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「子宮頸がん予防ワクチン接種 

全額公費助成に関する要望書」 
 

22日臨技発第193号 

平成 22年 10月 27日 

厚生労働省大臣 
細 川 律 夫 殿 

 

社団法人日本臨床衛生検査技師会 
会 長    髙 田 鉃 也 

「子宮頸がん予防ワクチン接種全額公費助成に関する要望」 
 

子宮頸がんを予防できるとされているワクチン接種は、子宮頸

がんの約 70%を予防できるとされており、11 歳～14 歳の女児に

接種することが最も効果的といわれています。 

しかし、このワクチンは、3 回の接種(初回、1 か月後、6 か月

後)が必要で、接種に要する費用が約 5 万円とも言われ、高価な

ために一般への普及が困難な状況です。 

このため、私ども社団法人日本臨床衛生検査技師会では、各都

道府県技師会の協力のもと、全額公費負担による子宮頸がん予防

ワクチンの接種の実現に向けて署名活動を行ったところ、33 万

余名の賛同をいただきました。 
つきましては、貴職におかれては、これら趣旨にご賛同のうえ、

要望の実現に向けご尽力いただきたく、お願い申しあげます。 
 

********************************************************* 
 健康局長へ要望書・署名を提出 
 

外山千也健康局長(左)      赤石清美参議院議員(右) 

   
       髙田会長・才藤副会長・金子専務理事  

【解説】 
子宮頸がんは、女性なら誰でもかかる可能性がある上、予防で

きるがんです。その発症は年間約 15,000 人、死亡は年間約 3,500
人と推測されています。また、20～30 歳代女性に発生する悪性

腫瘍の中では第１位で、近年若年女性における子宮頸がん発症の

増加は社会問題となっています。 
 がんになる前の状態で発見するためにも、定期的な検診が必要

です。検診では、細胞の異変を見つける細胞診と、HPV 感染の

有無を調べる HPV 検査を併用することが有効です。 
子宮頸がんは、原因がヒトパピローマウイルス（HPV）感染

であることが解明されました。この HPV への感染を防ぐことに

よって子宮頸がんを予防する画期的なワクチンが、HPV ワクチ

ンです。日本では2009年12月より接種が可能になりましたが、

海外では HPV に未感染で免疫力が獲得しやすいと考えられてい

る 11～14 歳の女子に対して優先的にワクチン接種が推奨されて

います。すでに、先進国の約 30 カ国で全額または一部助成をし

ています。このワクチンは、子宮頸がんを引き起こすとされる

遺伝子型「16」「18」の感染予防を目的としています。 
現在のところワクチン接種後 7 年の観察データしかなく、今

後の推移を見ることになりますが、抗体価の推移から有効性は

現在のところ 15～20 年と考えられています。遺伝子型「16」「18」
以外の遺伝子型に対しては、このワクチンの予防効果は明らか

ではありませんので、ワクチンを接種していても定期的な検診

が必要です。 
ワクチンで予防できるのは子宮頸がんの約 70％で、全てを予

防できるわけではありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 

日本臨床衛生検査技師会が都道府県技師会を中心に全国展開した“HPV ワクチン無償化”を求める署名活動により 

ワクチン無償化を求める国民の声は、333,610 人に達した。 

 同署名は、第 176 回臨時国会予算審議に先立ち、10 月 27 日(水)、赤石清美参議院議員 

(日臨技理事)の紹介により細川律夫厚生労働大臣へ「子宮頸がん予防ワクチン接種全額公 

費助成に関する要望書」とともに提出した。この日は、国会審議のため、外山千也厚生労 

働省健康局長への提出となったが、この 33 万余の国民の声をしっかり受け止め検討する 

ことを約束していただいた。この署名活動は、全国の検査技師の力を示す結果となったこ 

とを、都道府県技師会役員をはじめ会員の皆様に感謝申しあげる。 

  

 

 

◆ 今月号の主要記事 ◆ 
1P HPV ワクチン無償化を求める国民署名－① 
2P 同－②・全国署名活動都道府県集計結果＜最終＞ 
3P 同－③・重要なお知らせ＜会費納入方法変更＞ 
4P 都道府県公益事業報告－① 
5P 同－②・ 
6P 各部の動き－①・会員からの質問 
7P 同－②・理事会予定稿 
8P ブラックジャック・第 1 回チーム医療 WG 報告－① 
9P 同－②・医療事故 

10P   特別寄稿－①・“街角ラボ in 香川” 
11P 同－② 
12P 研修会お知らせ・編集後記 P 01 
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そして HPV 感染経験のない 11～14 歳の女児に接種することが

最も効率的といわれていますが、45 歳までの成人女性にも有効

です。ワクチン接種は、初回接種後、更に、1 ヶ月後、6 ヶ月後

の計 3 回接種が必要とされますが、要する費用が約 5 万円とも

言われ、高価なため一般への普及が困難な状況です。 
（社）日本臨床衛生検査技師会では、臨床検査技師の職能団体と

して、全額公費負担による子宮頸がん予防ワクチンの接種を要望

いたします。このワクチン接種による母体の保護は少子化問題解

決にも繋がり、何より国民の健康の保持増進・医療費削減にも繋

がると考えられます。    ＜日臨技啓発リーフレットより＞ 
******************************************************** 
厚生労働省の調査によると、HPV ワクチンについては、114

自治体(6.5％)が公費助成を行い、そのうち 78 自治体(68.4％)が
12,000 円以上の助成を行っていることが明らかになっている。 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

従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。  
＜公明党ホームページより＞ 
******************************************************** 
厚生労働省厚生科学審議会・感染症文化会予防接種部会「ワク

チン評価に関する小委員会」(委員長：国立感染症研究所感染症

情報センター長岡部信彦)は、作業チームからの報告(10 月 18 日)
を取りまとめ 11 月に開かれる予防接種部会へ報告するとしてい

る。感染症・疫学・臨床・経済等の専門家による作業チームは、 
Hib、肺炎球菌、HPV、おたふくかぜ、B 型肝炎、百日咳、ポリ 
オのワクチンの、予防接種の効果、目的、安全性などについて分 
析している。 
また、東京都で開催された日本感染症学会の東日本地方会学術

集会のワークショップ(21 日)の、「新しく導入されたワクチンの

アップデート」で発表した、川名敬(東京大学医学部産科婦人科)  
氏によると、日本での HPV 感染と子宮頸がん罹患率について、

HPV 陽性の 20～25 歳女性で 100 人中 20 人が、35 歳では 10 万 
人で 20 人が罹患するとしている。また、HPV は性行為感染であ

り、性行為未経験者へのワクチン接種は予防効果が確実に期待で

きるとしている。               【髙田鉃也】 
******************************************************** 
＝外山千也医政局長と懇談＝ 
 

外山千也健康局長は、当会からの要望書を受け、2010 年度補

正予算で、子宮頸がん予防＜HPV＞ワクチン、Hib＜インフルエ

ンザ菌 b 型＞ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン－の 3 種類のワ

クチン事業に約 1085 億円計上することが、10 月 26 日閣議決定

したことを明らかにしたうえで、約 30 分にわたり、当会との懇

談に応じた。 

 それによると、この事業の対象者としては、 
・HPV ワクチン：13～16 歳相当の女子＜3 回接種＞、※標準的

な接種パターンとしては、中学 1 年生(13 歳相当)の女子に 3 回

接種 
・Hib ワクチン：0～4 歳の乳幼児(0 歳時：3 回、1 歳時：1 回、

2～4 歳：1 回)、※標準的な接種パターンとしては、0 歳時：3
回、1 歳時：1 回追加 

・小児用肺炎球菌：0～4 歳の乳幼児(0 歳時：3 回、1 歳時で初回

接種の場合：2 回、1 歳時追加接種の場合：1 回、2～4 歳：1
回)、※標準的な接種パターンとしては、0 歳時：3 回、1 歳時：

1 回追加－としている。 
次ページへ続く･･･ 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

全国署名活動都道府県別集計結果 
                      最終 

技師会 会員数 署名数 会員 1 人当  

1 北海道 2,837  28,502       10.05 

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 10,396        10.50 

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 17,314         4.39  

14 神奈川県 2,668 7,924         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 2,065         2.06  

27 大阪府 3,012 2,140         0.71  

28 兵庫県 1,946 4,010         2.02  

29 奈良県 541 3,641         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 - 13,110  －  

合 計 49,567 333,610 6.73 
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重要なお知らせ！ 

年会費納入方法変更に伴うお知らせ 
 

平成 21 年度第２回定期総会で議決されたにもかかわらず、手がつけられなかった会費

納入方法変更の執行について、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が、都道府県技師会のホームページを閲覧したところ、多くの技師

会において正確な通知がなされていましたが、不正確な記述の技師会も散見されました。 

また、多くの技師会から寄せられた要望に応えるべく、一部内容を変更しましたので、

再度、周知を図ることとしました。 
 

平成 23年度は都道府県技師会所属が必須 
 都道府県技師会によっては、平成 23年度から日臨技単独の加入が可能であるかのごと

き案内がされていますが、新法人に移行するまでは現行定款によっていずれかの都道府

県技師会に所属していないと日臨技会員にはなれません。 

 なお、現行定款下でも、都道府県技師会に特別の規定がない限り、都道府県技師会単

独の加入は可能です。 
  

新定款が発効するまでは退会手続きも都道府県技師会で 

 新定款が発効するまでは、従来通り都道府県技師会で退会手続きをしてください。 
 

平成 23年度新入会申し込みは日臨技へ 
 新規に入会を希望される方は、当会ホームページから所定の申込書をダウンロードし

て、必要事項を記入の上お申し込みください。12月初旬頃から申し込み可能になる予定

です。その際、所属技師会を明記する必要があります。入会金＋年会費（日臨技・都道

府県技師会）の払い込みは、初年度のみコンビニ払いとなる予定です。 

 なお、年会費一括徴収を選択しない技師会に所属される方は、日臨技の入会金＋年会

費の払い込みとなります。 

 年会費一括徴収であるか否かにかかわらず、所属技師会にも入会通知をいたします。 
 

都道府県技師会費同時引き去りについて 
都道府県技師会からの申し出により、日臨技会費と都道府県技師会費を同時に口座引

き落としいたします。会員の皆様が所属されている都道府県技師会が一括引き落としか

単独徴収かは、12 月初旬に当会ホームページに公開するとともに、会報 JAMT12 月号

でご案内いたします。 

一括徴収を希望される技師会には、11 月初旬に申込書をメールで配信いたしますの

で、平成 22 年 11 月 30 日までにご提出ください。 

 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。 
 

コンビニ払いでも一括徴収可能に変更 
当初、年会費コンビニ振り込みの場合は日臨技会費のみ扱うことにしていましたが、

都道府県技師会の事務処理が煩雑になりますので、口座引き落とし同様に、コンビニ振

り込みの場合も日臨技会費と都道府県技師会費の一括徴収を取り扱うことといたしまし

た。 
 

新法人移行に向けて会員管理システムを更新 
 都道府県技師会会員管理のために現行 JAMTISのサーバを更新するとともに、新たに新

JAMTIS を構築し、学会・研修会事前参加登録、会員価格による書籍購入、Web 上での研

修・認定試験等、日臨技会員の会員価値・利便性を高め、会員個人情報保護の強化を図

ります。 
 

訂正とお詫び！ 
会報 JAMT 第 59 巻第 10 号（平成 22 年 10 月号）P.２、囲み記事中、「申込書・誓約

書を平成 22 年 10 月 15 日までに･･････ とあるのは誤りでした。お詫びして、上記記

事内容に訂正いたします。 

                           【金子健史】 

NEW 

 

 

 

 予算措置としては、「子宮頸がん等ワク

チン接種緊急促進臨時特例交付金 (仮

称)」を設置する。これらワクチンの予防

接種法上の定期接種化に向けた検討を行

うが、これを踏まえ、対象とする年齢層

に、緊急にひととおりの接種を提供し、

これらの予防接種を促進するための基金

を都道府県に設置し、補正予算において

必要な経費を措置する。 

 基金は、都道府県に設置し、市町村の

事業に対し助成することとする。負担の

割合は、国 1／2、市町村 1／2 とする。

これにより、公費カバー率としては 9 割

になるという。期間は、平成 23 年度末ま

で＜平成 22 年度～23 年度(2 カ年)＞と

し、被害救済に万全を期するため、助成

対象事業には民間保険への加入等を用件

にする。所要額は、約 1,085 億円(国費)

が必要―としている。 

 この懇談の中で、髙田会長は、 

「我々検査技師は臨床検査データを国民

へ提供している。この中でも、輸血検査、

細胞検査、感染症検査は我々が大いに力

を発揮できる、いわば『特定検査』とも

いうべきものである。HPV は性交渉にお

ける感染症であることが分かったこと

は、予防が可能ということである。感染

症は初期にたたくことが重要であり、こ

れは、将来、国の存亡にも関わる大きな

事業であり、今回我々が取り上げた理由

である。そのため、全額公費助成をお願

いするとともに定期接種、すなわち、ワ

クチン行政に組み込んでいただきたい。

日本で開発した優れたワクチンが、他国

でシステムに入り、わが国では置き去り

にされているのは納得できない。」と発言

し、重ねて要望した。 

           【才藤純一】 

 

         子宮頸がん等ワクチン 

接種緊急促進臨時特例 

交付金 

 

     基金へ出資 

 

         

基金 

 

 

     基金より助成 

 

        ワクチン接種事業 

 

 

     接種の委託 

 

 

    

 

  接種 
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ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙで啓発 ! 
日本においてピンクリボン運動はよう

やく一般的に認識されはじめました。今

年度も日臨技の国民健康増進委託事業の

一環として、各都道府県に協力依頼があ

り、岐臨技として昨年に引き続き今年も

そのキャンペーン活動に参加することに

なりました。 

   
猛暑日が続く中、9 月 12 日(日)、会員

23 名で活動しました。 

場所は巨大駐車場を擁し、JR 大垣駅と

通路で直結し、多くの市民が出入りする

ショッピングモールで行いました。 

女性客をターゲットに幅広い年齢層に

対し、乳がんに関するリーフレットとキ

ャンペーン案内を差し込んだティッシュ、

及び日臨技から提供を受けた油とり紙を

配布しました。ひとりでも多くの市民の

方々に、正しい乳がんの知識を広めるこ

とと、乳がん検診を早期に受診していた

だくために、丁寧に声をかけながら配布

しました。 

ピンクリボン運動をご存知の方も多く、

中には乳がんの発症頻度や治療について

質問されるなど、市民のみなさんの乳が

んに対する関心の深さがうかがえました。

また「早速、受診してみよう」と仰る方

もいて活動の効果が実感できました。 

参加した会員も普段医療施設内での仕

事と異なり、市民のみなさんと直接ふれ

あうことで、健康増進の一役を担えるこ

とになり、充実した時間が過ごせたと思

います。         【臼井信雄】 

 
 

検査 de みつけ隊 ! 
24 時間を通じ、タスキをリレーするこ

とにより、癌患者をはじめ、各種医療団

体、病院職員等と意見交換を行い、癌患

者の苦痛を共有するとともに、企画ブー

スで、「インボディー」検査、骨密度検査、

呼気 CO 濃度測定検査を行いました。 

また、癌検診受診を呼びかけるリーフ

レットとピンクリボンの脂取り紙を参加

者に配布して、臨床検査技師の役割を 

      アピールした。 

   
リレーフォーライフ（RFL）は、がん

患者や家族、友人、医療関係者、地域の

支援者らが公園やグラウンドを会場に交

代で 24 時間歩き続け、がん征圧への願い

に新たに絆を深めあう催しです。アメリ

カではじまった、がんと闘うための寄付

イベントでもあります。 

このイベントに検査技師会として参加

することにより、がん患者の痛み、苦し

みを共感し、臨床検査技師の役割の大き

さを痛感するとともに、参加市民に向け

て、臨床検査技師のがん早期発見に果た

す役割の大きさをアピールしました。 

今回のイベントには 65 団体、約 5,000

名の参加があり、24 時間のボランティア

イベントを通じて、多くの市民にがん検

診における臨床検査技師の役割をアピー

ルできました。 

また、企画ブースでの「インボディ―」、

骨密度検査、呼気 CO 濃度測定による測

定者は 50 名を超え、おおきな成果があが

ったと確信できました。 

 チャリティーイベントへの参加会員は

技師会関係者を含み90名をかぞえました。 

【境 一】 

 
 

甲府駅前でｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ! 
 去る 10 月 2 日(土)、甲府駅前において

“がん征圧・乳がん撲滅”の啓発事業と

して街頭キャンペーンを行いました。 

 お揃いの青いイベントブルゾンで山梨

県臨床衛生検査技師会の幟旗のもと、カ

ットバンなどを配布し、国民への啓発を

行いました。僅か数時間の間で、用意し

た 1,000 セットを配布し終わり満足のい

くキャンペーンでありました。 

 この運動で、臨床検査および臨床検査

技師の認知度を向上させることができ、

乳がん予防・検診の重要性をアピールで

きたものと考えます。 

 今後も国民健康増進事業として啓発活

動を続けていくことの重要性が認識され

ました。        【小川賢二】 

 

   
 

 

 
 

    新潟はっぴー乳ﾗｲﾌ ! 
平成22年10月9日(土)、新潟市朱鷺メッ

セ新潟コンベンションセンターで、乳が

んの早期発見の大切さや正しい知識を普

及させるための活動であるピンクリボン

ホリデー2010が開催されました。 

公開講演としてパネルディスカッショ

ンやトークショーのほか、パネル展示、

患者サロン、リンパ浮腫マッサージ講座、

乳がんに関する医療や看護相談などが行

われ、延べ約430名の一般市民の来場があ

りました。若年層から高齢者まで幅広い

年代の方が来場され、乳がんに関する一

般市民の関心の高さがうかがえました。 

   
当技師会は、血管年齢とストレス度測

定を簡易検査により実施しました。 

技師会の展示ブースは大盛況で長い行

列ができ、延べ432名という多くの国民に

臨床検査の一端を経験していただいたこ

とにより、臨床検査技師、および検査技

師会の認知度が向上したものと思われま

す。また、来場者は女性が多いため、あ

ぶらとり紙は好評でありました。 

            【小柳博明】 

 

          

顕微鏡とﾓﾆﾀｰで啓発 ! 

宮崎市主催の健康フェア(イオンモール

宮崎)に参画し、他医療団体とともに健康

について市民へのアピールを行った。 

     
当会は、がん検診の重要性と必要性を

若年層を含めた一般の方々に認識してい

ただくため、がんに関する統計や検診の

パネルを作成し展示した。 

また、テーブルには顕微鏡とモニター

を設置し、癌細胞が検診でどのように捉

えられるのか説明した。 

がんの怖さを十分理解していただいた

上で、早期発見、早期治療で「治る」こ

ともあるということも理解していただき、

検診が大切であることを強く訴えた。 

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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がんに対する認知度は、若年者は低い

ようであったが、検診を受けることで、

がんを予防できる可能性があることを、

少なからず、理解していただいた方もお

られた。このような活動を継続していく

ことで、検診率のアップと早期発見、早

期治療への足がかりになると思われる。 

また、臨床検査技師の社会的地位の向

上にも繋がると思われる。 

            【佐藤信也】 

 

 

つなげよう命のﾘﾚｰ ! 

つなげよう命のリレーと題したイベン

トは、NPO 法人がんサポート鹿児島が主

催で、共催・後援など 20 団体で、ウォー

ターフロントパーク、鹿児島中央公園に

おいて開催された。 

当会は、がんの検査の案内（啓蒙）、相

談を行った。チラシ等は粗品と共に配布

し、又クリアブックに入れた為、受け取

り易く、大変よかった。 

CBC の検査の実施と検査相談や、検査

技師会の旗を掲げリレーウォークにも参

加し、検査技師会のアピールと一般市民

への乳がんに関する啓発が十分に行った。 

   
チラシ（がんに関する啓蒙・検査法な

ど）を 10 枚クリアブックに入れ、一般県

民に配布した。粗品をビニール袋に詰め

て配布した。 

今回は、NPO 法人がんサポートかごし

まと、NPO 法人ピンクリボンかごしまと

の共催で、2 事業を行った。どちらも参加

者が多く、検査やパンフレットについて

興味深く聞かれた。 

【中島辰朗】 

 

 

24時間ﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ ! 

24 時間リレーマラソン大会に参加し、

ピンクリボンキャンペーンへの理解、技

師会の PR を図った。 

大会全体の参加人数は、3,000 人強で、

ピンクリボンを意識したＴシャツを作製

し、お揃いの装いで参加した。 

 また、幟、ハッピ、スタッフジャンバ

ーを準備、着用し、この会場で、乳がん

に関するパンフレット、検査技師関連資

料等を大会参加者に配布した。 

リレーマラソンで走った会員 15 名は、

24 時間を走り切った。お揃いのＴシャツ

はデザイン上非常に目立った。 

  
大会に参加している女性を中心に、乳

がんに関するパンフレット、日臨技油と

り紙等を配布し啓発を図った。 

女性の参加達は、マラソンということ

で健康志向が強く、乳がんには敏感で、

非常に関心が高く効果絶大だった。 

    【楢林秀記】 

 

 

今、自分を守るとき ! 

乳がん征圧月間に合わせ、「今あなたが

自分を守るとき」をテーマに、10 月 10

日(日)津山市津山陸上競技場、10 月 11 日

(月)赤磐市赤磐ふれあい公園の 2 会場に

おいて「乳がん撲滅キャンペーン」を展

開した。 

   
近年、「乳がん」における早期発見、治

療を目的として一般市民、医療機関共に

「乳がん」検診への関心が高まっている

中、津山市及び赤磐市の市民の皆様に「乳

がん」に関するパンフレット、「自己検診

をおこないましょう」、「乳がんからあな

た自身を守るために」、「適切な治療を受

けるために」の三部を配布すると共に、

「乳がん撲滅キャンペーン」と題した岡

臨技オリジナルのエコ・バッグと共に

1000 部を配布した。 

    
配布したパンフレットの内容から、早

期発見、早期治療の重要性を再確認して

頂けるものと期待する。 

【山田啓輔】 

 

 

ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ NAGABNO 2010 ! 

 平成 22 年 10 月 17 日(日)、長野市生涯

教育学習センター TOIGO WEST におい

て、ピンクリボンキャンペーン NAGANO 

2010 乳がん講演会を開催した。 

 講演会は「乳がんと臨床検査」をテー

マに、臨床検査技師 3 名と診療放射線技

師 1 名から、また、「乳がんの治療」を医

師が講演した。 

   
 同時に、ピンクリボンキャンペーンの

パネル展示もおこなった。これら乳がん

検査や予防に関するパンフレットを配布

するとともに、乳がん自己検診法のデモ

ンストレーションを行った。 

 参加した市民らは、パンフレット等に

よる自己診断はわかっていても、実際の

デモンストレーションとは異なる部分も

あり、「あっ！そうか」などと納得されて

いました。 

 このキャンペーンにより、国民へ対し

「乳がん予防や検査、治療」の啓発を行

うことができ、乳がん検診の推進へ貢献

出来た。また、臨床検査技師の PR も行う

ことができ、有意義な開催となった。 

【北村弘文】 

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

 全国都道府県による公益事業は、今後

も引き続き行われるが、10 月～11 月に実

施された「乳がん予防啓発事業」は 38 都

道府県に及んだ。 

 また、HIV・STI 予防啓発事業は、10

月 28 日現在、29 都道府県からの申請が

あり、以下のとおり。＜申請順＞。 

茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、北海

道、岩手県、福島県、長野県、東京都、

愛知県、岐阜県、宮城県、山形県、新潟

県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県、福井県、秋田県、山口県、沖

縄県、鹿児島県、大分県、長崎県、熊本

県、福岡県、佐賀県 

 

   
  

 

 P 05 

 



Vol.16 No.11                    会報 JAMT        平成 22 年 11 月 1 日発行「医学検査」第 59 巻第 11 号付録  

 

 
    

 

 

 
 

◇精度保障事業部◇ 
 

 
 昨年度から会報 JAMT、日臨技ホーム

ページにてお知らせしてきた『精度保証

施設認証制度』の申請受付が開始された。  

一般施設の申請受付 

12 月 1 日(水)～12 月 14 日(火) 

＜基幹施設（パイロット）認証＞ 

1 認証対象： 

平成22年度日臨技データ標準化事業基幹

施設 

2 都道府県申請受付期間： 

平成22年10月12日(火)～10月22日(金) 

3 都道府県審査期間： 

平成 22年 10月 23日(土)～11月 10日(水) 

4 日臨技申請受付期間： 

平成 22年 11月 11日(木)～11月 19日(金) 

＜一般施設認証＞ 

1 認証対象： 

都道府県施設 

2 都道府県申請受付期間： 

平成 22 年 12 月 1 日(水)～12 月 14 日(火) 

3 都道府県審査期間： 

平成22年12月15日(水)～12月31日(金) 

4 日臨技申請受付期間： 

平成 23 年 1 月 5 日(水)～ 1 月 11 日(火) 

日臨技ホームページの『施設認証制度

（日臨技精度保障）』に「精度保証施設認

証制度指針」、「審査基準」および「申請

書類」が掲載されています。 

申請希望施設は、必要書類をダウンロ

ードして、上記日程で『都道府県技師会』

の精度保証施設認証委員会宛にお申し込

みください。    【岩上みどり】 
 

◇地区担当理事◇ 
『奄美地方 集中豪雨』現況調査 

10 月 18 日夜から降り始めた雤は鹿児

島県奄美地方に記録的集中豪雤となって

多くの住民に被害を及ぼした。 

県によると、住用町で 20 日、１時間に

131 ミリの雤が観測され、降り始めから

21 日午前 11 時までの総雤量は奄美市内

で910ミリ、龍郷町で844ミリとなった。

お年寄りら 3 人が死亡するなど、生活弱

者を直撃した集中豪雤により、約 2800 人

が住み慣れた我が家から離れ避難所生活

を余儀なくされた。 

そのような中、当会会員の状況が気に

なるところだが、被災地域である鹿児島

県技師会大島地区の 12 施設 19 名におい

ては、26 日現在の情報では、大きな被害

はなかったようである（現在調査中）。 

名瀬徳洲会病院の勝山技師によると、

「21 日朝の出勤時には、いたるところで 

道路の冠水、土砂の崩落が 

見られ職場へ辿り着くこと

が出来なかった。病院周囲は腰から胸辺

りまでの高さで冠水したが、幸い病院内

への浸水は逃れた。土砂の流れ込みによ

り、行く場をなくした複数の施設入所者

が当院へ搬送され病棟は繁忙となってい

る。」とのことであった。 

最近、日本各地で局所的に大雤が降る

ゲリラ豪雤が多発しているが、専門家に

よると「今回のような事態は奄美地方に

限ったことではなく、河川流域が小さい

地域なら全国どこでも発生する可能性が

ある」と指摘する。 

ゲリラ豪雤は地球温暖化により日本の

気候が亜熱帯化してきていることで、雤

の降り方も変化していることが主な原因

と言われているし、都市型のゲリラ豪雤

は、ヒートアイランド現象も絡んできて

いるらしい。時間雤量 100 ミリを超える

ような大量の雤の場合、海岸近くまで急

傾斜面が迫り、河川の流域面積が小さい

土地では、山間部から一気に水が流れ込

むため、平野部で川が氾濫し被害が拡大

する恐れがあるという。 

自然の猛威の前では人間は無力かもし

れないが、平素からの十分な備えにより

運命が左右されることもあるかもしれな

い。末筆ではあるが、被災された方々が

一日も早く平穏な日常を取り戻されるこ

とを心より祈念する。 

【九州地区担当 丸田秀夫】 
 

◇公益事業部◇ 

 

 
☆ 平成 22 年度認定心電技師制度

認定試験終わる 
認定心電技師制度の第 4 回認定試験を

10 月 24 日(日)TKP 東京駅八重洲ビジネ

スセンターにおいて実施した。 

今回の認定試験は、2 名の欠席があり、

受験者数は 121 名であった。 
 

◇ 認定一般検査技師認定資格更新 

指定講習会 

1 長崎県臨床検査技師会 

平成 22 年 12 月 5 日(日) 

長崎大学ポンペ会館 第 2 実習室 

2 九州臨床検査技師会 

  平成 23 年 2 月 5 日(土)－6 日(日) 

  ナースプラザ福岡 
 

◇ 認定心電検査技師認定資格更新 

指定講習会 
1 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  

2 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 

 

 

 

☆ 平成 22年度認定臨床染色体遺

伝子検査師制度認定試験（予定） 

日程：平成 22 年 12 月 5 日(日) 

会場：日本臨床検査技師会館 

【長迫哲朗】 
 

 

 
 

※ 開催順・いずれも土・日開催 

◇ 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」 
 

◇総務・事務局◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：「検査室精度保証施設認証制度」につ

いてお尋ねします。認証申請に伴う費用

は 50,000 円とありますが、申請後施設が

認証された後は、さらに技師会にお支払

いするお金はあるのでしょうか。それと

も、2 年間に一回、更新時に 50,000 円を

支払うだけでよろしいのでしょうか。 

 Ａ： 認証費用 50,000 円には、申請料

金・認証料金が含まれており、追加料金

はありません。2 年間に一回、更新時に

50,000 円が認証費用として必要になりま

す。 

------------------------------------------------------ 

 Ｑ：私は日臨技会員で正規に会費も納入

していますが、JAMTIS に個人情報を載

せたくありません。現在、簡単に氏名等

検索できるようになっています。今後も

会費を払って正会員でいたいのですが、

どうすれば JAMTIS に載らなく出来るで

しょうか？自宅会員という選択肢以外で

宜しくお願いいたします。 

Ａ：現在日臨技では、新法人移行へ向け

て新 JAMTIS を構築中です。現行の

JAMTIS は、会員名簿が検索できるよう

になっていますが、新 JAMTIS のメニュ

ーからは削除しますので、個人情報が漏

れることはありません。新法人移行後は、

日臨技からのすべてのご案内はご自宅宛

となりますので、ご自宅の住所の登録も

お願いしておりますが、どうしても嫌な 

場合は、会員個人の判断になります。 

------------------------------------------------------- 

 Ｑ：「年会費収納方法」並びに「臨床検

 

執行部  各部の動き 
 

 
 

 

地区学会開催 予定 

 

 
 

 

日臨技認定センター 
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精度保証施設認証制度 
 

 

 

会員からの質問＜Ｑ＆Ａ＞ 
 最近、会員からの質問が増えており

ます。会員が共有すべき職能的な質問

が多くなっており、今後は、共有すべ

きと判断される質問については、会報

やホームページに“Ｑ＆Ａ”として掲

載します。その際、個人を特定可能な

ものは除外します。 
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査技師賠償責任保険等全員加入」に関す

る質問です。年会費はコンビニ払いを希

望します。臨床検査技師賠償責任保険の

加入はこれまで通り、継続を希望します。 

どのように手続きを行えばよろしいでし

ょうか？ 

Ａ：臨床検査技師賠償責任保険の加入は

これまで通り、継続を希望されるという

ことですので、登録用紙の登録者情報欄

に所定の事項をご記入ください。これで

保険に加入できます。次に、保険のタイ

プをお選びいただきます。これまでも加

入されておられたようですのでＡタイプ

をお選びください。然る後に、年会費の

払い込み方法欄のコンビニ払いに☑をお

願いいたします。これで今回のお手続き

は完了です。可及的速やかに書類の提出

をお願いいたします。 

------------------------------------------------------- 

Ｑ：来年度の日臨技の年会費の口座登録

についてお伺いします。都道府県技師会

を今年度をもって退会し、日臨技のみの

加入とする予定でおります。現在事務手

続きについて都道府県技師会に問い合わ

せ中です。手続きが終了するのを待ちま

すと、10 月 15 日締め切りの登録用紙の

送付に間に合いません。このような場合

も、退会手続きの完了を待たずに書類を

送付した方が良いでしょうか？ 

Ａ：都道府県技師会によっては、平成 23

年度から日臨技単独の加入が可能である

かのごとき案内がされていますが、新法

人に移行するまでは現行定款によってい

ずれかの都道府県技師会に所属していな

いと日臨技会員にはなれません。なお、

現行定款下でも、都道府県技師会に特別

の規定がない限り、都道府県技師会単独

の加入は可能です。お問い合わせの件で

すが、当会が新法人へ移行後は可能とな

ります。 

------------------------------------------------------- 

Ｑ：当院は××床の公立病院の検査部で

すが、臨床・看護部門からインフルエン

ザ検査時等の鼻腔・咽頭ぬぐい液の採取

を求められています。昨年のインフルエ

ンザ騒動で全国の検査室で採取を検査技

師が行ったとも聞いていますが、法的に

問題がないのでしょうか？ 又、検査技

師会として検体採取についてどういった

方針であるのか教えてください。 

Ａ：現在の法律では、「ぬぐい液の採取」

は法的にはできません。検体採取をはじ

め臨床検査の現場で問題になっており、

トラブルの原因になるのが、その行為が

「医行為」の範疇か否かの見極めです。

直接患者の身体に触れる、あるいは直接

診断に結び付く行為は法的にはできませ

ん。しかし、それでは臨床検査業務は不

可能になり、結果、国民が不幸です。日

臨技としては「その行為が侵襲性が低く

臨床医の了解が得られた＜あるいは得ら

れる＞行為は踏み込んで行うこと」とし

ております。そのガイドライン的なもの

は、渉外法制部で鋭意作成中であり、平

成22年度中には会員の皆様へお届けする

ことが可能と考えております。最近、増

加しております「検体取り違え」等によ

る、医療事故やそれに伴う刑事事件にお

ける賠償に備え、技師会としての社会へ

の責任として、賠償保険の全員加入を決

めました。これも加えてご理解ください。 

------------------------------------------------------- 

Ｑ：当院では、MRSA が分離された場合、

多剤耐性菌を病棟へフィードバックして

います。副院長より、S. aureus の 7～8

割近くがMASRとして分離されている現

状を考えると、このままの状態で機械的

にフィードバックすることに意味を見い

だせないのではないか？との指摘を受け

ています。医師としては多剤耐性菌とい

えどもとりあえず使用する抗生剤がある

ため厳格な耐性菌(MRSA については)と

して取り扱うのは考えたほうが良いので

はないかとの意見を受けております。感

染対策委員会で検討する前に、他医療機

関や日臨技の考え方をお聞きしたい。 

Ａ：MRSA が、S. aureus の 7～8 割は多

いように思いますが、検出頻度が多くな

っているのは事実かと思います。臨床現

場への情報提供は、具体的な対応が考え

付かない場合、現場では、動揺のみが起

こりますので、感染対策室が介入し手洗

いの徹底や抗生剤の使用、患者隔離方法

など病院としての標準手順を確立してお

くことが重要です。感染症報告書提出の

目的について再度、感染対策委員会で考

えた方が良いと思われます。通常の感染

報告とは別に感染対策室宛ての報告書を

病棟より提出してもらって感染対策を実

施することが重要です。院内感染報告書

は、MRSA や耐性菌に限定せず感染症全

般について報告書を提出してもらい、病

院当局及び病棟管理者が院内の感染者や

保菌者の数や分布を把握し、職員に周知

し対策を確実にすることを一番の目的と

しています。多くの病原菌は検査室で把

握されていますが、検査室では把握でき

ないもの、例えば院外で診断され、保菌

者により持ち込まれたもの等、臨床的な

判断による感染症を把握することも必要

です。耐性菌の保菌者をいち早く隔離し、

院内感染を防止する隔離対策が重要とな

ります。さらに定着と感染を区別するこ

とも目的として含まれますが、この区別

は難しく、ICT チームによる日常ラウン

ドや感染症サーベイランスを実施して活

用してゆくことが重要となります。多剤

耐性菌の報告周知は、院内の抗生物質の

正しい使用や不必要な予防投与の禁止、

抗菌剤の届け出等院内での使用量の把握

等の情報をもとに正しい知識を持ったス

タッフにより対策を立てることができま

す。感染症に関する教育と知識の医療従

事者全般による共有連携が重要となりま

す。そして、院内でアウトブレイクが予

想される時に各職種が情報を持ち寄り、

情報共有と封じ込め対策に活用できる書

式であることが重要となります。 

------------------------------------------------------ 

Ｑ：現在、ある技師会から講演を依頼さ

れ、お引き受けしております。ところが、

講演しても生涯学習のポイントが付いて

いません。年度が違うと言うだけで実際

に行っている実績がポイントとして認め

られないのはどういう事でしょうか。高

い会費を支払っているのに、年度が変わ

っただけで実績のポイントがつかないよ

うでは困ります。認定試験を受けること

ができない責任は、システムを開発した

会社に請求すべきか、事務局の担当者に

請求すべきかお返事をいただきたい。既

に、昨年から認定試験を受けるために必

要な学会にも入会しております。来年

早々にはある技師会からも講演依頼を受

けておりますが、このままでは考えさせ

ていただくことになります。 

Ａ：現在の「日臨技生涯教育研修制度」

では、講演等を依頼した技師会＜主催者

＞が登録することとなっております。ご

本人でも JAMTIS に入っていただき登録

することは可能です。年度が変わった場

合、過去の実績は登録できません。それ

は、改竄防止のためです。JAMTIS の良

いところは、本人が登録出来ることです。

勤務先が変わった場合等の登録も可能で

す。ただし、その履歴は残るようにして

あります。主催者が登録するのが普通で

すが、ご自分で確認することが大事です。 

新法人移行後は、日臨技主催のものは直

接管理になりますので、トラブルは避け

うるものと思います。 

  【金子健史】 

 

 

 

 

◆ 11 月 

・05 日：中国地区連絡協議会 

・06 日：精度管理輸血 WG 会議 

・06－07 日：中国四国地区学会 

・11 日：常務会議 

・12 日：賛助会員(関連企業)説明会 

・13 日：第 8 回理事会、各部会議、 

理事研修 

・13－14 日：部門研究会(生物化学) 

・14 日：理事研修 

・17 日：JIMTEF 理事会(派遣) 

・20 日：認定一般・資格更新 WG 会議 

・20－21 日：北臨技ｾﾐﾅｰ(講師派遣) 

・20－21 日：部門研修会(感染制御) 

・27 日：第 4 回検査値標準化部会 

・21 日：香川県街角ﾗﾎﾞ開所式(派遣) 

・25 日：日衛協月間大会(派遣) 

・27－28 日：関東甲信地区学会 

・28 日：関東甲信地区連絡協議会 

 

理事会予定稿 
＝各部電子会議は除く＝ 
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君は見ることができるか！  
エイズ予防啓発活動の一環として、11

月 29 日(月)～12 月 2 日(木)に、首都圏の

JR 電車区間にブラックジャックを使用

したエイズ予防啓発の車内広告を掲出す

る予定です。 

掲出する路線は、京浜東北線・根岸線、

横浜線、南武線、鶴見線、相模線、埼京

線、りんかい線、山手線、常磐線、中央

線快速、中央総武線各駅停車、京葉線、

青梅線、五日市線、武蔵野線 の 16 路線

で車両は 4,631 両を予定。 

その期間に電車を利用される方はぜひ

探してご覧ください。また友達、同僚な

どにもお知らせください。 

この広告についての医療関係以外の一

般の方々の感想を jamt@jamt.or.jp まで

お知らせいただきたく、会員の皆さんの

啓発活動も併せてお願いします。 

また、日臨技ホームページへも車内広

告の掲出状況を UP する予定でいます。 

更に、車内広告の反響により首都圏に

限らず他の地域にも広げていきたいと考

えています。 

公益事業に用いるポスター、掲示

物等の原稿を募集しています！ 
市民健康祭りなどの国民健康増進事業

に用いるポスター、掲示物等を各都道府

県が共有し、使用できる仕組みを予定。 

各都道府県技師会等がこれまでに作成

した物のうち提供できる原稿を募集して

います。ポスター等の PDF ファイルまた

は現物でも結構です。 

今後、ホームページに掲載し、各都道

府県技師会が利用可能にする予定です。 

 

 

 

 
 来る、11 月 24 日(水) 全国読売新聞紙上

(朝刊)にて、日臨技“臨床検査”啓発記事

を掲載します。同じく、12 月 1 日(水)に

は“エイズ予防”啓発記事に日臨技とし

ての見解を載せます。読売新聞の発行部

数は約 1,000 万部で、それにより、1,000

万人以上の国民が臨床検査の重要性を認 

識することになります。 

            【番場正人】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 去る 10 月 4 日（月）厚生労働省医政局

が主管となり標記ワーキンググループの

開催がスタートした。当初、各団体の要

望を乱出させないため、団体に選出を依

頼したものの、有識者個人としての扱い

となった。当会では小沼利光副会長を選

任し参加させることとしたので、この紙

面を借り報告をする。 

［主旨］ 

 このワーキング起ち上げは、遡ること

昨年 8 月に「チーム医療を推進するため

の検討会（座長・永井良三氏・東京大学

大学院医学研究科教授）：チーム医療を推

進するため、日本の実情に即した医師と

看護師との協働・連携のあり方について

検討を行う」ことを目的として厚生労働

省医政局内に発足させ、本年 3 月 19 日に

11 回に及ぶ会合を経てとりまとめをおこ

なった。このチーム医療の推進に関する

検討会取りまとめを受け、同報告書にあ

った具体的方策の実現に向け、チーム医

療を推進するための方策について検討す

ることを目的として立ち上げたのが今回

のワーキンググループである。 

［検討課題］ 

 ワーキングの検討課題は次の 3 点であ

る。（厚生労働省の文面のまま掲載する） 

1 チーム医療の取組みの指針となるガイ

ドラインの策定 

2 上記ガイドラインを活用したチーム医

療の普及・推進のための方策 

3 各医療スタッフの業務範囲・役割につ

いて、さらなる見通しを適時検討する

ための仕組みの在り方  

［構成員］ 

 ワーキング構成員は 22 名の委員と 6 名

のオブザーバーである。（50 音順） 

 尚、座長には山口 徹氏（虎ノ門病院 

院長）が推挙された。 

  委員 

・市川幾恵：昭和大学医学部附属病院統

括看護部長 

・遠藤康弘：埼玉県済生会栗橋病院院長 

・小川克己：熊本総合医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学

院 

・小沼利光：東京都済生会向島病院医療

技術部部長 

・川越 厚：ｸﾘﾆｯｸ川越院長 

・川島由起子：聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院栄養

部長 

・栗原正紀：長崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院理事長 

・鈴木紀之：筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院法人事

務局次長・副院長 

・高本眞一：三井記念病院院長 

・田口良子：神奈川県三崎保健福祉事務

所保健福祉課長 

・玉城嘉和：医療法人社団ﾋﾞｰｴﾑｴｰ理事長 

・近森正幸：近森病院院長 

・土屋文人：国際医療福祉大学附属病院

薬剤統括部長 

・徳田禎久：社会医療法人禎心会理事長 

・中村春基：兵庫県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰﾘ

ﾊﾋﾞﾘ療法部長） 

・原口信次：東海大学医学部付属病院診

療技術部長 

・堀内成子：聖路加産科ｸﾘﾆｯｸ副所長 

・松阪 淳：国家公務員共済組合連合会

枚方公済病院臨床工学科 

・三上裕司：総合病院東香里病院理事長 

・向井美惠：昭和大学口腔ｹｱｰｾﾝﾀｰ長 

・森田秋子：初台ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 ST 部門

ﾁｰﾑ 

・山口 徹：虎ノ門病院院長 

   オブザーバー 

・岡本征仁：札幌消防局警防部救急課課

長 

・柏木一恵：財団法人浅香山病院社会復

帰部部長 

・須貝和則：東埼玉総合病院医事課課長 

・津川律子：日本大学文理学部心理学科

教授 

・取出涼子：初台ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院教育研

修局 SW 部門ﾁｰﾌ 

・畠山仁美：須坂市社会福祉協議会事務

局次長 

［運営］ 

 この会の運営は厚生労働省医政局が所

管し今後、ヒアリングを行いながら協議

を進め、チーム医療の事例などを盛り込

んだ中間報告を年度内にまとめる方針。 

来年度予算の概算要求の特別枠で計上

した「チーム医療実証事業」の実施につ

なげたい考えである。 

［会議経過］ 

会議は、医政局担当官が全委員の紹介

を行い、チーム医療推進会議、チーム医

療を推進するための検討会の提言を述べ、

今後の進展と各委員の考え方などを縷々

述べた。22 名の委員、6 名のオブザーバ

ー全てが何らかの意見を述べた。 

今回は、その中から注目すべき内容の

発言と当会から参加した筆者の発言をな

るべく原文を損なわないよう抜粋で記載

する。 

○近森正幸委員（近森病院院長）  

 日本の医療が置かれている環境という

ものは非常に厳しいものがあり、あと 10

年弱で団塊の世代が後期高齢者になる。

そのときは全国的に高齢者が増え、大変

な医療の時代になると思う。高知県は全

国でも３番目の高齢県であり、全国より

も10年先にこういう高齢化の経験をして

いる。チーム医療も高齢化に対する大き

なツールであるので将来のあるべきチー

ム医療というものを考え推進方策を考え

ていかなければならない。このような点

に一歩踏み入れたチームの活用の仕方を

議論していただきたい。 

厚生労働省 

第 1 回 チーム医療推進方策

検討 WG報告 ＜第一報＞ 
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予告･･･11 月 24 日・12 月 1 日 

全国読売新聞朝刊 必見！ 

 
 

 

mailto:jamt@jamt.or.jp


Vol.16 No.11                    会報 JAMT        平成 22 年 11 月 1 日発行「医学検査」第 59 巻第 11 号付録  

 

 
    

○栗原正紀委員（長崎リハ病院理事長） 

こういう議論は超急性期の中規模以上、

あるいは地域の基幹病院、特に公的病院

等々のステージの議論にとまってしまう

気がしてならない。この検討会の資料も、

ＮＳＴの評価等々を含め、その次のステ

ージの、特に回復期のステージにおける

評価は点数的には全くない。 

チーム医療を考察した場合に、急性期

救急病院におけるチーム医療のありよう

と、その後の回復期や在宅におけるあり

ようと、ステージの流れを考えた場合、

それぞれチームのありようというものは

全く違うと思う。 

そういう意味で、急性期と回復期のチ

ームの概要も、またその運営も随分違う

ことから急性だけの議論に止められては

困る。 

特に今後の高齢化が進むと、臓器別の

治療を施行しても地域に帰れないことか

ら、地域医療をトータルで考えていただ

きたい。 

また、この議論の中に是非とも医科歯

科の連携のありようというものを入れて

いただきたい。それは急性期病院であろ

うと、回復期であろうと、あるいは維持

期の在宅の支援であろうと、現在口腔機

能をしっかり押さえていくということは

栄養管理の大本をしっかり押さえるとい

うことになることから、この専門職は歯

科医であり、なおかつ歯科衛生士である

と思っている。 

是非とも御検討いただき、ある意味で

ガイドラインの中にも組み込んでいけれ

ばと考えている。 

○髙本眞一委員（三井記念病院院長・心

臓血管外科学会理事長） 

 地域医療、在宅、歯科の問題、ソーシ

ャルワーカーの問題とか、色々話が出ま

した。すべてこの医療の中に含蓄するよ

うな大きな問題であるとともに、どれ 1

つを取っても無視できない。 

この中で１つ、大切な視点があると思

う。私の専門は心臓外科ですから、ＭＥ

技士とか、麻酔科、内科循環器の医師と

か、勿論、ナースとかのチームワークの

中で仕事をしている。 

チーム医療で一番大事なことは、患者

をこのチームの中に入れることだろうと

思う。患者を入れる。患者は我々のチー

ムの仲間。そのような対応をしなくては

いけないと思う。  とした。医師は人工心

肺を回せるが単に形だけ回せるだけで、

本当の中身は余り興味がない。手術の中

身を見ながら人工心肺を回すから、おろ

そかになり空気を送るなど様々な事故が

起こる。医師には神様みたいな能力が無

いわけだから、この権限を皆さんに分け、

それぞれの職種がそれを担うといった本

当のチームで無ければならない。 

○鈴木紀之委員（筑波メディカルセンタ

ー病院・法人事務局次長） 

 我々事務部門としては、これから是非、

チーム医療に、我々も中に入って初めて

病院の運営・経営というものが成り立っ

てくるのではないか。もうそういう時代

なのかなという気がしている。 

我々の病院経営のマネージメントは、

他の産業や企業に比べ周回遅れ。これは

歴史的な日本の医療マネージメントとい

うものが、一部の有能な医師によって病

院経営が支えられてきたが、これから

我々の担うべきものが必ず出てくると考

える。  

○松阪淳委員（枚方公済病院臨床工学科） 

 在宅医療、透析、人工呼吸器。医療機

器の家庭での使用が増えている。高齢化

社会を鑑みるとメーカーや取扱業者等と

の連携も踏まえたチーム医療が必要と考

える。 

そういう意味で、幅広いメンバーの活

用が必要で、病院職種、医療職種だけの

メンバーでは問題である。 

●小沼利光委員（日本臨床衛生検査技師

会） 

 医行為と医療行為のグレーゾーンが問

題になっている。 

それぞれの現場では医師の指示の下、

業務を拡大解釈しつつ、医師法に抵触し

ないぎりぎりの範囲で業務を遂行せざる

をえない難しさを感じている。 

過去の厚生労働科学研究を基に検査技

師会が策定したガイドラインを踏まえ

日々業務を遂行している。 

このワーキンググループで一定のガイ

ドラインが策定できれば、他職種とオー

バーラップする業務にもお互いに踏み込

みやすくなると考える。 

［山口座長のまとめ］ 

○山口座長 

 皆さんに御発言いただき、非常に範囲

が広く、救急から回復期まで、更に各職

種の話からそれを包括した話まで、これ

でガイドラインができるかというのはい

ささか心配でもある。 

ガイドラインというふうな言葉には多

少違和感がある。医師にとってガイドラ

インというものは様々なデータの証拠が

あって、それに基づいて標準的なやり方

はどうかというものがガイドラインであ

り、ガイドラインができるほどのデータ

はもう既にあるのかというところになる

と、むしろこれから何をやるかというこ

とがここの WG に託された大きな仕事。 

これまでやっていたことを総括してま

とめて方向性を示すというものとは少し

違うと思える。あるいはそのガイドライ

ンができたことで、これから先の色々な

展開を縛るようなことがあってはいけな

いという感じもある。そういうことも含

めて、この WG の方向性を煮詰めていか

なければならない。 

 皆さんの色々な話を聞き、ほとんど話

が網羅されたかと思う。チーム医療、あ

るいは包括指示と法的な問題があるだろ

うと考える。 

また保険医療という問題がある。包括

指示とは何ぞや、という話が実際に、こ

のチーム医療があって、それを裏付ける

ものとして包括医療が出てきたら、恐ら

く細かい検討もしないと実際に動かない

のではないかという懸念もある。保険診

療の面も含め、この WG で検討していき

たいと考えている。 

 とりあえず 12 月までにはある程度のま

とめの方向性を出し、非常に忙しい作業

と思うが、御協力のほどをお願いしたい。 

●筆者総括 

 厚生労働省の肝いりで立ち上がったワ

ーキングだけに、各界の注目を浴びスタ

ートした。 

しかし、1 回の会議が 2 時間と短く、一

人一人の委員が 3 分程度の話ししか出来

ない。職種も様々で視点も様々である。 

主催者側（厚生労働省）が本当の意味

でキチンとしたヒアリングを行わない限

りたち行かないであろう。 

また、このような会議は往々にして終

着点が決まっている。その終着点は主催

者側と座長の間で協議され、そこへ向け

ての船出といったところであろう。 

然るに、この会議とは別に動いている

「特定看護師」の問題を如何にスムーズ

に軌道に乗せるか、その為に看護師を除

く幾つかの医療技術職へ「ガス抜き的」

な会議になっていることも危惧される。 

次回は 11 月 19 日に第 2 回目の会議が

予定されている。  【小沼利光】 

･･･この項次号へ続く 

 

 

 

◆ 器物損壊で現行犯逮捕･･･ 
「憂さ晴らしに･･･」と乗用車に傷をつけ

たとして現行犯逮捕される。 

言語道断！しかし、その原因は？ 

◆ 患者の求め無しに、HIV 検査を実施 

し、患者に費用負担･･･ 

術前検査に肝炎検査は保健適用されるが、

HIV は一部を除き対象外となっている。 

不適切との説明だが、身勝手な行為！ 

◆ 検体取り違えで、がんと誤診し、肺 

の一部を切除･･･ 

 肺活量は落ちたが、日常生活に支障無

しとの説明は、問題のすり替え！ 

 これらの行為は、検査技師の社会的地

位を陥れる行為である。当初は示談で処

理されても、以後、必ずや刑事事件とし

て扱われることが予想される事例である。

当会は、臨床検査業務に携わる社会的責

任として「賠償保険の全員加入」を決定

したが、「だから安心」という話ではない。

医道審議会に当てはまらない我々検査技

師の団体とし、先般立ち上げた「倫理審

査会」の扱いとしなければな 

らないと考える。【髙田鉃也】 
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「脳外科手術を受けて」 
～医療職は仕事？聖職？～ 

【経過】 

私は、経験 30 年の、現役臨床検査技師

である。 

8 月 25 日に脳外科の開頭手術を受けた。 

病名は、左小脳血管芽腫。 

１か月前のMRIでは1.4cmだったのだ

が、いざ開けてみたら 3cm に成長してお

り、しかも脳幹と小脳にぴったり癒着し

ていたらしく、3~4 時間の予定が 7 時間

の大手術になり、執刀医のドクターを唸

らせたらしい。   

15 年前の左耳真珠腫、6 年前の子宮筋

腫の OPE から 3 回目の手術となった。 

今回はさすがに開頭ということで、人生

最大のピンチだ。家族の事、仕事の事、

考えたらきりがないが、逃げるわけにも

いかない。 

せっかくの機会なので今回の入院で医

療従事者の一員として色々現場で感じた

ことを書き留めておきたいと思う。               

まず、私の勤務している施設に脳外科

はなく他施設(約 500 床総合病院)での手

術となった。 

8 月 23 日(月)入院当日個室を希望して

いたにも関わらず 6 人部屋への入院とな

った。午後、血管造影をするが、研修医

の方々が 3 回目でやっと右腕動脈に入れ

てくれた（「あれっおかしいなあ」「もっ

と奥だよ」とかぼそぼそ言うと患者は不

安になるぞ･･･と、また心の中でボヤク）、

私の血管も難易度が高いのだろうが？ 

不安でいっぱいの患者にとっては、更

なる不安を掻き立てる事になる。 

不用意な言語には気をつけなくて

は･･･① 

翌日（OPE 前日）麻酔科医師や OPE

室の看護師さんとの面談があった。IC の

書名や前日から誓約書を含めると、なん

と総合計21枚にサインをした事になった

（これから入院オペをする人は住所と名

前のゴム印を作ったほうがいいな）。 

はたして、これだけの枚数の内容を理

解して署名をしているのだろうか？今回

患者さんになってみて、医療人としての

中途半端な知識がより不安を掻き立てて、

あまり IC を聞きたくなかった。 

先生の言われるとおりにします･･･と、

思った。みんな書類の内容を理解してい

る？医療従事者の私がよく読んで理解す

るには時間が足りなかった。 

それにしても、書類は多すぎる･･･② 

OPE 当日 8 月 25 日（水）、9 時入室だ

ったが 10 分前に OPE 着のままで歩いて

OPE 室に家族に見送られながら歩いて入

って行った。 

名前を言って確認後「6 

号ですね。」と、6 号室に導

かれ、TV で見たようなビニールに覆われ

た機器の中、「この台に乗ってと言われ、

より恐怖心が増した（本人確認のために

素面で OPE 室に入る必要があるの？医

療人の私でさえ本当に怖かった）。 

その後、すぐ気を失ったのは言うまで

もない。どの位の時間経過したのか、肩

をぽんぽんとたたかれ「終わったよ。全

部取ったから。」と執刀医の先生が声をか

けてくれて（生きているんだ）と真っ先

に思った。 

どうしてだか「あなたの病院の院長に

は電話しといたから」とも言われた。 

私の状況や周囲にも気を配ってくださ

っていた。感謝。 

その後、ただ、点滴のたびに自分の口

で名前を言わされて、目を開けることす

ら辛いのに「名前を確認してください」

と名前を言わされ、数回目になるとどう

でもよくなった。 

医療安全とはいえこの状況でここまで

する意味があるのだろうか･･･③ 

8 月 26 日（木）朝 ICU で１晩（本人

はいったいかどんな状況かもわかってい

ない）ひたすら挿菅チューブを抜菅した

後の喉の奥にひっかかる痰が気持ち悪く

て、テッシュで痰を取り続けた。痰が絡

むたびに吐き気がして吐こうとすると手

術した頭に激痛が走る･･･辛い。 

加えて、酸素マスクが口にひっついて

気持ちが悪く、無意識にはずすと、看護

師さんから「脳外の OPE 後なんだから、

はずしたらだめでしょ」としかられる始

末で、とにかく辛い。 

そして、ICU は明るすぎる。特に下か

ら入ってくる光は眼に入り込んできて、

涙が出る。（経験者しかわからないこと

だ）点滴のたびに名前の確認をされて、

目も開けたくない、口も開きたくないの

に本当に辛い。 

医療安全って誰のため？･･･③ 

その後一般病室に帰る。「昼食から食べ

てください」と、食事が来た。しんどい

し、痰はからむし、食欲もない。なのに、

どんぶりいっぱいのご飯と、タンドーリ

チキンの鳥の骨が付いている･･･この状

態で普通食が食べられる？ 

食べられるわけないとボヤク･･･④  

恐る恐る目をあけてみると、壁につけ

てあるフックやテレビが二つ見える。そ

してそれら 2 つが右や左に動いている。

これを複視と言うそうだ。加えて、眼賑

があるため焦点が定まらない。（いきなり

の後遺症？困った）       

看護師さんが、朝「今日は起きていま

しょうね。」と言って、べッドの頭部分を

上げていった。その後、ずるずると足元

のほうにずれていき、元に戻ろうにも自

分の力では起き上がれないし、看護師さ

んも呼べない。結果、足元の平らなとこ

ろで長い間小さくなっていた。 

点滴が 3 本あったが、複視があるし、

眼鏡をかけていないので終了がわからな

い。タイミングを見て看護師さんが来て

くれるが、終わっていたのでナースコー

ルを押した。一向に誰も来ない。だんだ

ん逆流してチューブが真っ赤になり、詰

まるのではないかと不安になってきた。

さらに 10 分位待ったであろうか、思い余

って、自己抜去した。数分後、看護師さ

んが来て（自己抜去患者としてインシデ

ントレポート提出だ。）が「抜いたんです

かあ！」っていやな顔をされた。（呼んだ

のに･･･）ナースコールの点検に来たが繋

がっていなかった。新しいナースコール

を取りつけてくれた。（医療安全はどうな

っているんだ！）「もう、大丈夫ですから」

と言われた。（もうすでに遅いぞ・・・） 

その後、1 週間くらい何がどうなってい

るのか分からないし、考えたくもなかっ

た。漂流した人が岸に打ち上げられた感

じかなと、自分でそう思った。 

8 月 30 日（月）MRI に行く。事前に造

影剤の同意書署名をする。（またぁ、署名

だ･･･～）ベッドの上に起き上がった事も

なく、頭はふらふらしているのに車椅子

で行くらしい。MRI の台の上に寝かされ

上をむいたまま固定されて約 1 時間、辛

い。終了後、また車椅子で部屋に帰る事

になったが・学生さんらしく大変丁寧な

のだが、6 階まで上がってきて「お部屋は

何号室ですか？」（私に聞くな！早く横に

なりたい･･･と、ぼやく） 

車椅子を押すだけかもしれないが、大

切な仕事だ（やっていることの目的と意

義を常に考えようよ･･･⑤） 

 

【考察】 

① 医療者は、言葉一つに気を配らなく

てはならない。患者さんは一語一句

漏らさず聞いている。特に、エレベ

ーターの中や、廊下での何気ない会

話なども気をつけよう。 

② 医療安全とは誰のものだろうと、つ

くづく考えさせられた。書類の書名

に何の意味があるの？自分も病院側

の人間だったから、病院や病院職員

が何かあった時のために責任を回避

して、守ってくれるものとしか思え

ない。 

だったら、「この自分の病気に対し

ての治療は、主治医と病院の方針に

すべて従います。」という 1 枚でいい

のではないかとさえ思ってしまう。  

③ 点滴の名前確認も目も開けたくない

状況で、読んで自分で名前を言う事

は苦痛きわまりない。ほんとに確認

になっているの？ 

④ 食事って、消化器系が悪くなければ

何でも食べられるわけでない。術後

で弱っているのに、食事を出してお

けば食べるだろうというのは、大き

な間違いである。OPE のダメージや

疲労を考えてほしい。OPE 後って、
P 10 
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目を開けるだけでも、もちろん話を

する事も、ましてや食事をすること

は想像できないくらい体力を使うも

のである。 

⑤ 患者の状況をよく把握する努力をし

てもらいたい。それが今回一番に感

じたことである。今、一番の問題、

自分のしなければいけない事、患者

さんにしてもらう事。 

それぞれの職種での勤務内容って、同

じ病院内でも案外理解していないと思う。 

医療従事者は、特に最近ではクリニカル

パスで動いているのだろうが、クリパス

は、あくまで統計上の事で画一的であり

すべての患者さんに適合するわけではな

い。そこに関わる医療者は状況を常に考

えなくてはならないと思う。OPE１週間

後だからここまで出来るでしょうって誰

が決めたの？その時の状況を聞いて判断

して、患者に寄り添わなくてはならない

と、切に思った。クリパスに頼って、業

種による細分化が進み自分の持ち分をこ

なせば仕事が終了と思っているのではな

いか？ 

果たして、医療職ってこれで終了とい

う明確なゴールがあるのだろうか？ 

患者は生きている。変化している。弱

っている。その昔、教師や医療職は聖職

と云われた時代があったが、共に相手が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決して行為者の自己満足であってはなら

ない。相手に伝わってこそ、相手が理解

し、満足することで達成するものだと考

える。その為の見返りや報酬を求めない、

努力惜しまない事から聖職と呼ばれたの

であろう。 

振り返ってみて日々の仕事が自己満足

に終わっていないか？臨床検査技師の任

務は、依頼のあった検査項目をきちん返

すことで終わっていないか？ 

もちろんそれは最低限の業務内容では

あるが、特殊な職種なだけに状況や色々

な背景がある事を考えたことがあっただ

ろうか？ 

大病院の方は、患者さんが遠いとは思

うが、病院職員である限りは、患者さん

とは？と考えてもらいたい。 

また、どの病院においても、看護師さ

んや特にリハビリの PT さんの接遇のレ

ベルの高さに脱帽した。 

臨床検査技師の生理機能に携わってい

る皆さん、車いすの患者さんを何気なく

「はい、そこのベッドに横になってくだ

さい。」とか言っていませんか？患者さん

は、必死の思いでそこまでたどり着いた

のかもしれません。自分本位で人を動か

すのではなく、相手の立場を尐し踏み込

んで考えてみる事を心がけたい。 

 その後、手術をした病院は、2 週間で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退院して自分施設の院長のご配慮でリハ

ビリのため自分の病院に転院した。その

後 2 週間で帰宅した。 

他院での出来事ではあったが、自分の

勤務している病院でも十分に考慮すべき

課題があった。この経験を生かして役に

立つことはないだろうかと模索している。 

 しかし、私は、今も「頭痛」「めまい」

「胃炎」「左手足麻痺」「味覚障害」で苦

しんでいる。「自分に起こったことは、ジ

タバタせずに受け止めていこう」を、人

生の信条としているが、今は辛い毎日で

はある。ぼたぼたと一人で歩くことはで

きるが、頼りない。鎮痛剤とストレスか

ら胃が痛くなった。胃が落ち着いても食

べたくない。よく分析すると、味がない。

喉の奥の詰まった症状と相乗して、食べ

たくない。どんどん痩せていく。 

しかし、今、生きている事、口や思考

回路は回復している事に感謝して、徐々

に回復するであろう日を待ちわびている。

こうなったら焦っても仕方がないと思い

聞かせて日々を過ごしているが、時々叫

びだしそうになる。（いったい何時まで続

くの･･･？） 

 今回の経験で、患者とはどういうもの

か？医療従事者はどうあるべきなのか？

をつくづく考えさせられる良い経験とな

った。          【匿名】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

この度、(社)香川県臨床検査技師会は、国民健康促進事業として、「街角ラボ in 香川」を開設します。 

この事業は、(社)日本臨床衛生検査技師会のパイロット事業としても注目されており、ラボは、高松市の中心街にある天満屋高松

店の 9 階フロアの一角を賃貸し簡易健診ラボラトリーとすることに決定しました。 

開業日は、平成 22 年 11 月 21 日 10 時 30 分に、高松市常盤町 1 丁目 3 番地 1、天満屋高松店内で開設セレモニーを行い健診業務

を開始致します。 

業務スペースは 8.5 坪で同時に 2 名を検査できるように設定しております。営業時間は 10 時 30 分から 19 時、年中無休(店舗休

業日以外)で、検査項目は、メタボ血液検査セット(中性脂肪、トータルコレステロール、HDL コレステロール、LDL コレステロー

ル、血糖、ヘモグロビン A1c)、肝機能血液検査セット(GOT、GPT、γ-GTP、アルブミン)、貧血血液検査セット(白血球数、赤血

球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数)を行います。 

11 月 21 日から 23 日までは無料実施しますが、24 日以降は 1 項目 500 円とし、セット検査で 2,000 円までの価格帯で実施する

事としております。 

指先穿刺により採血後、約 10 分以内に検査結果が出るシステムになっております。また、健診者番号により、個人検査結果の管

理ができ、過去の検査結果をインターネットのサイトで見ることができます。日常業務は香川県臨床検査技会の OB、OG が中心と

なってあたり、「気軽に何時でも出来る臨床検査」をキャッチフレーズとして、県民の皆様の健康を守るために開業致しました。 

この事業が一都道府県技師会の事業に留まらず、日臨技を初め全国の技師会に広がることは、臨床検査技師の雇用の促進に繋が

ることは申すまでもなく、街角で臨床検査という分野が健康という財産を自ら守る意識並びに、生活の一部として習慣となり、国

民の健康寿命の延長を促し、大局的には膨張を続ける医療財政の軽減に寄与できればと思っております。 

【(社)香川県臨床検査技師会会長 野村 努】 

 

 

 

 

日臨技のパイロット事業“街角ラボ in 香川”が、

いよいよスタートする。 
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厚生労働省事務連絡 

平成 22 年 10 月 8 日付けで、厚生労働

省医政局総務課医療安全推進室指導係長

より、「医療安全週間(11 月 21 日～27 日)
について」が発出されています。 
 医療安全推進週間の実施について、本

年度においても「患者の安全を守るため

の共同行動(PSA)」の普及・啓発を図るた

めの催しを企画しました。当室では、こ

の催しをきっかけに、医療従事者の意識

の向上、医療機関等における組織的取組

だけでなく、患者・国民が、医療に関心

を持っていただき、医療に関する情報を

医療従事者と共有することで、積極的に

医療に参加を促すことを目的に対象者の

範囲を広げております。当該期間中は、

添付のポスターを貴施設の窓口等におい

て掲示や配布をする他、様々な事業等の

機会にご活用いただけるよう、ご協力方

よろしくお願いいたします。 
http://nhlw.go.jp/topics/bukyoku/i
sei/i-anzen/torikumi/iryouanzen1
0.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集室 
 

◇ 臨床検査振興協議会(渡辺清明理事長)では、毎年 11 月 11 日を「臨床検査の日」と定めたことが報じられています。臨床検査に

対し、国民や医療従事者に正しい理解を求め、臨床検査のさらなる適正化についての啓発を行うとしており、この創設を記念して、

11 月 11 日にフォーラム「知ってもらおう、みんなの臨床検査」を開催するとしています。 
◇ 毎年、4 月は日臨技「臨床検査月間」、11 月は日本衛生検査所協会が「臨床検査普及月間」となっており、さらに、4 月 15 日は

「世界医学検査デー」となっています。 
◇ 報道によると、振興協議会広報担当理事の佐守氏は、月間は各団体が設定したもので、「臨床検査の日」は振興協議会として制定

したものと説明しています。さらに、11 月 11 日に関しては、あくまでも“総合的に勘案”したものと述べています。この“総合

的に勘案”の意味はさだかではないが、数年前、佐守氏とは、日臨技と日衛協の各月間をとおし、更なる連携を強め、特に学術交

流などを行うことで一致した経緯があります。経緯はともかく、「臨床検査の日」が制定されたことは、我々臨床検査技師としては

大いに歓迎すべきでしょう。 
◇ ところで、皆さんは、11 月 11 日はどのような日かご存じですか？ 
今を遡ること 60 年･･･昭和 25 年 11 月 11 日は、北海道臨床衛生検査技師会の創立記念日です。 

北海道の皆さんは「創立記念日 11 月 11 日」を「臨床検査の日」に制定され、偶然とはいえ忘れられない日になりそう 
ですね･･･ナンチャッテ！                                   【TAKADA】 

 
 
 

 

お知らせ！  

結核研究奨励賞 

候補者推薦依頼 
 

「医学検査」Vol.59 No.11＜11月号＞に、

今年度の結核研究奨励賞候補者推薦に

関わる「応募要領の詳細・応募用紙」を

掲載してあります。 
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、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。                        
 
※ 自薦・他薦 
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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 
 

 開催日程：平成 23 年 1 月 23 日(日)   会場：学術総合センター 
 受  講  料：10,000 円           募集人員：200 名 
締  切：12 月 17 日(金) ＜ 詳細は、「医学検査」10 月号＞ 
内  容： 

      1．医療安全対策の取り組み状況について 
           厚生労働省医政局総務課医療安全推進室主査 初村 恵 
      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 
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