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3 月 2 日、厚生労働省・チーム医療推進 
 
 
 
 
 
 
 東日本大震災で、節電がクローズアッ

プされています。関西電力によると、節

電そのものは悪くないが、「関西と関東で

は電気の周波数が異なり、 関西の電力消

費が関東の需給に直接影響するわけでは

ない･･･」としておりますが、一地域の問

題とせず、考え直すよい機会です。 
厚生労働省医政局医事課長より、節電

対策に関する事務連絡が発出されていま

す。東京のみならず、全国ひつとになり

協力しましょう。 
***************************************** 

平成23年4月15目 
各特例民法法人代表者殿 

厚生労働省医政局医事課長 
夏期に向けた徹底した 
節電対策の実施について 

東日本大震災による電力供給力の大幅

な減少に伴い、今夏には、東京・東北電

力管内において、大幅な電力の供給不足

が見込まれており、計画停電を回避する

ためにも、抜本的な需要抑制対策を講ず

ることが必要となっています。 
この夏期の電力需給対策について、平

成23年4月8目の電力需給緊急対策本部

(閣僚級)において、政府の方針が示された

ところですが、その主な内容は下記のと

おりですので、御了知の上、東京・東北

電力管内の貴会会員に対し周知徹底を図

るとともに、添付した同対策本部資料の

「夏期節電対策の具体例」及び「夏期の

電力需給対策について」の別紙1「夏期節

電の主要な取組例」を参照し、貴会及び

東京・東北電力管内の貴会会員が節電に

ついて最大限の取り組みを行うように適

切に指導・助言を行っていただきますよ

う、御検討・御協力をお願いいたします。 
なお、節電のための計画の策定等に係る

具体的内容や今後のスケジュールについ

ては、追って通知する予定であることを

申し添えます。 
記 

夏季の電力需給対策について(概要) 
1 計画停電の「実施が原則」から「不実

施が原則」へ 
・東日本大震災により、東京電力・東北

電力管内の供給力が大幅に減少し、計画

停電導入のやむなきに至り、国民生活や 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業活動に大きな影響を与えたところ。 
・今般、国民各層の節電努力により、今

春の需給バランスが改善したことから、

計画停電の「実施が原則」の状態から「不

実施が原則」の状態へ移行する。 
2 夏場に向けた取組み－需要家が必要な

生産活動等を確保できるよう、より計画

的に対応しやすい仕組みへ 
・しかしながら、夏には需給ギャップが

大きく拡大する見込み。 
これに対し、計画停電の「不実施が原

則」の状態を維持するため、供給力を積

み増すとともに、抜本的な需要の抑制に

取り組む必要がある。 
・その際、予めピーク時間帯の使用最大

電力(kW)の抑制幅を示し、需要家が操業

時間のシフトや休業日程の長期化・分散

化などに計画的に取り組むことにより、

消費者や、企業の生産・操業に極力支障

の出ないような仕組みが必要。 
3 需給対策パッケージのイメージ 
・このため、ピーク時間帯(例えば、7月
～9月の10～21時)に、最大使用時の電力

(kW)を、大口需要家(契約電力500kW以

上)には25%程度、小口需要家(契約電力

500kW未満)には20%程度、家庭・個人に

は15～20%程度の引き下げを目安として

設定し、これを達成できるような方策を

検討する(4月末の取りまとめに際しては、

最終的な目標数値を決定する。)。 
・大口・小口の需要家については、具体

的な取組みについて計画を策定し実施す

ることとし、特に大口需要家については、

その実効性・公平性を担保するため、電

気事業法第27条(電気の使用量の上限を

定め、これを超えた事業者に対して罰金

を科すもの)を活用する。 
・東京電力・東北電力管内の節電を国民

運動として進める必要。特に、従来の取

組に加え、例年より夏休みの日数を増や

したり、休みが重ならないようにするな

ど、社会全体で取り組むことで効果が大

きくなるような取組も重要。 
・国民各層の創意工夫を結集し、4月末を

目処に政府としての政策パッケージを取

りまとめる。 
4 万一のときのための対策 
・計画停電は万一のときのセーフティネ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ットとし、万一の発動時にも貴重な人命

が損なわれることのないよう、①医療機

関、在宅の人工呼吸器使用者等の電力の

確保、②熱中症対策等に最大限取り組む。 
 

  
 
 計画停電による国民生活への影響への

対応 

○計画停電による国民生活への悪影響を

緩和するため、可能な限り対応。 
○これまでの対応の主要事例 
1 鉄道 
・変電所の運用や鉄道のダイヤ編成等の

工夫により、電力消費の抑制を図りつつ、

計画停電に伴う運行の混乱を改善。 
2 医療 
・医療機関等について、緊急かつ直接的

に人命に関わることを考慮し、変電所の

運用改善等によって停電による影響をで

きる限り緩和。 
・自家発電施設を保有していない医療機

関に対して、自治体からの情報や個別問

い合わせ等を考慮し、東京電力が電源車

を派遣。 
・在宅で人工呼吸器を使用している患者

に対しては、厚生労働省が主治医、訪問

看護ステーション等に注意喚起。また、

国立病院機構等に患者の緊急相談窓ロを

設置。 

   ⇒ ホームページ参照 
 
貴方の検査室の電力消費量は 1 日どれ

くらいですか？ 
計算したことはありますか？ 

 
ひかりは届かなくても 

思いやりは届きます。 
 
 

 

       あすを明るくするひかり、それは節電です！ 
･･･ひかりは届かなくても、思いやりは届きます！ 

1P：節電対策 2P：第 57 回国家試験結果・地区学会スケジュール・倫理委員会初会合・認定センターお知らせ・編集後記 P 1
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○臨床検査技師 

受験者   3,959 
 合格者   2,652 
 合格率(%)     67.0 
○医師： 
受験者 8,611(新卒 7,723)合格者 7,686 (同
7,151)合格率 89.3(同 92.6) 
○歯科医師： 
受験者 3,378(新卒 2,356)合格者 2,400(同
1,928)合格率 71.0(同 81.8) 
○保険師： 
受験者 14,819(新卒 13,748)合格者 12,792 
(同 12,332)合格率 86.3 (同 89.7) 
○助産師： 
受験者 2,410(新卒 2,097)合格者 2,342 (同 
2,059)合格率 97.2(同 98.2) 
○看護師： 
受験者 54,138(新卒 48,509)合格者 49,688 
(同 46,785)合格率 91.8 (同 96.4) 
○薬剤師： 
受験者 15,189 合格者 11,300 合格率 74.4 
○診療放射線技師： 
受験者 2,409(新卒 1,985)合格者 1,712 
(同 1,648)合格率  71.1(同 83.0) 
○臨床工学技士： 
受験者 1,959合格者数   1,516合格率 77.4 
○視能訓練士： 
受験者 734(新卒 644) 合格者 670 (同 623)
合格率 91.3(同 96.7) 
○歯科衛生士： 
受験者 5,788 合格者 5,585 合格率 96.5 
○理学療法士： 
受験者 10,473 合格者 7,786 合格率 74.3 
○作業療法士： 
受験者 5,824 合格者 4,138 合格率 71.1 
○言語聴覚士： 
受験者 2,374 合格者 1,645 合格率 69.3 
○柔道整復士： 
受験者 6,625 合格者 4,592 合格率 69.3 
○あん摩マッサージ指圧師： 
受験者 1,849 合格者 1,609 合格率 87.0 
○はり師： 
受験者 5,483 合格者 4,553 合格率 83.0 
○きゅう師： 
受験者 5,499 合格者 4,595 合格率 83.5 
○義肢装具士： 
受験者 199 合格者 176 合格率 88.4 
○介護福祉士： 
受験者154,223合格者74,432合格率48.3 
○社会福祉士： 
受験者 43,658 合格者 12,255 合格率 28.1 
************************************ 
※ 厚生労働省は、臨床検査技師国家試験 

問題のうち 1 問を「不適切問題」とし、

採点上の取り扱いを「複数の選択肢を

正解」としている。 
  
 
 

 
 
 
 
＜不適切問題＞ 

午前 第 79 問 
 正しい組み合わせはどれか。 
1.T 細胞---------------------C3b ﾚｾﾌﾟﾀｰ 
2.B 細胞---------------------遅延型ｱﾚﾙｷﾞｰ 
3.NK 細胞------------------表面免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 
4.樹状細胞------------------抗原提示 
5.ヘルパーT 細胞--------MHC ｸﾗｽⅡ抗原 
※ この第 79 問は、当会が「疑義問題」

として厚労省へ提出した 5 問には含ま

れていなかった。 
************************************ 
 臨床検査技師国家試験の過去 10 年間の

合格率(%)の推移は以下の通りである。 
◇平成 22 年度(第 56 回) 
 合格率       67.8  (2,753／4,060) 
◇平成 21 年度(第 55 回) 
 合格率       71.8  (2,657／3,701) 
◇平成 20 年度(第 54 回) 
    合格率       73.7  (2,947／3,997) 
◇平成 19 年度(第 53 回) 
    合格率       74.7  (3,004／4,023) 
◇平成 18 年度(第 52 回) 
    合格率       72.9  (2,968／4,071) 
◇平成 17 年度(第 51 回) 
    合格率       75.2  (3,164／4,205) 
◇平成 16 年度(第 50 回) 
    合格率       79.0  (3,894／4,931) 
◇平成 15 年度(第 49 回) 
    合格率       56.2  (2,570／4,570) 
◇平成 14 年度(第 48 回) 
    合格率       68.0  (3,046／4,478) 
◇平成 13 年度(第 47 回) 
    合格率       69.4  (2,989／4,305) 
 

  
 
 
 
 
認定センター中央委員会において、各

年度の各種認定取得者をホームページに

公開することに決定いたしました。 
尚、認定番号に続く氏名空欄は、公開

を否定された方です。 
 平成 23 年度の各種認定試験スケジュー

ルは、会報 No.5 をご覧ください。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

開催日程(予定)順 
◇ 10 月 1 日(土)～2 日(日) 
・第 46 回九州地区医学検査学会 

熊本県熊本市  学会長：瀧口 巌 
◇ 10 月 15 日(土)～16 日(日) 
・第 52 回東北地区医学検査学会 

山形県山形市  学会長：我孫子剛宏 
◇ 10 月 22 日(土)～23 日(日) 
・第 86 回北海道地区医学検査学会 

北海道帯広市  学会長：高野良二 
・第 50 回中部地区医学検査学会 
 愛知県名古屋市  学会長：松本祐之 
◇ 10 月 29 日(土)～30 日(日) 
・第 48 回関東甲信地区医学検査学会 
 群馬県前橋市  学会長：深澤恵治 
・第 51 回近畿地区医学検査学会 
 滋賀県大津市  学会長：吉田 孝 
◇ 11 月 5 日(土)～6 日(日) 
・中四国地区医学検査学会 
 徳島県徳島市  学会長：永峰康孝 
 
 
 
 
 平成 23 年 3 月 25 日(金)に日臨技会館

において倫理委員会の初会合が開かれた。 
 当会では、今まで倫理委員会は設置さ

れておらず、平成 3 年に策定した倫理綱

領に基づいた活動がされていたが、新法

人設立には必須規定のひとつである。 
加えて、検査技師の職務倫理や論文投

稿、学会発表等の研究に関する倫理規則

が必要となる。 
この委員会では当会の倫理規定(案)の

作成にはじまり、臨床検査技師の総合的

な倫理問題を審議する機関となる。 
作業スケジュールは、新法人移行のス

ケジュールを鑑み、9 月を目途に倫理規程

(案)の作成を行う。倫理規定には職務倫理、

研究開発等に係る倫理、ヒトゲノム・遺

伝子解析研究等に係る倫理、法人情報保

護に係る倫理の骨格を盛り込む事となる。  

また、委員会としては、懲罰決定機関

でないため、該当事例が発生した時には、

求めに応じ委員会としての見解を示すに

止め、懲罰規定を盛り込まないとしてい

るが、医道審議会をも待たない臨床検査

技師の団体としては、いわゆる地位向上

のためにも、更なる積極的な対応が求め

られることとなることは間違いない。 
 尚、委員会の委員長には、藤谷登(千葉

科学大学危機管理部)氏が、副委員長には

佐野道孝理事が就任した。 
             【才藤純一】 
 
 
 
 
 

 

平成 23 年度   医療職種国家試験合格者数 
                                           受験者数・合格者数・合格率（％） 

 

平成 23 年度 
地区学会開催予定 

 

倫理委員会初会合 

編集室 
◇ Web による会報 JAMT は如何ですか？皆様のご意見をお待ちします。 

⇒ ホームページ          【TAKADA】 

P 2

H13---------------- → -------------H23

日臨技認定ｾﾝﾀｰからのお知らせ 


