お詫びして訂正いた

します。                           【高木義弘】 
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A. 3 月 27 日に再度振替手続きをとり、

それでも振替ができなかった会員にはコ

ンビニ払いの請求用紙を送付します。こ

の場合、コンビニでの払い込み用紙送料

と振替手数料は会員様の負担となります。 

 

Q. 登録用紙の点線以下の部分（口座情

報記入部分）は、自分で切り離して、金

融機関に手続きに行くのか？ 

A. 切り離さず、そのまま当会へご返送

ください。金融機関へはこちらで手続き

します。 

 

Q. 領収書は発行してもらえるのか？ 

A. 発行できます。現在、JAＭTIS 上で

発行できるように作業中です。宛名、明

細なども記入できるようにします。 

 

Q. 施設で年会費を援助していただいて

いるが、領収書の発行は可能ですか。そ

の場合は日臨技と所属技師会は別々に対

応しないとだめですよね。 

A. 領収書の発行は可能です。領収書は

日臨技と都道府県の会費を合算して発行

します。 

 

Q. 来年度入会したいが、どのような手

続きが必要か？ 

A. 来年度新入会申込用紙の様式につい

ては、現在準備中です。来年度からの新

入会の受け付け開始は、平成 23 年 1 月を

予定しています。入会時に口座登録をし

ていただきますが、入会金・初年度会費

の払い込みはコンビニになります。暫く

お待ちください。 

 

◇ 用紙の記入について 
 

Q. 現在、『臨床検査技師賠償責任保険』

に加入しているが、今回は何も提出しな

くてよいか？ 

A. 保険の振替口座を年会費の振替口座

として使う場合でも、その意志確認が必

要ですので、登録用紙は必ず提出してく

ださい。 

 

Q. 来年から、会員であれば技師賠償責

任保険は全員加入と聞いたが、何の手続

きもしない場合はどうなるのか？ 

A. 保険加入の意思確認ができませんの

で、登録用紙を提出されない会員に対す

る賠償責任保険の付与はできません。 

 

Q. 口座振替依頼書欄の捨印は、必ず押

さなくてはいけないのか？ 

A. お届け印部分が不鮮明な場合のため、

また捨印があれば、記載内容に不備があ

った場合、箇所によっては（金融機関コ

ードや支店コード）、再提出いただかなく

ても、口座振替委託会社等で修正するこ

とが可能ですので、捨印欄にも捺印をお

願いいたします。 

 

Q. 口座振替依頼書記入欄の捨印欄で、 

「※ゆうちょ銀行は除く」と書いてあるが、

ゆうちょ銀行の場合、捨印は必要ないの

か？ 

A. はい、必要ありません。お届け金融

機関がゆうちょ銀行の場合、記入捺印等

に不備があった場合は、必ず訂正印が必

要となるために、捨印が押してあること

に意味がないからです。 

 

Q. 自宅会員なのだが、施設名欄には、

どう書けばよいか？ 

A.「自宅」とお書きください。 

 

Q. 口座名義人には、自分以外の者の口

座を指定するが、その上の「お客様欄」

には誰の名を書くのか？ 

A. 会員ご本人のお名前を記入してくだ

さい。 

 

Q. この用紙の提出によって、新しい住

所変更をしたことになるか？ 

A. なります。今回提出いただいたご住

所を最新の住所として登録いたします。 

 

Q. 現在の保険の振替口座がどこになっ

ているかを知りたいのだが。 

A. 事務代行会社（株）メディクプラン

ニングオフィスにお問い合わせください。 

フリーダイヤル：0120－006808 

 

Q.「臨床検査技師賠償責任保険」と「日

臨技リンクス」の振替口座が別なのだが、

「保険の口座を年会費の振替口座にす

る」にチェックした場合、どちらの口座

が年会費の振替口座になるのか？ 

A. 原則として、「臨床検査技師賠償責任

保険」の振替口座とさせていただきます

が、日臨技リンクスの口座をご使用にな

りたい場合は、余白にその旨お書きくだ

さい。 

 

Q. 現在、リンクスを口座振替している

が、会費はコンビニ払いにしたい。チェ

ック欄がないがどうすれば？ 

A. 余白にその旨をお書きください。 

 

◇ 保険関係 
 

Q. 新しい全員加入保険のために、新た

に 1 万円を支払うのか？ 

A. そうではありません。1 万円は日臨技

の年会費です。 

 

Q. 現在、「臨床検査技師賠償責任保険」

に任意加入しているが、平成 23 年 6 月 1

日からどうなるのか？ 

A. 現在、任意でご加入いただいている

「臨床検査技師賠償責任保険」は、6 月 1

日午後 4 時を以って解約していただきま

す。引き続き、同日同時刻から当会の保

険料負担で、同じ補償が途切れなく継続

されますので、ご安心ください。平成 23

年 1 月 1 日から同 6 月 1 日までの 5 ケ月

分の保険料は、1,160 円で、これは今まで

通り、1 月 27 日に振り替えられます。詳

しくは、10 月に取扱代理店（株）メディ

クプランニングオフィスから送付される

更新案内をご覧ください。 

 

Q. 日臨技の保険料負担になってからは、

個人が加入依頼書を出さなくて良いの

か？ 

A. 日臨技が保険会社と交わす保険契約

に会員名簿を添付することによって会員

の加入が確定されるので、今後は個人が

加入依頼書を出す必要はありません。 

 

Q.「臨床検査技師賠償責任保険」以外に

も、日臨技の保険料負担で、他の保険が

つくのか？ 

A. 会務中（会に関連する行事を含む）

のケガを補償する傷害保険がつきます。 

 

Q.「日臨技リンクス」には変更があるの

か？ 

A.「日臨技リンクス」には変更ありませ

ん。これまでどおり、ご継続ください。 

 

Q. 会務中や研修、レクリエーションの

傷害保険「パートナー」は、今後どうな

るのか？ 

A.「パートナー」の A は、6 月 1 日から

導入される全員加入保険の傷害保険とほ

ぼ同じ補償内容なので、無くなります。

パートナーの B、C はこれまで通り、必

要に応じてご加入いただけます。 

 

Q. 全員加入の傷害保険がつけば、レク

リエーション保険や国内旅行傷害保険に

入る必要はないのか？ 

A. レクリエーション保険は、会員のご

家族の方も補償対象となるので、イベン

トの内容によっては、ご加入の意味があ

ります。会員だけのレクリエーションで

したら、全員加入の傷害保険で、まかな

うことができます。また、全員加入の傷

害保険には個人賠償責任保険がついてい

ませんが、国内旅行傷害保険には個人賠

償責任保険がついているので、高額の機

器等を扱う研修などでは国内旅行傷害保

険にご加入いただく意味があります。 

 

Q. 今からでも、『臨床検査技師賠償責任

保険』に加入できるか？ 

A. 加入できます。ただし、加入に当た

ってご提出いただく『臨床検査技師賠償

責任保険』の加入依頼書を今回送付した

「登録用紙」に代えることはできないの

で、「登録用紙」は必ず提出してください。 

 

※ この Q&A は、平成 22 年 9 月 3 日現

在でまとめたもので、ホームページ

でも公開しています。 
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 1P から続く･･･ 

報道によると、自由民主党と公明党による「子宮頸がん予防ワ

クチンに関するプロジェクトチーム：座長 鴨下一郎」と自民党

の「ワクチンに関するプロジェクトチーム：座長 松本純」は、

9 月 14 日に会合を開いた。 

その席上、自治医科大学さいたま医療センター今野良教授は、

全額補助と情報の提供が重要であるとの認識を示した。 

厚生労働省は、平成 23 年度予算概算要求に特別枠を設け、同

ワクチンの予防対策強化事業費として 150 億円を計上している

が、自治体が行う事業の 3 分の 1 を補助するとしている。 

ただし、その接種率を 45%と想定していることに問題がある。

これは、事業費ありきの額と思われるふしが濃厚である。 

 今回の署名活動においても、「お熱い中ご苦労様、私は、婦人

科の医師ですが、あなた方のやってい 

ることは、とても重要なことと思いま 

す。子育て支援もよいけれど、子供が 

出来なければ何にもならないものね。 

頑張りましょう。」と、理解を示す人 

達が多かった。もともと、日本のワク 

チン政策は世界各国に比べ大きな遅れ 

をとっていることは従来から言われていたことで、接種対象とな

る年齢を設定したうえで 100%の補助を実施したほうが、はるか

に国策となるはずである。 

右表に今回全国展開した署名活動の都道府県別集計結果を示

す(9 月 25 日現在)。政局の影響も重なり短期間の行動となり、各

都道府県技師会役員及び会員の皆さんにはご迷惑をおかけした

が、厚生労働大臣への要望書提出を 9 月末に想定した結果であり

ご理解をいただきたい。 

当初、15 日を署名送付の締め切りとしていたが、その後も事

務所に直接送っていただいた方も多い。それらの集計は各都道府

県提出分に加えて集計している。 

表中右欄に会員 1 人当たりの署名数を記載しているので、今後

の同様な活動に際しての参考にしていただきたい。 

ただ、コピーあるいはファックス、また、不足分を別の用紙か

ら切り貼りするなどの行為が見られたことは残念である。署名活

動とは、国民の声を国政に届ける重要なことであり、受けとる側

に誠意を示さなければ署名活動の意味がないことで、国民の切実

な声を裏切る行為となる。 

結果として、県名は伏せるが、実に 1,000 人もの国民の声を捨

てた県もあり、反省すべきである。 

我々のような小さな団体であっても、全員の思いを結集すると、

かなり大きな仕事が出来ることが示された結果であり、今後の事

業遂行にもはずみがつくことである。 

これからのシーズンは、各都道 

府県においても市民健康祭りなど 

の行事も多く、参画する技師会も 

多いと思われる。この署名活動を 

契機に、国民の健康福祉に貢献す 

る検査技師会として更なる公益事 

業の推進を期待したい。 

 乳がん撲滅啓発事業や HIV 感 

染予防啓発事業などが続くことに 

なり、次号以降の会報にて各都道府県技師会の活動を順次紹介す

る予定としている。              【髙田鉃也】 

 

世界エイズデーに向けて、その啓発記事、また、 

臨床検査普及啓発記事を 

新聞紙上、更に、関東地 

区の JR 車内にて掲載予 

定としている！ 

詳細は後日紹介する。 
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全国署名活動都道府県別集計結果 
                  9 月 30 日現在 

技師会 会員数 署名数  1 人当  

1 北海道 2,837  27,940         9.85  

2 青森県 577 3,730         6.46  

3 岩手県 534 4,030         7.55  

4 宮城県 906 6,803         7.51  

5 秋田県 603 850         1.41  

6 山形県 563 2,248         3.99  

7 福島県 990 10,100       10.20  

15 新潟県 1,219 14,129       11.59  

8 茨城県 996 4,600         4.62  

9 栃木県 803 3,290         4.10  

10 群馬県 850 9,230       10.86  

11 埼玉県 2,090 13,734         6.57  

12 千葉県 1,555 7,627         4.90  

13 東京都 3,948 14,030         3.55  

14 神奈川県 2,668 7,734         2.90  

19 山梨県 397 4,772       12.02  

20 長野県 1,146 7,480         6.53  

16 富山県 528 2,730         5.17  

17 石川県 640 7,871       12.30  

21 岐阜県 688 5,590         8.13  

22 静岡県 1,449 8,620         5.95  

23 愛知県 2,555 17,650         6.91  

24 三重県 613 2,359         3.85  

18 福井県 368 4,850       13.18  

25 滋賀県 543 2,143         3.95  

26 京都府 937 1,933         2.06  

27 大阪府 3,012 2,140         0.71  

28 兵庫県 1,946 3,930         2.02  

29 奈良県 541 3,184         5.89  

30 和歌山県 343 4,010       11.69  

31 鳥取県 300 1,791         5.97  

32 島根県 422 1,142         2.71  

33 岡山県 1,148 10,400         9.06  

34 広島県 1,470 8,111         5.52  

35 山口県 710 17,710       24.94  

36 徳島県 375 6,090       16.24  

37 香川県 548 4,320         7.88  

38 愛媛県 708 3,090         4.36  

39 高知県 566 8,720       15.41  

40 福岡県 2,594 13,061         5.04  

41 佐賀県 279 4,350       15.59  

42 長崎県 686 7,832       11.42  

43 熊本県 910 2,190         2.41  

44 大分県 640 4,630         7.23  

45 宮崎県 348 2,890         8.30  

46 鹿児島県 443 3,457         7.80  

47 沖縄県 575 3,218         5.60  

街頭署名(舞浜駅前) - 3,160  -  

執行部・事務局 - 12,611  －  

合 計 49,567 328,110 6.62 
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乳癌撲滅啓発事業を終了して 
 

今回、三重県臨床検査技師会は、日臨

技公益委託事業の一環である『乳癌撲滅

啓発』に参加いたしましたのでご報告さ

せていただきます。 
 

     
 

 2010 年 9 月 12 日（日）に三重県の松

阪市で開催された健康フェスティバル

2010（一般市民参加者 3500 名）の中で

臨床検査技師50名が背中に乳癌撲滅を記

載したピンクのＴシャツを着用し乳癌撲

滅啓発運動を行いました。 

啓発内容としては、リーフレット＜乳

がんからあなた自身を守るために＞とペ

ットボトル＜200 本＞の配布に加えて新

企画として会場内でのミニ講演＜20 分＞

を開催しました。 
 

   
 

また、エコー検査機器による画像デモ、

乳癌の細胞診像検鏡を実施するとともに、

マンモグラフィ－像、超音波像、細胞診

像の写真展示も行い説明を加えました。

さらに、看護師における自己診断法の方

法と触診の重要性を説明していただき、

また、医師相談コ－ナ－も併設したこと

で内容を充実することができました。 

今回、参加者全員が乳癌撲滅のネ－ム

入り『ピンクＴシャツ』を着用したこと

や、会場で『ミニ講演』が実現できたこ

とで一般市民の注目度および啓発効果は

非常に高かったと考えられます。 
 

 
 

今まさに乳癌撲滅啓発活動は、臨床検

査技師が社会的貢献できる事業の一つで

あることを実感しました。 

【副会長 山本幸治】 

 

 

 

 

 

 

 政府の高度情報通信ネットワーク社会

推進戦略本部(IT 戦略本部)は、「医療情報

化に関するタスクフォース」を設置した。

これは、新成長戦略に盛り込まれた“ど

こでも MY 病院”の実現に向けたもので、 

このタスクフォースは学識経験者ら 7 名

で構成され、医療情報化策についての調

査・検討を行うとされる。その内容は、 

・“どこでも MY 病院”構想の実現 

・シームレスな地域連携医療の実現 

・レセプト情報の活用による医療効率化 

・医薬品等の安全対策の推進 

の 4 項目とされる。 

 このうち、“どこでも MY 病院”構想の

具体的検討課題としては、 

① 医療・健康情報の帰属と取り扱い 

② 自己医療・健康情報活用サービスの

運営主体 

③ 医療・健康情報の電子化方策 

④ 医療機関から個人への電子情報の提

供形態 

⑤ 情報に応じた適切なセキュリティー

レベル 

が考えられている。 

 平成 22 年 6 月 22 日、高度情報通信ネ

ットワーク社会推進戦略本部が発表した

「新たな情報通信技術行程表」によると、

その＜2．構造＞に、各府省の具体的取組

を年度展開として示し、連携の在り方を

記載している。更に、短期(2010 年、2011

年)、中期(2012 年、2013 年)、長期(2014

年以降)ごとに求められる各府省の具体的

取組が示されている。 

 その具体的取組一覧によると、＜2．地

域の絆の再生－(1)医療分野の取組－ⅰ)

「どこでも MY 病院」構想の実現＞には、

厚生労働省の取扱として、短期(2010 年、

2011 年)目標、2012 年度目途として「健

康情報、検査データの標準フォーマット

整備」がうたわれている。これは、経産

省との連携によるとされる。 

 更に、中期(2012 年、2013 年)目標には、

策定した医療・健康情報の標準フォーマ

ット・提出方法を通知するとしている。 

 この構想は、今年度執行部が中長期事

業として提案している「いつでもどこで

も臨床検査」「臨床検査生涯手帳」構想に

合致したものといえる。 

そのモデル事業として、「街角ラボ in

高松(香川県技師会)」を、第 6 回理事会に

おいて承認し、その具体的活動に入ると

ころである。 

また、数年来取り組んできた全国展開

による一連の臨床検査精度保障事業(デー

タ標準化事業、施設認証事業等)が国民に

示す絶好の機会と考えている。 

現在、厚生労働省への働きかけを行っ

ており、データ標準化事業、施設認証事

業、精度管理調査事業への積極的な参加

をお願いしたい。 

 

 

 

 

◆子宮頸がん予防ワクチン全額公費を求

める署名活動(1P・4P)が終了し、厚生労

働大臣への提出に向け準備中である。 

◆ホームページのリニューアルは完成度

が高まっている。今後は、各種申し込み

等については、ホームページや総合会員

管理システム(JAMTIS)を使用すること

で、更なる IT 化を目指す。国民向けペー

ジと会員向けページの区分を明確にし、

会員へのサービス提供を充実する。 

◆倫理委員会発足 

 会報前号で示した「倫理委員会」が設

置された。初会合に向けて調整中であり、

その構成は以下のとおりである。 

・佐野道孝＜理事・渉外法制部＞ 

・町田幸雄＜理事・教育研修事業部＞ 

・藤谷登＜外部・(教育・法医)－千葉科学

大学大学院教授＞ 

・田中康弘＜外部・(臨床)－田中ウィメン

ズクリニック院長＞ 

・中森泉＜外部・(法曹)－神谷町青山法律

事務所弁護士＞ 

◆10 月の予定(スケジュール) 

・10/02(土)：第 7 回理事会 

・10/02(土)：各部会議、技師制度対策委

員会、精度管理血液 WG 

・10/03(日)：理事研修会 

・10/04(土)：第 1 回チーム医療推進方策

検討 WG＜厚労省＞ 

・10/07(木)：精度管理調査・臨床化学

WG 

・10/08(金)：東北地区連絡協議会 

・10/09(土)～10(日)：東北地区学会 

・10/15(金)：北海道地区連絡協議会 

・10/16(土)～17 日(日)：北海地区学会 

・10/16(土)：平成 22 年度・23 年度精度

管理調査 WG 代表者会議 

・10/20(水)：中間監査(会計) 

・10/22(金)：中間監査(業務) 

・10/23(土)・24(日)：尿沈渣検査法 2010

検討会議 

・10/23(土)：認定染色体試験 WG 

・10/24(日)：認定心電資格更新委員会、

研修会あり方委員会 

・10/24(日) 認定心電検査技師認定試験 

・10/31(日) 認定一般検査技師認定試験 

 

 

 
 

※ 開催順・いずれも土・日開催 

・九州地区 9 月 11～12 日 

「磨・しらしんけん検査道」 

・中部地区 9 月 18～19 日 

「けんさびと、創世へのアプローチ」 

 ⇒ 次ページへ続く 

都道府県技師会 公益事業 
この事業は、国民を対象とした公衆

衛生思想並びに臨床検査の普及啓発

活動です。各県の報告にもとづき、順

次紹介します。 
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政府・IT 戦略本部 

どこでも MY 病院 
 

 
 

 

 

執行部  各部の動き 
 

 
 

 

 

地区学会開催予定 
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 9 月 20 日の敬老の日を迎え、この日で

満 80 歳を迎えられた会員の皆様に、当会

を代表して執行部一同より、ささやかな

お品をお贈りしました。 

 皆様からは、お礼のお便りや激励のお

言葉をたくさんいただきました。この場

をかりてお礼申し上げます。 

 社団法人日本臨床衛生検査技師会創立

以来、60 年の長きにわたり会員として在

籍され、この日、満 80 歳を迎えられた皆

様は全国で 39 名おられます。 

・北海道 地区   2 名 

・東 北 地区   1 名 

・関東甲信 地区 12 名 

・中 部 地区   4 名 

・近 畿 地区   8 名 

・中 国 地区   2 名 

・四 国 地区   2 名 

・九 州 地区   8 名 

 臨床検査技師としての大先輩であるこ

とは勿論でありますが、職能団体の会員

としての範であります。 

今後とも、ご自愛されるとともに、更

なるご指導ご鞭撻を賜れんことを、心か

らお願い申し上げます。 

************************************ 

  ⇒ 前ページより  

※ 地区学会続き 

・東北地区 10 月 9～10 日 

「変革と継続～今、なすべきことは」 

・北海道地区 10 月 16～17 日 

 「MU：Medi - Unlimited」 

・中国・四国地区 11 月 6～7 日 

「プロフェッショナル・臨床検査技師

が輝く時」 

・関東甲信地区 11 月 27～28 日 

「医心伝心」 

・近畿地区 12 月 11～12 日 

「まほろばにて温故知新・明日につな

げる臨床検査」 

 

 

 

 

 

 
 

 平成 22 年 9 月 17 日付けで、厚生労働

省医政局長より「診療情報の提供などに

関する指針」の一部改正が発出されてお

ります。 

 改正点は、＜７ 診療記録の開示 (3)

診療記録の開示に関する手続き＞で、①

「････患者等の自由な申立てを阻害しな

いため、申立ての理由の記載を要求する

ことは不適切である。」を、「････患者等

の自由な申立てを阻害しないため、開示

等の求めに関わる申立て書面に理由欄を 

設けることなどにより申立 

ての理由の記載を要求する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会のお知らせ！   「医学検査」Vol.59 No.9 に掲載 

第 1 回 臨床検査技師臨地実習指導者研修会 
 

臨地実習指導者が技術者として適切な指導を行うための知識・能力の習得及び分

科会における討議を基にした実習指導ガイドラインの作成を目標とします。 
 

 開催日程：平成 22 年 12 月 4 日(土)～5 日(日) 

会  場：セミナーハウスクロスウェーブ府中 

〒 183-0044  東京都府中市日鋼町 1-14   Tel 042-340-4800 

 受 講 料：20,000 円(参加費 10,000 円・宿泊費 10,000 円) 

募集人員：200 名 

内  容： 

1．「日臨技の教育プログラムの概要」 

            日本臨床衛生検査技師会教育研修部 米坂  知昭 

2． 「学生との関わり方－全入時代の学生教育を考える」 

               日本臨床検査学教育協議会 三村 邦裕 

     3．「日本技術者教育認定機構(JABEE)による教育認定」 

               日本技術者教育認定機構 青島 泰之 

4．「実習時における医療事故例と指導者の責任」 

                     東京大学医学部附属病院検査部 横田 浩充 

5． 「教育効果のある臨地(臨床)実習計画の立て方」 

                          山陽女子短期大学 谷口  薫 

      6．分科会 
 

 ※ 詳細は、「医学検査」をご覧の上、お申し込みください。 

 ※ 申し込み締め切りは、10 月 25 日(月)となっております。定員になり次第締め

切らせていただきます。申し込みは、お早めにお願いします。 

研修会のお知らせ！   「医学検査」Vol.59 No.10 に掲載 

平成 22度 医療安全研修会 
 

医療安全に対する意識の向上と臨床検査技師としての職責の認識を図ることを 

目標とします。 

 

 開催日程：平成 23 年 1 月 23 日(日) 

会  場：学術総合センター 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2 丁目 1 番 1 号 Tel 03-4212-6321 

 受  講  料：10,000 円 

募集人員：200 名 

内  容： 

      1．医療安全対策の取り組み状況について 

                    厚生労働省 ＜講師：未定＞ 

      2．医療事故情報収集等事業について－臨床検査に関連した医療事故 

を中心に－ 

(財)日本医療機能評価機構 医療事故防止センター 坂井 浩美 

3．医療安全全国共同行動・支援チームへの参加報告 

金沢医科大学病院 山崎美智子 

      4．JCCLS 標準採血法について 

杏林大学医学部臨床検査医学講座 

(日本臨床検査標準協議会委員) 大西 宏明 

5．標準採血法実施施設からの報告 

東京都立大塚病院 千葉 正志 

      6．臨床検査技師による医療安全管理者の報告 

安曇野赤十字病院 村山 範行 

  

※ 詳細は、「医学検査」をご覧の上、お申し込みください。 

 ※ 申し込み締め切りは、12 月 17 日(金)となっております。定員になり 

次第締め切らせていただきます。申し込みは、お早めにお願いします。 

 

祝！ 敬老の日 
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厚生労働省 通知 

診療情報の提供等に関する

指針の一部改正 
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こと、申立ての理由を尋ねることは不適

切である。」と改正。 

 また、＜同(4) 診療録の開示に要する

費用＞で、「医療機関の管理者は、申立人

から、診療録の開示に要する費用を徴収

することができる。」を「医療機関の管

理者は、申立人から、診療録の開示に要

する費用を徴収することができる。その

費用は、実費を勘案して.合理的であると

認められる範囲内の額としなければなら

ない」に改正している。 

 

 

 

 

 

新潟医療福祉大学は、卒業時に臨床検

査技師と臨床工学技士の国家試験受験資

格の同時取得可能をうたい文句に、平成

23 年 4 月に医療技術学部内へ「臨床技術

学科」を新設することを発表した。 

 これを受け、日本臨床検査学教育協議

会(三村邦裕理事長)の動きが活発化して

いる。文部科学省はカリキュラムの面で

はクリア出来るとしているが、厚生労働

省は国家試験受験については疑問視して

いるという。 

今後、当会としては話し合いに応じる

考えではあるが、臨床工学技士誕生時に

遡り、また、指定校についての基本的な

議論も必要と考えられる。 

 

 

 

 

 今まで認められていない“吸たん”行

為を介護職員も実施可能とする法整備を、

菅首相が厚生労働省へ指示した模様。 

介護の現場での人材不足を補うものと

しているが、介護を重視する姿勢を見せ

るという思惑もありそうだ。これと同時

に、介護関連の人材確保に向けた職員の

待遇改善や、医療行為に必要な研修事業

の実施などの取り組みも指示している。 

 一方、省内事業仕分けによると、日本

介護福祉士養成施設協会が国の補助によ

り行っている介護職員講習会事業につい

て、同協会の改正案に不十分と判定した。  

この介護に関する医療行為に関して、

医師会は数年前には在宅介護に関して家

族の血圧等の行為を医行為から除外する

こととしたが、今回はどう対応するのか

注目される。尚、検査技師の血圧測定は、

この時点でも認められなかった。 

 

 

 

 

文部科学省の鈴木副大臣は、講演で「今

から医師を養成しても 10 年が必要。」と

し、医師養成校増加と医師以外の医療従

事者に業務を分担する施策の両者の同時

進行が必要と述べている。 

 

 

 

 

 現在、日本に限らず医師の負担増によ

る医師不足が深刻化している。その解消

には医学部の定員枠を増やすことで増員

を図る政策が進行してきた。しかし、そ

れによる学生増加は医療現場の医師に大

きな負担がかかっている。 

 日本では、医療現場の医師が“指導医”

として研修医の指導に携わってきた。現

在でもその傾向は強く、指導医の深刻な

状況＜現場と指導＞に関わりなく、医師

の教育は医師でなければ出来ないのか？

という疑問点が浮かび上がる。 

 医師に限らず、医療職種(医療技術者)

の教育とは、その専門領域に特化した知

識や技術を伝えるもので、それ以外は必

要のないものとされてきた。理論より経

験が重視される世界なのである。 

そのため、業務の責任としての「学習」

は経験的に身につけるもの、あるいは一

定期間の研修により獲得が可能と思われ

がちで「生涯学習」という教育の基本概

念からほど遠いものとなっていた。 

しかし、近年になり「教育」そのもの

が見直され、教育学領域の習得も必要と

され、医療専門以外の指導者の意義が強

くなっている。 

 欧米諸国にあっては、医師免許を有し

ない非医療系の教育学専門家が医療教育

の現場で活躍している。医療系と非医療

系の教育指導者による教育は、いわゆる

文系コースにもおよんでいる。 

これが、「医は仁術であり」が示すとお

り、技術や知識では患者は救えず、「仁」

すなわち、いつくしみや思いやり、更に

は万人の平等を実現するという相互的な

倫理観の獲得を必要とするためである。 

 しかし、このような形態を日本の医師

は容認出来るであろうか。前述のように

「医師でなくても出来る仕事」という固

定概念ではなく、「医師でなければ出来な

い仕事」と考えるべきであろう。 

 医師でなければ出来ない仕事･･･すなわ

ち医行為としての診療・診断行為である。 

 

 

 

 古くから、人間として自己を確立する

ため生涯にわたって学習するという概念

が存在し、よく耳にするのは論語の世界

である。日本においても奈良・平安・室

町・江戸と同様のことが説かれていた。 

このように、古くは社会として教育シ

ステムを構築するのではなく、人それぞ

れが自己修練として学習するものであり、

それを支えるべく社会の仕組みを考えて

きた。しかし、日本の教育概念は近代に

なり変化し、教育政策として定着するの

は今から僅か数十年前にすぎない。臨時

教育審議会が答申(1980~1990)を出した

後、「生涯学習」という用語を用いること

になった。生涯教育という言葉が管理的

と受け取られるとの配慮(疑問ではある

が)から行政上敬遠されたことであろう。 

整理すると、 

◇ 生涯学習とは「自己の確立を目指し

自己の意思により必要に応じた方法を用

いて行う生涯を通じての学習」であり、 

◇ 生涯教育とは「各人の生涯学習のた

めに社会の教育的機能を活用し、両者の

関連性を考慮したシステムの総合的整

備」ということになる。 

 

 

 

 上述の生涯学習は、自己の充実や安定

した生活を営むための自己の確立である

が、そのための「仕事」に従事する社会

的責任はどうであろうか？そこに、大義

や正義は存在するのであろうか？ 

前項で述べた、『業務の責任としての

「学習」は経験的に身につけるもの、あ

るいは一定期間の研修により獲得が可能

と思われがちで「生涯学習」という教育

の基本概念からほど遠いもの･･･』を思い

出していただきたい。 

 この責任という 2 文字を加味すると、

学習本来の意味である経験から生まれる

行動に対し、社会の教育価値観から生ま

れる指導されるべき学習行動であり、倫

理による自己を律する自己教育も「生涯

教育」ということになる。 

 

 

 

 人々があらゆるものを共有し、共同行

動を行い国家が形成される社会において

は、自己の充実や安定した生活を営むた

めの自己の確立を目指す学習そのものが

国家のための学習として帰属されるべき

であり、その認識を共有するべきである。 

そのため、自己の「仕事」を通じて負

うべき社会的責任は、自己が認識する責

任よりはるかに大きいものである。 

 では、生涯学習の実践を如何にするべ

きか。Watkins らは「学習する組織」と

して位置づけている。学習する組織とは、

学習機能を中心とし共有するシステムが

確立した組織体であり、生涯を通じての

学習は、自己のみならず、組織、更に社

会レベルで作られるべきものである。同

じ仕事を行う個人の集合体である「組織」

だけではなし得ないことは当然であるが、

そこには、“義務”と“責任”が存在する

ことはいうまでもない。 

さて、医学(医療)教育は、医学関係者だ

けで行うべきものか？ 

この概念から見た場合、現在の日本に

おける医療教育はかなり遅れた「自己中

心的」なシステムといえる。 

【米坂知昭】 

 この項、次号へ続く･･･ 

 

新潟医療福祉大学  

臨床検査技師・臨床工学技士 
国家試験受験資格同時取得で新設 

 
 

 

医学(医療)教育は、医学関係

者だけで行うべきものか！ 
 

 
 

 

法整備を指示 

介護職員の医療行為 
 

 

 

文部科学省 

医師の養成は 10 年必要 
 

 

 

生涯教育と生涯学習 
 

 
 

 

学習の社会的責任は 
 

 
 

 

学習する組織 
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◇ 認定一般検査技師認定資格更新 

指定講習会 

1 鳥取県臨床検査技師会 

 平成 22 年 10 月 17 日(日)  

 鳥取大学医学部附属病院 

2 熊本県臨床検査技師会 

平成 22 年 10 月 24 日(日) 

熊本保健科学大学 

3 石川県臨床衛生検査技師会 

平成 22 年 11 月 14 日(日)  

 金沢医科大学病院 C41 講義室 

4 長崎県臨床検査技師会 

 平成 22 年 12 月 5 日(日) 

 長崎大学医学部ボンペ会館第 2 実習室 

◇ 認定心電検査技師認定資格更新 

指定講習会 
1 愛知県臨床検査技師会 

 平成 22 年 10 月 16 日(土)  

 名古屋市立大学 

2 新潟県臨床検査技師会 

平成 22 年 11 月 13 日(土)  

新発田生涯学習センター 大講堂  

3 第47回関東甲信地区医学検査学会 

平成22年11月27日(土) 

 大宮ソニックシティ 市民ホール 

◇ 認定臨床染色体遺伝子検査師 

認定試験日程決まる 

認定臨床染色体遺伝子検査師の試験は

平成 22 年 12 月 5 日に日臨技会館を会場

に実施することが決まりました。 

昨年度から遺伝子分野と染色体分野の

二領域に分かれた試験となっています。 

多くの皆様のチャレンジをお待ちして

おります。 

受験申請書の受付期間は 10 月 18 日か

ら 11 月 5 日までとなっております。 

詳細については当会ホームページの

「日臨技認定センター資格情報」をご覧

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日臨技認定センター 
詳細はホームページをご覧下さい。 

 
 

 

編集室 

◆ 会員から「禁酒禁煙にまつわるお便り」がとどきました。 

＃ 昨日、血管ルート確保困難な患者がおり採血という名目で呼ばれた。患者に針を刺して前屈みになった時、突然、胸部に激痛が

走り、思わず「痛ッ！」と声が出てしまいました。腕を出していた患者が「いえ、痛くありません！」 と怪訝な顔。 

＃ 違うよ！違うって！俺だ！大至急だぁ！俺の検査してくれぇ～！ 

  ◇  胸部 X 線＆CT ⇒ 左右肺上部白色  ◇ CRP ⇒ 2.9 ◇ 血液一般 ⇒ WBC 9,800 ◇ 熱 ⇒ 無し？  

＃ 肺炎から胸膜炎を起こしていた！ 「えっ！俺帰るよ」と言った。その時、院長は･･･ 

院長：「お前は、放し飼いにすると何するかわからん！」 

小生：「入院はいやだ！」 

院長：「勿論だ！ベッドが勿体ない。これから病院機能評価の更新もあるだろ！」 

小生：「ひでぇなぁ、病人をこき使うつもりか？」 

院長：「君は、病人と言う自覚がない！ 君の管理は病院の外来で行う！」 

＃ そこで、禁酒禁煙！(出来るわけねぇだろう！)、毎朝外来で抗生物質点滴と血液検査！(針が本当に嫌いだ！先端恐怖症)、 

 今朝出勤して 2 回目の点滴。毎朝体温測定（美形で、癒し系の看護師･･･これだけは良い！独占したい！) 

＃ その夜、夕刻から誕生会･･･参加者は、院長・診療部長・看護師・事務・医療職・幹事は、勿論･･･俺様！ 

＃ 俺、この病院に居て良いのかなあ？ 

◆ 皆さん、これって･･･誰が悪い？ 誰も悪く無いよ･･･この世が悪いのさ？ 

◆ そういえば、煙草が値上げされます！  ＜この記事は 9 月 30 日現在でのものです＞       【髙田鉃也】 
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重要なお知らせ！ 

第 60回日本医学検査学会参加費について 
 

参加費 10,000円に･･･ 
 

第 60 回日本医学検査学会は、平成 23 年 6 月 4 日・5 日の両日、東京フォーラム

を会場として開催されます。 

この学会は、「学会あり方委員会」の提言に基づき長野県技師会が担当します。 

現在、開催に向け、準備を進めておりますが、当初、大都市圏での会場候補とし

て「東京フォーラム、パシフィコ横浜、幕張メッセ、東京ビッグサイト、埼玉スー

パーアリーナ」を掲げておりました。 

しかし、東京ビッグサイト、埼玉スーパーアリーナは、当会が主催するような学

会についてはお断りする旨が伝えられました。 

そのため、開催 3 年前から会場確保に最善を尽くした結果、「東京フォーラム」に

決定せざるを得ない状況となりました。 

ただし、この「東京フォーラム」は、立地条件等の面から今までの会場等に比し

約 1,200 万円増の会場費が必要となります。 
 

そのため、会計上これを相殺するための処置として、長野県技師会とも協議を重

ね、「第 60 回医学検査学会に限り」参加費を現在の 7,000 円から 10,000 円へ変更す

る案がまとまり、9 月 4 日開催の第 6 回理事会において審議のうえ決定させていた

だきました。 

会員ならびに賛助会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  

【長迫哲朗】 

 

お知らせ！ 

結核研究奨励賞候補者推薦依頼について 
 

平成 22 年 9 月 27 日付けで、公益財団法人結核予防会より、今年度の結核研究奨

励賞候補者推薦依頼を受領しました。 

この賞は結核に関する調査研究で優れた内容を持ち、原則、過去 3 年以内に、学

会、研究会、雑誌などに発表されたもの。あるいは、1 主題について何年かに分けて

発表されたものをまとめたものに与えられるものです。 

 該当する職種としては、臨床(衛生)検査技師をはじめ、診療放射線(エックス線)技

師、保健師、看護師および医師を除く医療技術者となっております。 

 推薦母体は、日本臨床衛生検査技師会、日本放射線技師会、日本看護協会、結核

予防会都道府県支部となっており、当会からは毎年受賞者を出しております。 

 会員の皆様の結核に対する日常の研究成果を示す絶好の機会です。 

 ふるって応募して下さい。 

 応募要領の詳細・応募用紙は、「医学検査」11 月号に掲載しますので、応募される

方はご準備をお願いします。                 【山本初津絵】 
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