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                                   会長 宮島喜文 
師走の衆議院選挙となり、慌ただしい年の瀬となりそうです。 
さて、今年の日臨技は新たな時代への第一歩を踏み出した年となりました。 
この春は、総会の不成立や執行部への批判で紛糾するなど、異例の事態というべき状況が続き、日臨技の将来

を憂う時期もありました。そのような下で実施された会長候補者選挙で当選させていただき、5 月 26 日に新執

行部を発足させました。次世代の人材育成も念頭に新進の執行理事を起用し、平均年齢 53 歳と大幅に若返りを

図りました。しかし、何分にも経験が浅いため、過去に重責を歴任した理事の方々の指導を受け、会務の遂行に

あたっています。また、第 61 回日本医学検査学会や第 50 回大韓臨床病理士大会など行事や全国研修会、支部

学会など定例的業務を進めるとともに、前執行部から引き継いだ懸案事項（頓挫した福島県民健康管理調査、臨

床検査振興協議会やチーム医療推進協議会への加盟問題など）も、皆様のご協力をいただき、一応解決すること

ができました。 
秋から選挙で公約した「日臨技を新生させ、未来を拓く」を実現するために、「未来構想策定」、「チーム医療

推進」「学術組織再構築」「東日本大震災・福島原発事故支援」など諮問委員会を立ち上げ、現在、年度内での答

申に向けて取り組んでいただいております。 
また、IFBLS 学会（2016 年）の日本招致を実現させ、血圧測定の認証など法改正も一部進めることができま

したが、まだまだ難問が多く山積しています。 
このような中で、私は意を決し病院を辞め、7 月から会長職に専念し、課題に取り組んでみましたが、ひとり

の力には限界があります。 
会員の皆さんにご協力と、行政・関連団体・学会のご支援・ご理解がなければ、私たちの学術の振興や地位向

上などは実現できません。日臨技と都道府県技師会・会員との絆を一層強めるとともに、他団体との連携も強化

する必要があります。日臨技の会務運営において“自己完結”などとはありないことを痛感しているところです。

1 年間のさまざまな出来事を真摯に受け止め、心新たにして新年を迎えたいと考えております。 
会員の皆さん、1 年間大変お世話になりました。来年もよろしくお願いします。良いお年をお迎え下さい。 
 

今年 1 年を振り返って 

 
「血圧測定」周知の取り組み 
臨床検査技師の自動血圧計による血圧測定については、本会誌「Vol.18 №12 24.11.1 号」ですでにお知らせしたと

ころです。 
臨床検査技師の業務拡大は、平成 11 年の生理学的検査に聴力検査が追加されて以来となります。日臨技ではこれ以

降も血圧測定をはじめとする要望を継続してきたところですが、厚生労働省の理解が得られてきませんでした。 
 しかしながら、最近の医療関係職間の役割分担の推進の観点から、厚生労働省の考え方もかわり、医療関係職の業

務に対する理解が進んだことから今般の業務拡大につながったものと考えます。 
今回の血圧測定は、厚生労働省への疑義照会とその回答という形で実現しましたが、これまで皆様からいただいた

ご意見をもとに、今後、臨床検査技師法改正（たとえば臨床検査の業務独占）や省令改正（味覚・嗅覚検査等の追加、

検体採取等）などに取り組んでまいりますので、今後ともも皆さんのご協力をお願いいたします。 
また、本件については、関係各団体をとおして各医療機関等へ周知の協力を要請していまいりましたが、会員の皆

様においても各職場内に周知いただき、医療関係職間の役割分担の観点からの検討を進めていただきたいと思います。

なお、当然のことですが、業務の拡大に伴う臨床検査技師の責任、義務が求められます。今後ともたゆまない知識、

技術の研鑽も求められますので、研修会・講習会などへの参画などに励んでいただきたいと思います。 
（周知要請先）※順不同   日本病院会 日本医療法人協会 日本精神科病院協会 全日本病院協会 

全国自治体病院協議会 日本私立医科大学協会 日本対がん協会 日本人間ドック学会 
日本人間ドック健診協会 日本臨床検査専門医会 日本臨床検査医学会 
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都道府県技師会の取り組み 

青森県 
乳がん予防啓発事業報告 

乳がんの罹患率は年々増加傾向にあ

り、中でも青森県の乳がん死亡率は、

全国ワースト２位となっています。乳

がんを早期発見し、死亡率を少しでも

減少するためには、乳がん検診の受診

率を上げなければなりません。そこで

今回、県内の看護師や放射線技師、臨

床検査技師などの医療従事者が集まり

青森ピンクリボンプロジェクトを発足

し、平成 24 年 10 月 21 日（日）“青森

市サンロード青森”において、乳がん

予防啓発活動として初めてのピンクリ

ボンイベントが開催されました。 
ひとりでも多くの市民の皆様に、乳

がんに関心をもってもらい、早期発見

や検診の大切さを知ってもらうため

に、ステージ上ではピンクリボンの話

や乳がん検診の啓発ショートムービー

「１枚のコイン」の上映、コンサート

などが行われました。 
一方、私たちはステージ脇に医療ブ

ースを設け、コメディカルが共同で、

「あなたに適した健診教えます」と銘

打ち、資料の呈示や配布、模型による

触診を体験してもらいながら、マンモ

グラフィや乳房の超音波検査の特徴や

意義、年齢に応じた定期的な健診につ

いて説明しました。 
また、来場者の方々にはアンケート

にご協力いただき、乳がん検診への関

心の有無、健診受診率、健診したこと

のない場合は、その理由についての記

入欄を設け、今後の受診率向上につな

がる貴重な意見をいただきました。 
今回のピンクリボンイベントで、触

診による乳がんチェックや、マンモグ

ラフィ、超音波検査などの乳がん検診

の重要性について情報発信ができたと

思われますが、今後健診率が向上し、

少しでも乳がん死亡率が減少するよう

継続的な活動をしていきたいと思いま

す。         【佐藤裕久】 

愛知県 
ピンクリボンフェスティバル 

名古屋に参加して 
愛臨技では以前よりピンクリボン活

動に積極的に協力をしてきましたが、

昨年 6 月にピンクリボンフェスティバ

ル名古屋推進委員会が発足し、愛臨技

から中井副会長が委員として参加する

こととなり、より協力体制が強化され

ました。委員会では名古屋においても

仙台、東京、神戸に負けないよう盛り

上げていこうと活発な意見が交わされ

たようです。本年度の活動として ①

9 月 8 日（土）の名古屋駅栄周辺での

街頭キャンペーン、② 10 月 1 日（月）

の名古屋城ピンクライトアップ、③ 10

月 13 日（土）のスマイルウォーク名古

屋大会、④ 10 月 14 日（日）の名古

屋大学でのピンクリボンシンポジウム

が企画されました。愛臨技では 9 月 8

日（土）の大須商店街での街頭キャン

ペーン、10 月 13 日（土）のスマイル

ウォーク名古屋大会での検診啓発活動

として参加することになりました。 

9 月 8 日（土）の大須商店街での街

頭キャンペーンでは、愛臨技からは中

井副会長と私を含め 5 名が参加し、買

い物客に啓発資料およびスマイルウォ

ークへの参加を呼び掛ける案内などを

配布しました。商店の店員さんからは

商売の邪魔だと言われながらも趣旨を

お話し理解していただきながらなんと

か資料を配布し終えました。中には関

心を示していただいた方も見えたこと

で、疲れも忘れ、この活動の意義を感

じました。 

10 月 13 日（土）のスマイルウォー

ク名古屋大会では多数の参加者があ

り、久屋大通公園久屋広場の特設会場

からスタートしテレビ塔・名古屋市役

所・名古屋城北堀沿い・能楽堂・五条

橋・四間道・納屋橋・御園通り・白川

公園・大須観音を巡って久屋広場に帰

ってきました。出発セレモニーでは歌

手のアグネス・チャンさん、冬季オリ

ンピック代表の荻原次晴さん、書道家

でタレントの矢野きよ美さんのトーク

ショーが、ウォークのあとには名古屋

 

医療センターの遠藤登喜子先生がトー

クに参加され、マンモグラフィの検査

の実態をモデルと実際の機器を使って

紹介されました。愛臨技は癌検診啓発

活動を目的に参加しました。病理細胞

班および細胞検査士会愛知県支部の協

力のもと検診受診の啓発活動の一環と

して乳癌のみならず子宮頚癌のスライ

ド標本を用意し、参加者に呼びかけ、

顕微鏡で実際に癌細胞を観察していた

だきました。早期に発見すれは完治が

望める癌であることをお話しし、検診

の重要性を説明させていただきまし

た。参加者の中には乳癌を患った方が

みえ、組織型、石灰化など細かなこと

まで質問される場面もあり、乳癌に対

する関心の深さが窺えました。我々の

活動は地道ですがこのように市民の皆

様に直接ふれあうことで、健康増進の

一役を担えたことを有意義に感じまし

た。今後もピンクリボン活動に微力な

がら協力してゆきたいと思います。  

           【所 嘉朗】

兵庫県  
乳がん検診促進キャンペーン 
「市民公開講座」の報告 H24 
10 月 21 日に姫路市花の北市民広

場・中ホールで、「乳がん検診促進キャ

ンペーン」として市民公開講座を開催

しました。乳がん検診の重要性を臨床

検査技師、医師というそれぞれの立場

から一般市民に向けた分かりやすい講

演内容となりました。 
まず、臨床検査技師の立場から、姫

路赤十字病院 検査技術部 技師長 山

本茂秀 先生による「乳がんを検査する

－適切な術後補助療法のため－」と題

して、病理学的なアプローチで検査の

重要性とその手技、結果の解釈を専門

的かつ分かりやすい表現で解説して頂

きました。病理学的な検査の前にマン

モグラフィや超音波検査による精査が

あり、その中の一部の病変に対し細胞

診が行われ組織診があることを紹介さ

れました。 
病理学的検査は要精査し判定された

ときに実施されるのですが、８０％以

上が良性であると統計的な数字がある

なかで、どのように検査がなされ判定

されるかの専門的な染色細胞などをス

ライドで示しながら聴講されている

方々の興味を引き付けていました。 
医師の立場から、いしづか乳腺外科

院長 石塚 真示 先生による「増え続

ける乳がんのお話－見つけ方～治療ま

で－」と題して、検診で発見された患

者さんについて自院のデータを交えな

がら、検診による早期発見・早期治療
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      ～更新中～ 

の重要性について講演していただき

ました。検診の意義は早期発見・早期

治療にあり、症状が無くとも自分から

健診を受けることは家族のためにも

大切であることを強く述べられまし

た。乳がんは女性死亡原因のトップ

で、もはや自分は大丈夫と思い込んで

いる時代ではなく、明日は我が身とも

いえる病気であると述べられ、若いと

きから関心をもつことが大切と感じ

ました。診断と治療の基礎知識として

ホルモン療法、抗がん剤治療、分子標

的治療などを話されました。それぞれ

の視点からの講演でしたが、分かりや

すい説明にうなずきながら聞きてい

る方や熱心にメモを取っている方も

おられ、乳がん検診の重要性を少しで

もご理解いただけたのではと思いま

す。 
質疑応答時間では実際に乳房切除

術を受けられた方から、検診を受ける

間隔や日常でどのように注意すれば

よいのかと切実な質問が寄せられ、石

塚先生より状態、ステージによって違

いはあるが医師との相談で決めるべ

き事項であること、患者さん個人と密

なコンサルティングを重要に決定す

べきことであると回答され、一般的に

乳がん検診は若い時から早期発見に

重点を置き、乳房切除なく治療を行う

ことが患者さんの QOL 向上につなが

ると説明がありました。乳がんは働き

盛りの女性（壮年層）に発生すること

が多く、個人だけでなく、家族、社会

まで巻き込んでしまいますが、早期発

見・早期治療で治る可能性が高く、検

診の重要性を改めて実感することが

できました。      【藤井誠治】 

  
 
 
 
 
 
 
 
熊本県 

ガン制圧活動に参加して 
市民の皆様が毎年楽しみにされて

いる熊本市民健康フェスティバル

が、今年も 10 月 13 日（土）と 14 日

（日）に開催されました。 
会場は熊本市の中心地にある鶴屋

デパートと県民交流会館パレアで

す。熊本市民健康フェスティバルは

平成元年から始まり今年で 24回目で

す。 
今回は、熊本市が 4 月から政令指定

都市の仲間入りを果たし行政も一段

と力を入れたこと、また、両日とも

天気にも恵まれたことも手伝って、

大勢の人の参加がありました。 
 私達熊本県臨床検査技師会は、心

電図・腹部超音波・血管年齢・乳が

ん検診啓発、今年から新たに子宮ガ

ン検診啓発を加えた 5 つのコーナー

に 1 日約 30 人、延べ 60 人で参加

しました。 
 乳がん検診啓発コーナーでは、自

己診断時の参考になるよう乳がんモ

デルの触診体験、パネルを通して検

査方法の説明などを行いました。 
子宮ガン検診啓発コーナーでは、

ＤＶＤを使ってＨＰＶの説明、顕微

鏡を使って実際のガン細胞を大型画

面で見てもらう体験も行いました。 
それぞれにパンフレットやリーフ

レットを日臨技から頂いたファイル

へ入れて配布し、より分かりやすい

資料の提供も行いました。 
市民のガンに対する関心も年々高

まり、若い方から年配の方まで 2 日

間とも大盛況でした。 
検診を受けることで早期発見・早

期診断・早期治療の大切さは十分に

啓発できたと思います。 
また、臨床検査技師としての仕事

も市民の方へアピールできた活動で

した。       【中潟 順子】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和歌山 
乳がん予防啓発活動 

10 月 7 日（日）に、田辺市本宮町

で行われた「ピンクリボン紀南 2012
熊野本宮大社ピンクライトアップ」

に参加しました。 
 検診受診率の向上と、患者サポー

トを目的に行われた乳がん特別講演

会では、医師（乳腺専門医）と、読

売新聞記者（乳がん体験者）にお話

し頂きました。 
 医師からは、「乳がん検診と治療」

について、そして乳がん体験者から

は「乳がんと私」と題してご講演い

ただきました。講演会に続いての点

灯式では「いのちのうた」を合唱し

ました。 
 会場入り口においては、セルフチ

ェック用に設けた乳がん模型、検診

に関する冊子等の配布による啓発を

行いました。 
啓発活動の継続による検診受診率

の向上が、一人でも多くの女性の命

を守ることに繋がり、命の大切さを

守ることになります。合唱した「い

のちのうた」は、その命の大切さを

発信する歌であり、講演会の内容と

相まって、命の尊さの身に染みる合

唱となりました。 
 外では、星空の下、世界遺産・熊

野本宮大社の大鳥居が桜色に浮かび

上がりました。自宅までの車の 2 時

間が、心地よい疲れとなった一日で

した。       【須賀 洋】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
徳島県  
  がん予防啓発事業 

徳島県臨床検査技師会では、平成

24 年 9 月 29 日（土）に徳島市で行

われた『リレー･フォー・ライフ徳島

in 新町川水際公園』への参加と、会

場付近で、「がん予防啓発事業」とし

て子宮頸がん予防啓発パンフレット

等の配布を実施しました。会場は徳

島駅より徒歩数分の公園で、午前･午

後に分かれ合計 21名の技師で配布し

ました。当日は台風 17 号の接近に伴

う雨天のため、予想より人出は少な

くなりましたが、一般市民に対して、

子宮頸がんの予防、早期発見、ワク

チン接種についての理解を深めまし

た。        【大久保幸枝】
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宮崎県 
がん予防啓発事業 

宮崎県臨床検査技師会は日臨技の

公益委託事業(がん予防啓発に関する

事業)として、10月20日、イオンモー

ル宮崎にて、"きて・みて・体験・み

やざき発!健康パーク2012」に参加し

ました。 

このイベントは、宮崎市が主催で

「健診に行こう～受けて安心、がん検

診」キャンペーン及び健康増進法第3

条の規定に基づく健康教育啓発活動

とし実施されたもので、当技師会は、

顕微鏡で実際のがん細胞を観察でき

るコーナー、乳がんのセルフチェック

法やがん検診についての情報を示し

たパネル展示、子宮頚がんとそれを予

防するワクチンについて説明するパ

ンフレットの配布などを行いました。 

当日は幼児から高齢者まで幅広い層

の来場者があり、検査技師ll名で標本

展示に関する説明や、がん検診などに

関する質問に答えさせていただきま

した。来場者は女性の割合が多い印象

で、乳がんのセルフチェソク法のパネ

ルを熱心に見ている方や、女の子をも

つ親御さんから、子宮頸がんワクチン

に対する費用や効果の質問が寄せら

れました。 
会揚は、ほかにも禁煙チャレンジひ

ろば、ピンクリボンコーナーなどのブ

ースがあり、それぞれのブースと合わ

せて啓発活動を行うことで、単独で行

うより具体的にがんの恐ろしさや検

診の必要性を訴えることができたよ

うに感じます。 

タッフはっぴ、のぼり旗を持って一般

市民と歩きながらの交流で、検査技師

会のアピール及びがん予防啓発が十

分に行われた。また、同 10 月 6 日イ

オン鹿児島にて「NPO 法人ピンクリボ

ンかごしま」と各医療団体・施設で共

催で行った事業では、特に 30 代女性

の市民の方の参加が多かった。また、

血糖値検査を体験型としご本人に指

導しながら穿刺をご本人で実施して

いただいて、従来の単なる測定より一

層検査に興味を持っていただけた様

子で好評だった（303 名実施）。 

合わせて、検査結果表は日臨技作成

クリアファイルに乳がんの小冊子と

ともに入れて渡し、デザインも好評で

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わ

れた。 

今回は、リレー・フォア・ライフと、

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。 【小野三智男】

今後も技師会としてこのようなイ

ベントに参加し続けることで、社会貢

献や、検査技師という職業を広く知っ

てもらうよい機会になればと思いま

す。                【福田沙耶香】

 
 
 
 
 
 
 
鹿児島県 

 がん予防啓発事業 
2012 年 9 月 15 日（土）鹿児島本港区

ウォーターフロントパークにて、従来

つなげよう命のリレーと題したイベント

は、本年から RFL：リレー・フォア・ライフ

が主催で、共催・後援など 20 団体で開

催された。１２時からスタートした「リレー

フォーライフかごしま～つなげよう！命の

リレー～」は、台風接近のため残念なが

ら 16 日（日）３時に中止となりましたが、

主催者発表では、：参加者：６２５名 （う

ちサバイバー ５２名） チーム数：４１チー

ム で盛会裏に終了できました。 

 当会は、がんの検査の案内チラシ（10

種類）200 部を準備し粗品と共に配布

し、又クリアブックに入れた為、受け

取り易く、配布しながらの説明相談に

柔軟に対応でき大変よかった。 

ウォークにも多数参加しました。ス

 

（編集後記） 

  先日、東京の会議に行ってきました。ホームに降りてまず感じた事は「暖かい」 
 の一言でした。私の地元はすでに雪化粧。さすがに東京に長靴は履いてはいきま 
せんでしたが少し移動（200km）移動しただけでこんなにも違うのか…と驚きま 
した。師が走るほど何かと忙しい師走。皆様も様々お忙しい事かと思いますが、 
くれぐれも事件、事故にはお気を付けくださいますよう宜しくお願いいたします。 
今年一年、目まぐるしくいろいろな事がありましたが「終わり良ければ全て良し！」 
皆様、良い新年をお迎えください。             【SAKANISHI】 

 
平成 25 年度 会費納入手続きのお願い 

会員の皆様には、ますますご健勝のことと存じます 

さて、ご承知のとおり、当会の会費は規定により前納制となっております 

平成 25 年度会費はご登録いただいた口座から 平成 25 年 2 月 27 日（水）に引き落としします 

まだ口座をご登録されていない方には、2 月中旬にコンビニ払込用紙を送付いたします 

詳細は当会ホームページをご覧下さい 

お近くに未入会の方がいらっしゃいましたら、一人でも多くの技師が入会されるよう 

お勧めくださることを併せてお願いいたします 


