
Vol.18 No.13                  会報 JAMT ホームページ掲載                     平成 24 年 11 月 26 日 
 

 
    

 
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

１Ｐ：トピックス ２～３P：支部学会 ４～８P：都道府県技師会の取り組み 
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第１回東日本大震災・ 

・         原発事故支援に関する検討委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

トピックス２

11 月 9 日(金)午後 5 時より日臨技会館にて、 
第１回の表記委員会が開催された。 
既に大震災より１年半以上の時間が経過している

が、日臨技としてどの様に取り組んでいくかについ

て審議された。 
委員会メンバーは 11名、その内 8名は日臨技理事。

理事の立場でもある北日本支部・伊藤支部長、宮城

県技師会・長沢会長をはじめ、福島県技師会・大花

会長、岩手県技師会・安保会長らが名を連ねている。

委員長に伊藤支部長、副委員長に大花会長が選出さ

れた。 
会議冒頭にこれまでの経緯説明があり、その後、

支援の方向性、具体策が討議された。今後はメール

会議を中心に進めて行く予定。 

 
学術組織再構築委員会の動き 

 
 

トピックス１

10 月 14 日（日）「第 1 回学術組織再構築に関する検討委員

会」が開催されました。 
学術組織再構築に関する検討委員会は宮島会長が会長選挙

で訴えてきた、「私たち職能団体の基本は学術活動、人材育成

こそ日臨技の”真髄“です」の言葉通り、本委員会は“未来を拓く、

日臨技”を目指した委員会であり、委員構成は会員からの公募

と、各支部からの推薦されたメンバーからなります。 
各支部から 1 名推薦された委員に加え、一般会員から応募の

ありました 2 名の委員に参加していただき開催されました。 
委員長には岡田健委員（中四国）、副委員長には山本幸治委

員（中部圏）が就任し、旧研究班、旧部門体制の問題点や都道

府県技師会・支部・日臨技での学術活動の役割分担および連携

についてなど活発な意見交換が行われました。 
今後はこれらの意見をもとに今後の臨床検査技師育成にと

って有用な学術組織再構築に関する答申が出される予定とな

っております。 
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北日本支部 第 1 回 日臨技北日本支部医学検査学会 
学会長 大花 昇（社団法人福島県臨床衛生検査技師会 会長） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
子供達が自然豊かな福島の故郷で、なにものにも気遣うことなく、無邪気に、元気に走り回って、楽しく遊べる

日が一刻も早く戻ってくることを願ってやみません。皆様には、東北の被災地並びに福島県に対し、今後も末永い

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 24 年度日臨技北日本支部医学検査学会（第 1 回）は、平成 24
年 10 月 20 日（土）～21 日（日）、福島県福島市「コラッセふくしま」

において社団法人福島県臨床衛生検査技師会が担当し開催しました。本

学会は、約 800 名の皆様にご参加をいただきお陰さまで無事盛会に終

了することができました。これもひとえに、会員の皆様、講師の先生方、

座長の先生方、北日本支部幹事の皆様、北日本支部の各技師会会長様、

賛助会員様並びに関係各位の暖かいご支援とご協力の賜物であり、実行

委員を代表し心から御礼申し上げます。また、学会式典では、ご公務ご

多忙のところご来賓の皆様にご臨席を賜り、ご祝辞を頂戴しましたこと

厚く御礼申し上げます。 
この度の学会は、北日本支部（会員約 8,000 名）として組織改変され

てから初めての学会であり、この第 1 回学会を福島から開催させてい

ただいた事は大変嬉しく、また光栄な事と思っています。現在の福島県

は、他の被災地と同様、まだまだ復興とは言い難く、加えて原発事故、

そしてそれに伴う風評被害、除染の問題、叶わない故郷への帰還、医師

不足・看護師不足など、課題も多く大変厳しい状況にあります。特に、

原発事故の収束には、向こう 40 年とも、50 年を要するとも言われてい

ます。 
 この様な状況を踏まえ、本学会のテーマは「復興祈念 いまこそ飛

翔のとき」としました。これは、一日も早い復興と原発事故の早期収束

を願い、また震災以降、全国の皆様から暖かい励ましと多大なご支援を

頂いた事への御礼と、感謝の気持ちと、この福島から元気を発信する学

会とすることで、恩返しをしたいという思いを込めていました。さらに、

誰もが経験した事のないこの厳しい現実に直面し、いまこそ我々は、一

丸となってこの難局に立ち向かい、世代を越えて乗り越えていき、医学

検査の更なる精進を重ね、将来に渡り東北の被災地の皆様や福島県民の

医療を支え、また健康を守り続けることが使命であり、責務と考えます。

 
◆結核研究奨励賞公募 

締切 平成 24 年 12 月 20 日(木) 
◆日臨技学術奨励賞 

  締切 平成 25 年 1 月 22 日(火) 
  

※詳しくは「医学検査」11 月号［2012 Vol.61 No.6］または日臨技ホームページをご覧下さい 

 
募集中 
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関西支部 第 52 回 日臨技関西支部医学検査学会 
学会長 玉置達紀 (一般社団法人和歌山県臨床検査技師会 会長) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
より、最終の参加者数は、有料 752 名、無料 64 名、学生 9 名、和臨技 150 名の合計 975 名と当初の予想を大きく

下回る結果となりました。台風という災害によって、多くの会員、講師の方々に多大なご心配とご迷惑をおかけし

た事をお詫びすると共に、災害時の学会の在り方や、運用、広報、連絡について考えさせられた学会となりました。 
 台風襲来という学会ではありましたが、和臨技スタッフ一同、中止する事無く、学会を終える事が出来た事を嬉

しく思います。 
 

中四国支部 第 45 回 中四国支部医学検査学会 
学会長 岡田 健 (社団法人岡山県臨床検査技師会 会長) 

－高校生のための学会体験ツアーを企画して－ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世代の高校生が近い将来、同じ医療の現場で働く仲間になることを願って臨床検査および臨床検査技師について伝

えて行くことが重要と思われました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日臨技関西支部医学検査学会が、全国の支部学会に先駆けて 9 月 29
日、30 日の日程で和歌山県南紀白浜の地で開催されました。支部学会と

して新たに歩み始めることから、メインテーマを“新たなる旅立ち“と

し、風光明媚で良質の温泉に加えて国内最大数のパンダ、近くには世界

遺産である熊野古道へと続く道が開けている事から、サブテーマを

Learning ＆Healing としました。学会は今までの流れを継承し、日本臨

床検査医学会近畿支部と日本衛生検査所協会近畿支部との同時開催と

し、近臨技が企画する”チーム医療実践セミナー（ICT,DM,NST）“も

行われました。学会は文字通り、”学びと癒し”に充ち溢れた学会とな

り、多くの会員が一般演題、特別企画、機器展示発表、懇親会で交流す

ることができました。また支部学会であることを考慮し、日臨技企画や

総合認定管理に関するシンポジウムも取り入れることができました。 
 しかし、数日前に発生した台風 17 号が急遽進路を変え、学会二日目

の正午あたりに和歌山県潮岬付近に上陸したことによって、多くの参加

者が来県できず、一部の演題でキャンセルとなりました。台風の影響に

11 月 3 日、4 日に開催された学会の特別企画として高校生の

ための学会体験ツアーを企画しました。ツアー内容は、病院見

学、学会見学、大学の説明などです。病院見学は 1 日あたり 10
名の限定で募集をかけました。一日目は 3 名、二日目は 10 名の

事前登録があり、学会会場近くにある岡山済生会総合病院の検

査室の見学をしました。学会見学、大学説明も両日で 66 名（父

兄・高校教員含む）あり、とても盛況でありました。臨床検査

技師の業務の紹介、研究発表の場である学会の体験、岡山県内

の臨床検査技師を目指せる大学・短大（岡山大学、岡山理科大

学、倉敷芸術科学大学、川崎医療短期大学）の説明会も開催し

ました。高校生はもちろん大学の先生方にも好評でありました。

一般市民にはまだまだ認知度の低い臨床検査技師ですが、次の 

【高校生からの感想】  

・発表されている方を見てあこがれた。 

・いろんな機械が使えないといけないなと

思った。 

・病院見学で実際の様子を見られて、ぜひ、

臨床検査技師なってみたいと思った。 

・たくさんの大学の説明を 1つの会場でき

くことができてよかった。 

・実際に検査技師として働いている人に話

が聞けてよかった。 

【大学・短大先生からの感想】 

・高校生対象の企画に多数の参加があり、期待どおりの反響でよかっ

た。 

・また、こんな企画をお願いします。ぜひ、参加したい。 

・オープンキャンパスの時は高校生がいっぱいいるので、今回は１人

１人に時間がとれて良かった。 

・今回の学会は勉強になる企画が多い中で、特にこの高校生企画は素

晴らしい試みだった。  

・臨床検査技師についてあるいは医療全体について高校生に説明する

中で、私自身の考えもずいぶんまとまりました。はじめて技師会の

学会に参加いたしましたが、技師会の皆様のお話をたくさん聞くこ

とができて非常に勉強になりました。 
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北海道    がん予防啓発事業 In 北海道 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福島県                ピンクリボンキャンペーン 
                

 
案内チラシ配付は 1600 部、触診体験は 268 名、来場者総数は 536 名と昨年を上回る来場者なりました。次回は男

性向けのテーマも検討して、家族で楽しみながら健康を考えるイベントを企画していきたいと思います。【森 菊夫】 

今年度北海道は 2 箇所での開催となりました。十勝地

区は帯広市健康福祉センターにおいて、札幌地区は札幌

駅前通地下広場において PR・啓発活動を行いましたの

で、その報告をさせていただきます。  
【帯広編】去る 9 月 2 日（日）、帯広市健康福祉センタ

ーにおきまして、「第 27 回おびひろ健康まつり」が開

催されました。健康まつり検査展は、十勝臨床衛生検査

技師会において毎年恒例の事業として参画しており、会

場を訪れて頂いた皆様に臨床検査技師という職種を知

っていただくと同時に、いろいろな体験を通じて、参加

された方々の健康管理の一助として役立てていただけ

れば･･･との思いで活動しています。 
今年度の検査展来場者数は550名（アンケート配布数）

という沢山の方々にご来場いただき大盛況となりまし

た。今回、昨年度まで実施していた血管年齢測定（指尖

容積脈波）にかわり、『頸動脈超音波検査体験』を新た

に行うこととなりました。総頸動脈を描出し超音波検査

では実際にどのように画像が見えるか？などを体験し

ていただきました。その他、骨密度検査、ストレスチェ

ック（唾液アミラーゼ測定）、聴力検査、AED 実技講習と盛りだくさんの内容で、どのブースも大変な賑わいを

見せていました。 
また、日臨技の公益事業である「がん予防啓発事業」に関連し、がん予防ポスター展示やパンフレットの配布

等も行われ、検査展は大盛況のうちに終了する事ができました。健康まつりへの参画は技師会事業のなかでも重

要な活動として位置づけされており、今後も継続していきます。 
【札幌編】10月7日（日）、札幌駅前通地下広場（北3条交差点広場西側）にて検査deフェスティバル2012を開催

しました。検査体験者の人数がのべ1300人を超え、去年を上回る盛り上がりでした（血管年齢：359人、血圧：

238人、自己血糖測定：250人、ストレス度チェック：228人、肺年齢：165人、脳年齢：102人）。 
11 時～14 時までの 3 時間程度のイベントでしたが、開始 10 分前から行列ができたり、500 部用意しておいた

臨床検査技師啓発用の配布資料が開始後 2 時間弱で底をついたりと、予想以上の反響の大きさでした。どの検査

も 30 分以上待つ状況になりましたが終始無難に終えることができました。また、昨年同様イベントスペースの一

角を細胞検査士会にお任せし、がん予防の啓発をしていただきました。糖尿病療養指導士談話会より自己血糖測

定コーナーへ技師の応援をいただきました。来年度以降も他団体と協力し、札幌の臨床検査技師が一つになって

市民の方々に「検査のプロ、臨床検査技師」の存在をアピールできるイベントになればと思います。 
 以上、2 箇所での開催でしたが、臨床検査および臨床検査技師のアピール、がんに対する正しい知識と検診の

重要性を啓発できたと思われます。                             【東 恭悟】

 9 月 9 日（日）、いわき市かしまショッピングセンターエブリアにおい

てピンクリボンキャンペーンを開催しました。乳がん触診模型による触

診体験、アンケートを行い、パネル展として「乳がんについて」「検診」

「検査技師の仕事紹介」などを行いました。今年も乳腺外科医の参加を

得て、具体的な説明や相談を受ける事ができました。東北大震災で避難

し、実際にどこの施設に受診したら良いのかとの相談も受け、今回のよ

うなイベントの必要性を感じました。 

また、顕微鏡・モニターによる乳がん細胞の実写や各種乳がんパンフ、

グッズの配付のほか、子供に人気のバルーンアートを行いました。今年

は会員の努力もあってさらにレパートリーを増やしました。

都道府県技師会の取り組み 
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埼玉県                  「大腸がん予防啓発活動 2012」in さいたま 

 
を勧めるとともに検査技師会の広報を目的とした日臨技・埼臨技の名前を入れた幟を掲げたスタッフが、暑いなか

目立つように揃いの青いジャンパーを着て、街ゆく市民に大腸がん早期発見のための検診受診の必要性を訴えまし

た。今回もまた若い方の関心は低いようでしたが、スタッフの熱心な活動のおかげで昨年より早く配布することが

できました。 
今後大腸がんの罹患率は、2020 年までには男性では第 2 位、女性では第 1 位になると予測されています。また大

腸がんの治癒率は、早期であれば 100％近くですが、一般に自覚症状がほとんどありません。完治のためには、無

症状の時期に発見することが重要なため、検診が有効な手段といえます。今後も一般市民に対し大腸がんを予防・

早期発見する上で、大腸がん罹患リスクの高い生活習慣病を改善すること、がん検診の対象になったら定期的な検

診受診することの重要性・必要性を認識してもらうため臨床検査技師会として事業活動を継続していければと思い

ます。                                           【手塚康晴】 
 
長野県 

  
 
 
 
 
 
 
 

「ピンクリボン」とは乳がんの正しい知識を広め、乳がん検診の早期受診を推進することなどを目的として行われる世

界規模の啓発キャンペーンですが本当に早期発見や早期診断、早期治療ができて良かったと言えるのは、がんを治療し

それを克服出来た時ではないでしょうか。検診による発見→診断→治療という過程で出てくる当事者の様々な気持ちに

私たち医療従事者が寄り添うためにはどうしたらよいのか。臨床心理士からは「こころを語ること・聴くこと」と題し

て、また緩和ケア認定看護師からもその様な場面では相手が話したい時に、話したい事を、話したいだけ聴いてあげる

事が大切であるとの話を聞くことが出来ました。また貴重な体験者からのお話では、セカンドオピニオンを活用して色々

なことを自分自身で納得して治療へ進む事の重要さなども伝えられました。さらに治療の分野では乳腺専門医から最新

の治療法をについて説明がありました。この講演を通して私たち技師に出来ることは、まず検診を促し早期発見に努め

ること、そして当事者からの質問や疑問に答えられる知識を身に付けるとともに相手のこころに寄り添い耳を傾けるこ

とも忘れてはならないと感じる貴重な講演でした。                        【川島 茂】 

新潟県 ピンクリボンホリデー2012 を終えて 

10 月 8 日（月）、朱鷺メッセで「新潟はっぴー乳ライフ・ピンクリボ

ンホリデー2012」が開催され 450 人以上が来場しました。当日は、マン

モグラフィ検診についてのリレー講座や乳がん体験者の講演、そしてタ

レント・クリス松村さんをお招きしてのトークショーなど大変楽しく充

実した内容でした。会場内の検査技師会のブースでは、スタッフ 10 名

で骨密度測定と体脂肪測定を行い、多くの参加者に検査を体験していた

だき大変好評でした。 

 この新潟ハッピー乳ライフの活動も６年目を迎えるそうです。 

現在、新潟県全体の乳がん検診の受診率は 25%に達し、これは全国的

に見ても上位のほうですが、まだまだ国の目標としている 50％に届いていない状況です。今後も検査技師会として

この活動に参加協力し、乳がんの予防啓発と臨床検査技師の認知度向上を目指したいと思います。 【田澤 崇】 

 日臨技公益委託事業として埼玉県臨床検査技師会では、今年も昨年

に引きつづき大腸がん予防啓発活動を行いました。 
台風 17 号と 18 号が日本列島接近中の 9 月 29 日（土）天候を心配

しましたが、台風と台風に挟まれた秋晴れの暑い 1 日となりました。

（昨年も暑かったことを思い出しました。） 
今年も昨年と同様に大宮駅西口デッキ上にて大腸がん検診が簡単

に受けられるという趣旨の小冊子、大腸がんの増加を示すパンフレッ

トとともに検査技師会名のシールを貼ったエコバッグを一緒にラッ

ピングして 500 セット配布しました。また昨年作成した大腸がん検診

 (社)長野県臨床衛生検査技師会は、10 月 6 日ＴｏｉＧｏ長野市生涯学習セ

ンターで「大切な家族を 大切な人を 大切な体を乳癌から守る」と題して

一般の方を対象とした公開講演を行い延べ１００人の方が公聴されました。 
講演では、保健師からの自己検診法の説明、臨床検査技師・診療放射線技

師からは乳腺超音波検査やマンモグラフィ検査を行う際によく聞かれる質問

や疑問点をはじめ乳がん検診の重要さ等を分かりやすく伝えてもらいまし

た。 

『ピンクリボンキャンペーン NAGANO２０１２』 
乳がん講演会を開催して 
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富山県     

  
族連れなど 250 名を超す多くの方々にブースを訪れていただきました．ブース内ではパネル展示、AIDS に関する

簡単なクイズやパンフレットと L-KAT と共同で作製したタオルの配布、バルーンアート作り（子供たちに大好評），

最後に来場者に AIDS に関する思いを書いてもらいメッセージボードも作製しました。 
当会ではこれまでも啓発事業として活動してきましたが、一般の方々と直接触れ合うのは今回が初めてで参加し

た会員は少し緊張気味でした。最近 AIDS について一般市民の感心が薄れて来ているとよく耳にしていましたが、

猛暑にもかかわらず熱心に話を聴いて下さったりパネルを読んでクイズに答えてくださる姿を見て本当は情報を伝

える方が少ないんじゃないかなーと感じてきました。これからもちゃんと知れば怖くない、正しく知れば怖くない

ことをもっとたくさんの人たちに伝えるために活動を続けて行きたいと思います。        【成瀬 智】 
 
三重県     松阪健康フェスティバル 

 
 
 
 
 
 
 
 
今年で 3 年目となるミニライブを午前 11 時 15 分から動脈硬化、乳癌・肝癌・子宮癌について行いました。集ま

った市民の方々が、真剣な眼差しで講演のスライドを見つめ、説明に耳を傾けていたのが印象的です。 
 医師相談コーナーには三重大学附属病院の竹田 寛院長に協力いただき乳癌検診の啓発活動を行いました。展示

ブースには、マンモグラフィ・超音波画像や細胞診顕微鏡写真の展示に加え、顕微鏡にて実際に細胞も準備し見て

いただいたところ、こちらも好評でした。今後も臨床検査の重要性も含め、広く広報・啓発していきたいと感じま

した。                                          【山本幸治】 
 
大阪府                   がん予防啓発事業！ 

  
 
胞診』、②『ＨＰＶ検査－その測定原理と併用検診における有用性』、特別講演では大阪がん循環器病予防センター 

婦人科検診部部長植田政嗣先生に『子宮頸がんは予防できる時代ですー検診と予防ワクチンー』の講演をしていた

だきました。検診の大切さや検査内容また予防ワクチンの必要性がよく分かる講演で、フォーラム終了後も市民の

皆さんから熱心な質疑もありました。今回は子宮頚がん検診の大切さとともに、検診に係わる臨床検査技師の業務 
や検査技師会に対する理解が得られたと思います。これからも、がん検診の必要性を訴えながら検査技師会の明る

い未来を目指して、がん予防啓発事業に取り組んでいきます。                 【清水隆之】 

 

 HIV 感染・AIDS 予防啓発事業として 9 月 17 日（月）新川文化ホー

ルにて行われた USIC FES 2012（富山県魚津市で開催される音楽イベ

ント）にあわせて会場内にブースを設置し，予防啓発活動を行いまし

た。今回は地元の L-KAT（Let's Know AIDS in Toyama）の皆さん、

富山県立総合衛生学院の学生の皆さんと共同で開催しました。 
L-KAT は富山県衛生研究所の堀元栄詞先生が起ち上げられた非営利

団体で富山県内を中心に、音楽や芸術を通じて HIV・エイズに関する

正しい知識を深めようという活動を行っています。 
 当日は 37℃近くの猛暑になりましたが暑さに負けないカップルや家

“Let's Know AIDS in Toyama” 

9 月 9 日（日）の秋晴れの中、松阪市子ども支援研究センター・

松阪コミュニティ文化センター・松阪市民文化会館においてが開

催されました。例年通り、「自分のからだを知ろうゾーン」に検

査設備・機器を持ち込んで、各機器メーカー協力のもと検査等を

行いました。開催前より長蛇の行列にて待っていただいている臨

床検査コーナーの入口に「癌撲滅と乳がん撲滅啓発」の受付場所

を設置し、啓発リーフレットとペットボトル等を配布しました。

 大阪府臨床検査技師会では平成２２年度から、がん予防を啓発す

る事業として『乳がん検診フォーラム』を開催していました。今年

度から乳がん検診だけでなく、様々ながん検診啓発に取り組もうと

『がん検診フォーラム』と名を変え 10 月 13 日（土）に大阪府医師

共同組合会館において開催しました。開催に先立ち医療機関や学

校、大阪対ガン協会ホームページや市内掲示板に『がん検診フォー

ラム』の案内を掲示してもらいました。 
今回は子宮頚がんを取り上げ『子宮頚がん検診―つなごう命のリ

レー』をテーマに、教育講演では①『子宮頸部がん検診の今後と細
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奈良県     ガン撲滅のための臨床検査展 
                                   

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

来場者にがん細胞の実際を見ていただき、超音波診断装置に映し出される保存画像を見ていただいた。 

来揚者の方は皆さんガンに対する関心が高く、測定結果を熱心にメモされたり、質問されたりしていた。また、

ポスター展示のコーナーでは説明文に画像があるので大変興味深く見入って、説明するスタッフの話に熱心に耳を

傾けておられ、中にはご自身が現在ガンで闘病中の方や、家族や知り合いがガンである方などはガンという病気を

より理解するために来ているということを話しておられた。また、超音波診断装置を使ってのリアルタイムな画像

の説明にはほとんどの方がこうして撮影されて報告されているのかと改めて認識されていた。 

今回の検査展を通して一般の方に臨床検査がいかに病気に関わっているかを少しは認識され、また、ガン撲滅の

ための検診受診への啓蒙になったと思われた。                        【西岡正彦】 
 
山口県                               平成 2４年度 がん予防啓発事業報告 

   
いました。今年は雨のレースとなり、買ったばかりの白いシューズは泥まみれ、荷物は雨が浸水し着替えの大半が使えなくな

るなど、多少被害も有りましたが、ピンクリボンをあしらったお揃いの T シャツを着て、走る広告塔となり、無事 24 時間走り通し

ました。当会チームのメンバーは終始明るく、お互い親交を深めることもできたのではないかと思っています。 

これからも、色々な場所で、また何らかの形で、技師会活動を広く PR していきたいと思います。         【早木弘斉】 

 
高知県   「リレー・フォー・ライフ in 高知 2012」報告 

 
 

に並べました。様々なイベントが実施される中、高知県臨床検査技師会として、ガン征圧に関連する検査内容を中

心に検査技師の仕事内容など、広く県民の皆様に周知していただくため、宣伝物の展示や資料配布等を実施し、参

加チームの中で高臨技の横断幕、桃太郎旗、そろいの高臨技ジャンパーなど統一された行動は大変注目されました。

臨床検査技師会ブースでの「のぞいてみよう顕微鏡」コーナーでは実際に顕微鏡でがん細胞を一般の方に見ていた

だくことでがんに対する予防意識を高めていただくことに貢献できたこと、また臨床検査技師の職業紹介も兼ねて

できたことと考えます。                                  【前岡智佐】 

 がん予防啓発に関する事業として、周南市で開催された 24 時間周南リ

レーマラソンに参加し、陸上競技場のトラックに沿う形で設置されている総

勢 2,000 名を超える出場チームのテントを一つずつ訪ね、乳がんを中心

にがんの早期発見の重要性を訴え、受診を勧めて回りました。マラソン会

場であることもあり、健康には非常に関心があり、参加者のなかには、

我々が声をかけるよりも先に「ピンクリボンキャンペーン活動ご苦労さま」と

いった声を聞くことが出来るなど、啓発活動の手応えを感じることができま

した。 

また、私達のブースには、技師会の幟、がん検診受診を促す看板を目

立つように置き、競技に参加した人達にも分かりやすいように、設営して

日時；平成 24 年 10 月 6 日（土）午後 12 時 ～７日（日）午後 12 時 
開催場所；高知市城西公園 

今年も「高知県臨床検査技師会」チームとして参加しました。 
本大会の趣旨であるガン征圧行動の高まりを医療専門団体として応援する

ため競技内のトラックをオープニングからフィナーレまでチーム参加者（技師

会会員 56 名）がタスキをつないで 24 時間歩き続けました。 
「ルミナリエ」ではがんで亡くなった方を偲びがんと闘う人と想いを共

有するため、ガン征圧のメッセージを記した紙袋にローソクを灯して会場

9月9日(日)に日臨技公益委託活動として、奈良県健康づくりセンター

にて"ガン撲滅のための臨床検査展"を聞催した。会場へは交通の便が決

して良くはないのに100名ほどの方が来場された。 

臨床検査展の検査体験コーナーでは自己血糖測定や血管年齢、骨密度

といった検査に加え、今回はガンにかかわる検査として肺がん関連では

喫煙が大いに影響する呼気一酸化炭素濃度測定。さらにガンを発症する

源因のひとつであるストレスのチェックとして唾液アミラーゼ測定を

実施した。また、ポスター展示では各ガンの説明にガン組織写真とマク

ロ像や超音波画像を掲載してよりガンに対する認識を持ってもらうよ

うに工夫した。ガン細胞の観察には標本を顕微鏡像モニターに映し出し
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長崎県                           乳がん予防啓発活動を実施して 

  
今回の活動により、乳がん検診の重要性を今まで以上に多くの市民に理解して頂くことができたと考えますし、

主催である我々、臨床検査技師会の認知度向上にも貢献できたと思います。当日は、雲ひとつないピーカンの天気！

暑い中ご協力頂いた 18 名の会員の皆さんありがとうございました！              【森内拓治】 

 
大分県  ガン征圧、乳がん撲滅に関する事業 感想 

                              
主催者の啓発担当者と共にテント企画として、健康いきいきコーナーを担当して会場を訪れた一般市民の方に血

流観察装置を使い 200 名余りの計測と骨密度 96 名、自己血糖測定の指導を 192 名に行った。 
私も 24 時間参加して、サバイバーさんの交流サロンに立ち寄り、何人かの患者さんと話をした。その中で、がん

の宣告を受け治療に臨んで完治を目前に再発と告げれた患者さんは崖から突き落とされた気持ちになったと当時を

振り返り語ってくれた。“自分の力で生きているのではない、生かされている”いう言葉が胸に浸みた。病気が患者

の人生に与える影響の大きさ、その診断にかかわる我々の責任の重大さを痛感した。臨床検査技師はがんを早期発

見し、少しでも多くの患者さんを救う役割を担っている。そのためにも日々研鑚を重ね、努力する必要があると改

めて認識したイベントであった。                              【野中恵美】 
                

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（編集後記） 
年末に入り生活が慌ただしくなり街にはクリスマスのイルミネーションが灯り陽気な音楽と忙し行きか

う人々。楽しいイベントも多く、外は寒いのになんだか心はあったかくなるようなこの季節。 
大切な人への今年のプレゼントは何にしよう？ 
今年一年頑張った子供たちへは何が良いかな？ 
クリスマスパーティはどうしよう？ と考えるのも楽しくなります。 

と同時に自分は今年頑張ったかな・・・成長したかな・・・と反省するのもこの季節。 
年初めに今年の目標を立てたものの・・・・と振り返ればいつの間にか時間は過ぎてこの季節。 
来年こそは弱い自分に勝てる強い自分でありたいものです。            

    （sakanishi) 

 10 月 13 日（土曜日）長崎市浜町鉄橋において、乳が

ん・乳がん検診への理解を深めて頂くための啓発活動と

して、検診受診啓発リーフレット・啓発ポケットティッ

シュ等を往来する市民に配付する街頭活動を実施しま

した。 

 慌しく行き交う人ごみの中、多くの方に興味深く配布

物を受け取って頂きました。年を重ねるごとに市民の反

応や理解度も向上しているように感じ、今回のような各

種団体による地道な活動やマスコミ等による広報が実

を結んできていることを実感しました。 

 日本対がん協会とリレーフォーライフ大分実行委員会が主催する

「リレーフォーライフ大分 2012」は今年で 5 年目を迎えた。 
（社）大分県臨床検査技師会は、今回 4 度目の参加となる。このイ

ベントはサバイバーさん（がんの告知を受けたがん体験者）や家族

と共にグラウンドを 24 時間タスキを繋ぎながら歩き続けることに

よって、がん患者の病気との闘いを支援しようというもので、支援

団体 63 チームが参加した。当技師会の他、各医療団体、病院、患者

団体や個人参加など、延べ 5,000 人超がタスキを繋いだ。当会はリ

レーウォークだけでなく、がん予防啓発のリーフレットを配布し、

早期発見のための健康診断を呼びかけたり、臨床検査技師の役割を

知ってもらうためのパネルを展示した。 

臨技ブログ（BLOG）～随時更新中～ 
    http://www.jamt.or.jp/blog/ 


