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         第 60 回日本医学検査学会 終わる！
 

 平成 23 年 6 月 4日(土)、5日(日)の両日、東京フォーラムを会場に第 60 回日本医学検査学会が開催されました。 

東日本大震災の影響が懸念されましたが、参加者は 5,000 名を超えるビッグイベントとなりました。 

1P：第 60 回日本医学検査学会終了 －学会長挨拶      2～5P：第 60 回日本医学検査学会 終了！－主催者挨拶・学会を担当して  
6P：東日本大震災義援金＜学会＞・平成 23 年度学術表彰者・第 61 回日本医学検査学会案内 

 

          「第 60 回日本医学検査学会を担当して」   学会長挨拶

 

 

 
  

                                        第 60 回日本医学検査学会 

                                        学会長    宮 島 喜 文 

 

第 60 回日本医学検査学会を平成 23 年 6 月 4 日(土)・5 日(日)の 2 日間、東京国際フォーラムにおいて開催させてい

ただきました。日臨技をはじめ、全国の参加者の皆様、ありがとうございました。 

さて、今学会は隣接の群馬・山梨の両県及び関東甲信地区の協力をいただき準備して参りました。 

ところが、3 月に発生した東日本大震災や福島原子力発電所の事故により、各種学会が中止や延期となる中、一時は

本学会の開催も危ぶまれる状況になりました。 

その後、日臨技との協儀の上、この難局を一日も早く乗り越え、日本社会・経済の再生を願い、“復興支援の輪を拡

げる学会”として位置づけ開催することとしました。当日は、全国から会員など約 4,400 名、学生 570 名、展示メー

カー2,100 名、一般国民 950 名、合計で約 8,000 名。前日の「行列ができるスキルアップ研修会 PartⅡ」も定員を上

回る 936 名の参加により盛会に開催することができました。 

このように日本社会が不安定な時にも関わらず、会員をはじめ多くの関係者の皆様のご協力で開催できましたこと

は、皆様にとっても、私にとっても生涯の中で大きな思い出となり、且つ若い世代に未来を託すひとつの機会として、

後世に残るものであると考えます。特に被災地から参加していただいた皆様の顔を見るたびに、胸が詰まる思いであり

ました。本当にありがとうございました。 

さて、今学会のメインテーマは「未来に繋がる臨床検査の創出」、サブテーマを「社会への還元を目指して」で進め

ました。緊急企画としての「東日本大震災緊急セミナー」、特別フォーラムⅠ、Ⅱ、一般演題、教育講演、シンポジウ

ム、パネルディスカッション、教育カンファレンスとスライドカンファレンスや R-CPC など多くの会場は熱心な参加

者で溢れ、一部の会場では入りきれない状況となりご迷惑をかけてしまいました。 

また、長野県立病院機構協賛の東日本大震災復興支援市民公開講座では、サクソフォーンとオカリナの演奏や森林セ

ラピーの紹介、「iPS 細胞を用いた今後の医療」や「森からみる未来」の特別講演を開催し、多くの市民の皆様に聴講

していただき、満足されたことと思います。同時に東日本大震災の義援金にもご協力いただきました。 

更に、機器・試薬の展示は 90 社を越え、ランチョンセミナーも参加者で会場は熱気に溢れるぶり盛況でした。 

私は今学会の企画段階から、実行委員の皆さんに、「60 回を迎えるにあたり、学会の原点にもどり“学会らしい学会”

を開催してほしい。」とお願いしてきました。運営面においては数々の制約や難局に直面しましたが、皆さんの叡智と

努力で乗り越え、また、学術面においては全国の会員の皆様のご協力により内容の充実した学会が開催できました。学

会当日には不行き届きな点もあり、会員の皆様にはご迷惑をおかけしたことをここにお詫び申し上げます。 

最後に、日臨技、長臨技はじめ運営に携わった関係者の皆さんに厚く御礼を申し上げます。 

次回の第 61 回は(社)三重県臨床検査技師会の小林圭二会長の下で開催されます。多くの会員の皆様の参加により、

盛会な学会となりますことを祈念申し上げます。                          

 
宮島喜文 学会長(開会式) 
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主催者挨拶（学会開会式より） 
 

 
 

日本臨床衛生検査技師会   

会長 髙 田 鉃 也 
 

第 60 回日本医学検査学会の開催 
にあたり、主催者である社団法人日本臨床衛生検査技師会を代表

してご挨拶申し上げます。 
最初に、3 月 11 日に発生した東日本大震災に、犠牲となられ

た会員並びに検査技師の仲間に哀悼の意を表するとともに、被災

された会員の皆様に心からお見舞い申し上げます。この災害によ

る我が国の臨床検査全般への影響を鑑み、会員への速やかな復興

に最大限支援するべく事に当たる所存であり、会員の皆様の更な

るご協力をお願いする次第であります。 
さて、日本医学検査学会の初回は「日本衛生検査技術者学会」

として当会が設立された昭和27年 7月21日に名古屋市において 

開催されました。 
次いで、第 10 回日本衛生検査学会を当会創立記念学会として

昭和 36 年 5 月 13 日に東京都において開催されております。それ

から 60 回の開催を数えこの度の開催となりましたが、この日本

医学検査学会は北は北海道から南は沖縄県まで全国で開催され

ており、今まで開催を担当された各都道府県技師会の皆様にあら

ためて御礼申し上げます。 
今学会は 東日本大震災による影響で一時は開催も危ぶまれた

ものの、学会長である社団法人長野県臨床衛生検査技師会宮島喜

文会長のご英断により「未来に繋がる臨床検査の創出」をテーマ

に検査技師の災害時の在り方を加え災害復興支援学会として開

催されることとなりました。当に、会員の心を想う速やかな対応

に、宮島学会長並びに担当される役員の皆さまに敬意を表するも

のであります。 
この度、社団法人日本臨床衛生検査技師会は法人組織改革によ

りあらたな道を歩むことになりますが、この日本医学検査学会は

変わることなく開催されなければなりません。なぜなら日本医学

検査学会は技師教育を目指す「自らが学習する職能団体」が主催

する学会でありそこに開催する意義があります。 
教育、学習とは義務なのでしょうか。 あるいは、権利なので

しょうか･･･ 
技術者が提供するサービスは、「正直、不変性、公平性が基に

なる公衆の健康安全に捧げられるものであり、倫理的行動原理の

順守が要求される専門職の行動基準に基づき遂行されなければ

ならない」とされております。 
我々臨床検査技師は、まぎれもなく臨床検査の専門職としての

技術者であります。不幸にも健康を害し、我々が担う臨床検査に

より診断を受ける国民の思いは、「教育のない者に我が身は委ね

られない」ということと考えます。 
したがって、教育は職能団体の義務であり、また、学習は国家

資格により臨床検査技師として世に認められた時からの一生を

通じての義務であります。 
しかしながら、間違ってはならないことは、臨床検査技術は医

学と医術が異なるように学問とは異なることであり、学問は臨床

検査技術の研磨剤であり医療技術を側面から支えるものであり

ます。 
我々は、社会への責任として人が育つ組織すなわち自らが学習

する組織を創る必要があります。加えて、何事も想定範囲として

対処出来る危機管理能力の優れた組織が重要です。動かない組織

に進歩は無く 社会への責任も希薄となります。 
臨床検査技師教育をとおし世の中に貢献する臨床検査技師を

育成するため、この輝かしい歴史を有する日本医学検査学会の第

60 回開催を契機に、生涯学習の基本となるべき更なる発展を遂

げられんことを期待しております。 
最後になりますが、学会に併設して開催されます機器試薬展示 

発表会は、学会同様開催が危ぶまれ、更には、見通しの立てられ

ないままの開催となりましたが、協賛商社の皆さまの温かいご理

解により開催のはこびとなりましたことは喜びに堪えません。こ

の展示会は、会員への機器試薬情報、更には、臨床検査の発展に

は欠くことのできないものであり、協賛商社の皆さまへ篤く御礼

申し上げ主催者を代表しての挨拶といたします。  

 

 

第 60 回日本医学検査学会を担当して 

 
◇ 実行委員長 臼井 明美 

 
東日本大震災で被災された地域のみなさまには、心よりお見舞

い申し上げます。 
第 60 回日本医学検査学会が終了した今思うとドラマチックな

学会でした。 
日臨技の「学会あり方検討委員会」の答申をもとに、日臨技理

事会で採択され方針が示されていました。 
その内容は、学会に参加しやすい基盤整備として、大都市圏で

の発表会場と学会展示会場の一体化施設の利用によって、参加者

と展示発表会の協力企業にとり、参加・協力しやすい開催地の選

定が重要というものでした。 
この見直しを受けて昨年の和歌山に次いで 2 年目にあたり、長

野県担当で首都圏を会場としての開催となりました。会場として

は、東京ビッグサイト、パシフィコ横浜、さいたまスーパーアリ

ーナ等がありますが、通常の会期の 5 月はどこも空いていなくて、

東京国際フォーラムは4月末か6月初めならば可能との回答をい

ただき、6 月 4・5 日を希望し日臨技で決定されました。 
そして準備も大詰めで、詳細な決め事がこれからという矢先に、

世界が震撼させられる天変地異が起こりました。 
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の発生で 4 月までの学会は、

中止や延期を余儀なくさせられ、人間の力の及ばないことをこれ

ほど思い知らされことはありませんでした。会期の選択が逆で、

4 月末でしたら開催に至らなかったと思います。学会準備が報わ

れずに、中止となった団体もあります。人事を尽くして天命を待

つという境地でした。 
震災のあとで 6 月の学会はやるのやらないの？誰が大丈夫と

言えたでしょうか。日臨技からは、3 月 14 日には開催の方向で

考えているが開催は決定ではないといわれ、そして 4 月 1 日に開

催の方針でと確認が取れましたが、福島原発事故により非常事態

となった場合、行政から中止命令が出されるとのことでした。 
日臨技が復興支援に向けた学会にするとしたのを受けて、実行

委員会で復興支援として何をするか、急遽プログラムの見直しに

かかりました。東日本大震災復興支援市民公開講座として、プロ

グラム内容を一部変更して時間も早めました。 
宮島学会長が自ら指揮を取り、東日本大震災緊急セミナーが決

まったのは 5 月の下旬です。準備もさることながら、講師の先生

には急なお願いにもかかわらず、お引き受けいただきありがとう

ございました。 
アペリティフパーティは、参加された方々で談話いただき少し

喉を潤して、都会の街へ出掛けていただこうということで、食前

酒という意味のアペリティフといたしました。華美にならないよ

うにということで、意見交換の場だけで催し物は何もしないこと

にしました。 
60 回を迎える本学会のテーマは『未来に繋がる臨床検査の創

出～社会への還元を目指して～』とし、私たち臨床検査技師が臨

床検査を発展させ国民に貢献するには、学術・技術の資質向上が

なくては成しえないとして、多彩な特別企画を考案しました。 
その中には、次世代の臨床検査を考え、また次世代を担う技師

の企画もありました。これを機に臨床検査が更に発展することを

期待しています。 
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 開催地と担当県が離れていることから、コンベンションを利用

いたしました。各会場の入口に座長受付は設けず、総合受付で一

括し効率的な人員配置で行いました。心配でややもすれば手厚く

してしまうきらいがあるように思いましたが、手馴れたコンベン

ションは無駄がありませんでした。 
 

    
                  総合受付 
 
 展示企業は、震災で被害にあった企業もあったにも係らず、復

興支援に向けた学会というのを受けて震災後もさらに申込をい

ただきました。企業は、医療界だけでなく日本社会経済の再生を

考えていて、本当に深謝申し上げます。ブースでは企業独自でも

趣向を凝らし、復興支援をしていただいているのを見て、頭が下

がりました。 
学会前日には、昨年も好評でした『行列ができるスキルアップ

研修会 PartⅡ』を長野県臨床衛生検査技師会が主催で開催し、

そちらにも多くの会員にご参加いただきありがとうございまし

た。 
演題のエントリーの呼びかけにご協力いただいたみなさま、そ

してご参加いただいた方々に御礼申し上げます。また、当方の不

行き届きな点も多々あったかと思いますがご容赦願います。 
東日本大震災復興支援市民公開講座の開催時には、市民のみな

さまからも懇篤な義援金をいただきました。ご協力に感謝申し上

げます。 
日臨技の運営委員のみなさまにはご指導いただき、ありがとう

ございました。 
末筆ながら、当日のスタッフとしてご協力いただいた方々そし

て開催に至るまで企画に係わった方々ならびに職場に残り送り

出してくれたみなさまに心より御礼申し上げます。 
 

◇ 総務グループ長 上原 昭浩 
  
第 60 回日本医学検査学会は、東日本大震災という未曽有の事

態を乗り越え、当初の計画を大きく上回る参加者をお迎えして無

事終了することができました。60 回という節目の学会を成功裏

に終えることができ、担当県の責任者の一人として、今は心から

安堵しています。 
 2008 年に学会開催の可能性について検討を始めて以来、山積

する課題をひとつひとつをクリアしながら準備を進めてきた 3
年間でした。特に東京フォーラムという日本一（会場のステータ

スも金額も）高いコンベンション会場で行う学会は、全ての企画

を考える上で、常に実行するための予算をどうするという問題が

重くのしかかってきました。学会運営を委託するコンベンション

会社の入札では、参加した全ての会社から予算の数倍もする見積

もり書が提出され、会議室の使用料や懇親会の料金など、どれを

とっても長野県人の常識を大きく上回るものばかりでした。こん

な状況の中で、どうやって長野県らしさを演出するか、そもそも

企業の協賛も厳しい時代に本当に大きな赤字を出さずに学会が

開催できるのか？が当初からの大きな不安材料でした。さらには、

会場やコンベンション会社との距離も大きな障害となり、会場の

イメージすらなかなか掴めない状況の中で手探りの準備が続き

ました。 
 学会を成功させるためには、大勢の会員に参加していただける

魅力ある学会にすること、また徹底したコスト削減を行うことを

目標に、実行委員長をはじめ各担当者が真摯に取り組みを行って

きました。ロゴマークや PR 用 DVD は手作りし、打ち合わせの

ほとんどはメールと電話で行い、時にサンドイッチをかじりなが

ら夜遅くまで方向性の確認と修正を行い、少しずつ本番にむけて

創り上げてきました。学会当日は大勢の会員の方にご参加いただ

けましたが、東京開催という地の利だけでなく、魅力あるプログ

ラムと 2年間の地道な PR活動によるところが大きかったと確信

しています。 
 最後になりましたが、第 60 回日本医学検査学会にお越しの皆

様、当学会にご参加いただき本当にありがとうございました。当

日は満席の会場も多く、設備面や運用面でご迷惑をおかけしまし

たこと紙面をお借りしてお詫び申し上げます。また、準備に関わ

った日臨技をはじめとする会員の皆様ならびにご協力いただい

た企業の皆様には心から感謝いたします。 
 ここ数年間は学会に参加しても運用面ばかりが気になってしま

いましたが、これからは楽しんで学会に参加できそうです。 

   
                  場外モニター 
 

◇ 学術グループ長 池田 昌伸 
 
未曾有の震災により開催が危ぶまれましたが、多数の会員参加

とコンベンション、展示各社皆様の協力により、盛況のうちに終

了できたことは感謝と安堵感で一杯です。 
学術スタッフとして当日を振り返ると、プログラムを変更し、

「緊急企画：東日本大震災緊急セミナー」では、被災された技師

から、地震の大きな揺れにより分析装置は何度修理しても直ぐに

停止してしまい、殆どの大型装置は更新するようになったこと。

福島県からは、福島第一原発事故により立ち入り禁止措置などで

8 病院が閉鎖を余儀なくされており、「かなり長期にわたる支援

が必要」と強調されていました。今なお大変な状況が続く中、1
日も早く復興されるよう願ってやみません。 
シンポジウム、パネルディスカッションについては、どの会場

も満席状態で、各テーマへの関心の高さがうかがわれました。「医

療へのさらなる貢献―検査説明を通して―」は長野県からの提案

でしたが、1,500 名の会場がほぼ満席となり、検査技師の新しい

役割として期待されます。「臨床検査値・基準値の標準化」にお

いては日臨技精度管理調査で実績のある委員を中心に共有基準

範囲の設定と一般・血液、免疫血清での取り組みも報告していた

だきました。地域連携が進む中で、標準化の早期実現が強く望ま

れます。 

     
                  発表会場 P 3
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 開催方法については、今回のような「地方県担当による大都市

開催」についての是非が問われています。地方開催のために、全

県上げての実行委員体制を組織することも、地臨技の活性化や経

済効果に繋がります。しかし長野県で 7,000 名を収容できる会場

を確保するには容易ではありません。あらためて学会の在り方を

問いつつも、思い出に残る学会となりました。 
                         
◇ 展示・企画部長 山田 美智治 

 
2011 年 6 月 4 日(土)、5 日(日)と第 60 回日本医学検査学会が行

われました。昨年の 9 月より展示発表会出展についての御案内や

募集を行い、学会日直前まで御問合せをいただく充実した日々を

過ごさせていただきました。お陰様で 91 社の企業の皆様に参加

をいただき展示発表会が盛会に行われました。私の使命は、東京

国際フォーラムの展示ホールが一杯に成るように、企業の皆様を

誘致し、この会場が会員の皆様にとって「臨床検査の資質向上が

図られる情報提供の場となるようにすること」と思い全精力を注

ぎました。 
お陰様で、展示会場来場者は 6 月 4 日(土)に 19,799 人、5 日(日)

に 11,943 人、述べ合計 31,742 人と熱気と活気に包まれ、会場内

はすれ違うこともやっとという状況でした。情報交換、情報提供

の場として大いに賑わいました。 
御来場いただいた皆様、また、出展いただいた企業の皆様、陰

で支えていただいたスタッフの皆様に深く感謝申し上げます。ま

た無事にそして大盛会に展示発表会が行われましたことに御礼

申し上げます。臨床検査が沢山の皆様に支えられていることを非

常に心強く感じ、「未来に繋がる臨床検査の創出」がこれからも

絶え間なく行われるであろう、という事を肌で感じた学会であり

ました 
 
◇ 副実行委員長 今井 眞澄 
     
市民公開講座は、医学検査へのプログラム発表時点(Vol.60No3 

3 月 25 日発行)より一部変更をしなければならない状況から、4
月 9 日の学会打ち合わせにより予定していたピアノコンサート

を中止とし、長野県内で活躍している音楽グループへの出演交渉

を行い東日本大震災復興支援とすることを決定いたしました。 
また、市民公開講座は事前登録制を採用する事を決定していた

ため、新聞紙上へ掲載し往復はがきでの申し込みを受ける時間を

作らなければならず、数日の時間しか残っていない中で

SAXOPHONE ViVi さんには復興支援コンサートの了解を頂け

た事が最もありがたいことでありました。 
更には、学会長の尽力で地方独立行政法人長野県立病院機構か

ら長野県の特色である森をテーマに「森林セラピーと健康」の協

力と後援をいただく事ができました。 
一方、(社)日本臨床衛生検査技師会からは朝日新聞に 5 段抜き

の大きな広告を掲載頂き、5 月 12 日に到着の事前申込者数 746
名との報告をいただき、5 月 19 日で 1,300 名、最終締め切りの 5
月 25 日には 1,500 名の申込みを頂き、東京国際フォーラム C ホ

ール 1,502 席を埋める申込者数となり、関係者のご協力で当日を

迎えることになりました。 
6 月 5 日 12 時受付開始 12 時 30 分開場の予定で計画されてい

ましたので、11 時に地方独立行政法人長野県立病院機構から 8
名の協力員と本部から私を含め４名の担当者、コンベンションア

カデミア担当者との最終確認を行い、1,500 名に及ぶであろうお

客様の安全な誘導の確認と 12 時には各自持ち場配置に着くこと

の最終確認を行い早めの昼食、受付開始の 12 時の時点ではすで

に 200 名以上の方々が４列で順番待ちの状態でありました。 
受付会場には義援金お願いのために、本部役員 4 名にそれぞれ

募金箱をもって立ち、協力のお願いを大きな声で呼びかけをして

いただきました。この担当者にはその後、機器展示場を一周して

頂き、展示会場の皆様にも支援金への協力をしていただきました。 

12 時半の開場時には良い席を確保しようとするお客様が入り

始め約 20 分程度で 1 階席が満席、2 階席もコンサート開始時に

は埋まり、この時点で 1,000 名近い入場者数と思われました。遅

れてきたお客様には 3 階席に入って頂くことになり、さらには市

民の方々を最優先とさせて頂いたため、技師会会員の方々の入場

制限をさせていただいたことについてはお詫び申し上げます。 

      
                   公開講演 
 参加聴講された方々は、vivi さんの柔らかく温かい音楽、久米

田木曽病院長の木曽の森での心の癒し、中畑先生の最先端の医療

技術、そして C.W.ニコル氏の森・自然作りは人間を育む力もつ

けてくれるお話を最後まで市民の皆様に聴講して頂き、健康の普

及啓発活動とともに、一般の方にはお帰りの際にも義援金のお願

いをさせて頂き、東日本大震災被災地の復興への思いを共有でき

たと思いますし、聴講されたお客様には満足していただけたもの

と思います。 

     
                    コンサート 

vivi さんには CD の売上金から一部を寄付していただき、市民

公開講座での義援金総額は 21 万円となりました。ご協力ありが

とうございました。 
 

緊急企画 東日本大震災緊急セミナー 
 
最初に、(社)新潟県臨床検査技師会災害時支援チームの展望と

題して、同会災害対策委員長坂西清氏が講演した。 
坂西氏は平成 16 年に発生した新潟県中越地震での教訓を基に、

(社)新潟県臨床検査技師会が行っている災害時支援チーム活動や

組織構成について報告された。災害時支援チームの実地訓練の様

子や、県内会員施設の連絡網の整備などについて被災県として当

時の経験を生かした活動内容を語られた。更に今後は支援チーム

の実地訓練や震災対策マニュアルの見直しなどを進めていく考

えである事を報告されたが、震災時に机上の空論で終わるのでは

なく、機能する組織作りの重要さを改めて感じさせて頂いた講演

であった。 
次いで、東日本震災の対応と今後の活動について、(社)宮城県

臨床検査技師会会長長沢光章氏が、3 月に発生した東日本大震災

の被災県の会長として、また岩手、福島の被災県を代表して大震

災の発生時からの被害とその対応を中心に話され今後の活動と

要望を訴えた。 
初めに宮城県の気仙沼市立吉本病院、公立志津川病院の被災状

況と活動の内容を話された。当初は日赤病院、東北大学病院、社

会保険病院などが個々に支援活動を開始し、 
P 4
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同会としては宮城県や南三陸町からの要請を受けて活動に入っ

た。スタート時は情報もなく、独自の情報網を活用しての支援活

動であったが、早期の活動現状は阪神淡路大震災に比して津波の

被害が甚大であり、トリアージとして白か黒かであり検査を行う

場面は少なく、心肺蘇生や遺体搬送が主な活動になっていたとの

報告があった。しかし、今後の活動こそ、臨床検査技師の出番で

あり、被災した市町村の健診活動を始めて行く構想を語られ日臨

技の更なる支援を要望された。岩手県では被害の大きな陸前高田

での仮設診療所の活動を中心に話され、福島県については原発問

題が収束のメドが立たない現状を報告した。 
今後は避難地域内の臨床検査技師の雇用を考えて行かなけれ

ばならない対応を力説された。  
両氏とも震災での臨床検査領域での震災対応について即応体

制の充実を訴えられたが、これには日臨技と被災県技師会の連携

を密に正確な情報に基づき被災地の要望に則した支援が必須で

あることを今一度、認識させられたセミナーであった。 
【土居 修】 

 
日臨技企画 「味覚・嗅覚教育講演」 

 
6 月 4 日(土)学会初日 14 時 50 分から 16 時 50 分までの 2 時間

にわたり「味覚・嗅覚教育講演」を開催した。 
最初の 1 時間を日本大学医学部教授の池田稔先生に味覚につ

いて講演していただき後半の 1 時間は金沢医科大学教授の 三輪

高喜 先生に嗅覚についての講演をしていただいた。 
 この教育講演は、法改正時生理学的検査の中に耳鼻科領域の検

査が盛り込まれず「何とか同領域での検査に入りこむことができ

ないのか」の視点から耳鼻咽喉科学会と交渉し実現されたもので

あり、法改正に向けて根拠を創るための学術活動と位置づけてお

り、地区学会開催時もしくは日臨技ホームページ(アップ予定)で
全国全ての会員が受講していただくことを切に希望するところ

です。 
池田先生の「味覚検査」では、電気味覚検査および濾紙ディス

ク検査を中心に、電気味覚検査では、検査の概要、評価の仕方、

特徴(味覚機能障害診断への威力)を、濾紙ディスク検査では概要

に加え、検査の部位、測定手技の説明があり、最後に検査結果の

記載方法についての説明が行われた。 
嗅覚検査は三輪先生が担当されたが「もし嗅覚障害が起こって

しまったら日常生活の潤いがなくなるだけではなく食品腐敗に

気付かず、ガス漏れも分からないなど、身近な生活において嗅覚

がいかに大事なものであるか」から始まり、嗅覚障害の原因、適

切な診断と治療そして検査法についてご講演をしていただいた。 
時間の制限から質問は用紙に質問事項を書いていただき、それ

ぞれの先生へ送り、頂いた回答を日臨技ホームページへアップす

る方法で対応することとした。 
会場はほぼ満席状態で会員の意欲を感ずることができた。今秋

開催される各地区学会においても「味覚・嗅覚教育講演」を組み

込んでおり、また、今回の講演は収録されており編集後ホームペ

ージへアップ予定で、受講者名簿は、業務拡大を狙い厚生労働省

へ提出予定のため、今回受講できなかった会員の皆様はどちらか

の方法で是非受講をお願いするところです。  
【長迫哲朗】    

 
日臨技企画 

「学校等でのエイズ・ＳＴⅠ予防啓発活動」 
  
第 60 回医学検査学会のパネルディスカッションとして「学校

等でのエイズ・STI 予防啓発活動」についての報告会を開催した。 
日臨技では公益事業の一環として、ここ数年間エイズ・STI 予

防啓発公益委託活動を行っております。 
 

これまでは主に講演会開催、街頭啓発活動等を中心として事業

展開を図って来た。 
平成 23 年度は、事業計画として「学校等でのエイズ・STI 予

防啓発教育活動」を行っていくこととしております。 
これらにつき各都道府県技師会にアンケートを行ったところ、 

① この事業を実施したいが、行政や教育委員会等への手掛かり 
がない 

② 事業を行っているところも個人的な繋がりでの事業にとどま 
っており組織的な展開へ発展していない 

③ 教材・資料の不備 
④ インストラクターの育成が不可欠 
等が明らかとなったため、今後この事業を発展させていくために

本学会での報告会を企画した。 
この報告会は各都道府県の公益事業担当者等に集合していた

だき、先進的に事業を展開されている３県の公益事業担当者から

事業の端緒を含めた事業報告を行っていただきました。 
福井県技師会の岩佐技師からは、技師会のこれまでの活動報告

とともに、活動に際しての留意点として、 
○ 学校側との事前打ち合わせが大切で、目的・子供達様子・発 

達段階に即した内容と表現を心がける。 
○ HIV/性感染症の知識や予防は、若者だけでなく保護者・学校 
関係者にも推進する必要性を感じた。 

○ 性教育は、中・高校になり始めるのではなく、小さいころか 
ら命の大切さ・尊さを伝える事が大切である。 

○ 技師という仕事をアピールし、理解していただく。取り組む 
技師と熱い思いの先生方が信頼しあう事・子供たちを大切に思

う気持ちが何よりも大事。熱意です！ 
との熱い思いとともに報告がなされた。 
岐阜県技師会の山本技師からは、岐阜県の現状や行政における

取組みの中での問題点が報告された。 
また、平成 21 年の厚生白書によれば、検査件数や相談件数が

急激に減少していることから、イベント的な啓発活動ではなく、

「いきなりエイズ」などの現状を踏まえた講演会の実施や教育現

場では、生徒だけでなく、まず現場の先生方の教育をすることが

大切であるとの報告がなされた。 
神奈川県技師会の内田技師からは教育現場へのアプローチ方

法について具体的に報告された。 
すなわち、 

「委員会活動の第一歩は営業活動である。受け身体制での活動の

活性化は考えるに難しい。講演先の確保のため委員会関係技師の

母校、県下主要都市の行政(健康課等)にアポイントを取り、活動

の趣旨・概要をプレゼンし協力を御願いした。また県職・市職の

技師に協力を御願いし内部から行政機関へのアピールを行った。

教育機関、特に高等学校においては養護教諭へのアプローチが効

果的であると考える。 
第二に必要となるのが他団体との連携であろう。各地には既に

活動している医師・看護師・NPO 法人等が存在するはずである。

それらの方々とノウハウを共有する事により活動はより容易な

ものになると考える。 
第三に必要となるのはリスクケアでは無いであろうか。 

講演などにおいて趣旨はあくまでも性感染症予防啓発であり、性

行為の助長では無い点を強調することも必要ではと考える。これ

までの経験で特に教員・保護者に対してはこの点が問題となる事

が多い」との報告がされた。 
最後の講演として京都大学の木原雅子准教授からは、青少年の

性行動の現状を踏まえた WYSH 教育について講演がなされた。

子どもたちは、人間同士の結びつきが非常に希薄化した支えの乏

しい状態に置かれており、その状態の中で社会の様々な悪影響に

まともに暴露される。そのために性行動を含む様々な問題が生じ

ている。WYSH 教育では単なる知識やスキルの伝達ではなく、

子どもの夢や希望、人間関係の回復が目指すところであると説か

れた。また技師会がこのような活動をする際に常に P 5
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活動についての評価を行い、この評価をもとに次回の活動に役立

てていくことの重要性をも説かれた。 
このような活動を行うにあたっては、担当者の「子どもたちを

思う気持ちと熱意」なくしては啓発活動の発展は図れないと感じ

るとともに、検査技師が各地で熱意をもって取り組まれているこ

とがたくましく感じられた。 

日臨技では、この報告会を契機として教育現場でのエイズ・STI

予防教育啓発事業の更なる発展を図っていくこととしている。 

【番場正人】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 61 回日本医学検査学会 
  

『命の重み・重なる技術・重ねる想い』 
      －匠の技伝承と社会的貢献をめざして－ 

 
  会  期：平成 24 年 6 月 9 日(土)・10 日(日) 
  会  場：三重県総合文化センター 
  展示会場：メッセウイング・みえ 
  運営担当：(社)三重県臨床検査技師会 
  

学 会 長：小林 圭二 (三重県臨床検査技師会長) 
  実行委員長：山本 幸治 (同副会長) 
 
 
 
 
 
 
 

＃平成 23 年度学術関係表彰に喜びの受賞者＃  
           第 60 回日本医学検査学会表彰式より 
◇ 優秀論文賞 
・最優秀論文賞 
今田有美子 ＜岡山大学病院＞ 

・優秀論文賞 
野村 公達 ＜国立病院機構松本医療センター松本病院＞ 
太田  瞳 ＜医療法人豊田会刈谷豊田総合病院＞ 
藤野 愛弓 ＜県立広島病院＞ 

    
 
◇ 優秀演題賞 
・最優秀演題賞 
長谷川秀浩 ＜新潟県厚生連長岡中央綜合病院＞ 

・優秀演題賞 
喜舎場智之 ＜医療法人財団医療福祉センター阪南中央病院＞ 
森藤 哲史 ＜国立大学法人神戸大学医学部附属病院＞ 
三浦ひとみ ＜東京女子医科大学病院＞ 
大阪府臨床検査技師会血液検査部門 

   
 
◇ 特別奨励賞 
佐藤 恵美 ＜島根大学医学部附属病院＞ 
西岡 光昭 ＜山口大学医学部附属病院＞ 

       
 
◇ 結核研究奨励賞 
 富田 元久 ＜国立病院機構近畿中央胸部疾患センター＞ 

          
 
◇ 感謝状 
 第 59 回日本医学検査学会開催担当 
 (社)和歌山県臨床衛生検査技師会 

         

東日本大震災義援金 219,163 円集まる 
 
第 60 回日本医学検査学会の東日本大震災市民公開講座の

際に、市民の皆様から、義援金 219,163 円のご協力をいただ

きました。 
平成 23 年 7 月 4 日、宮島喜文学会長(長野県臨床衛生検査

技師会長)、臼井明美実行委員長(同副会長)が日本赤十字社長

野県支部(支部長：阿部守一長野県知事)を訪問し、市民から

お預かりした義援金を廣田功夫事務局長にお渡しし、被災地

の市町村を通じて、被災者の皆様に届けていただくようにお

願いをしました。 
義援金にご支援・ご協力いただきましたことに感謝申し上

げますとともにご報告いたします。 
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