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検査データが標準化され、その信頼性

が十分保証された施設を対象として認証

する『精度保証施設認証制度』が平成 22
年度より発足し、364 施設が認証された。

認証には過去の外部精度管理調査の成績

の他に、人的要求事項として『精度管理

や標準化に関する研修会に継続的に参加

していること』が求められている。申請

に必要な研修会参加が、地方でも簡便に、

また、継続的に可能になるように、全国 7
地区(支部)の医学検査学会日程内におい

て「日臨技データ標準化・精度保証セミ

ナー」を開催することになった。 
本年度は、「日臨技データ標準化事業に

ついて－精度保証施設認証取得を目指し

て－ 」のテーマで、セミナーが開催され

総参加者数は 578 名に及んだ。なお、近

畿地区では都合により地区医学検査学会

とは別日程での開催となった。

 
地 区 学 会 日 時 参加者 

北海道地区 第 86 回北海道医学検査学会 10 月 22 日(土) 82 名 
東北地区 第 52 回東北医学検査学会 10 月 16 日(日) 60 名 

関東甲信地区 第 48 回関東甲信地区医学検査学会  10 月 30 日(日) 45 名 
中部地区 第 50 回中部医学検査学会 10 月 23 日(日) 93 名 
近畿地区 地区学会以外 9 月 10 日(土) 78 名 

中国・四国地区 第 44 回中四国医学検査学会 11 月   6 日(日) 100 名 
九州地区 第 51 回九州医学検査学会 10 月   1 日(土) 120 名 

 
1 回目となる本年度は、臨床検査データ

標準化を推進させるために平成19年度か

ら基幹施設ネットワークを構築し、生化

学・血算を対象として取り組んできた日

臨技データ標準化事業の 4 年間の活動を

もとに、 
1．標準化事業の実績 
2．基準範囲の設定 
3．マネジメント体系の確立 
4．精度保証施設認証制度の構築 
5．基準検査室の設置 
6．今後の課題 

等を、それぞれの地区担当の日臨技検査

値標準化委員が講師となり判りやすく解

説した。 
会員からは、精度保証施設認証事業の

今後の展開と見通しについて、基準範囲

の共有化の動向と現状について、地域サ

ーベイのあり方について、精度保証施設

認証事業の意義(認証料を含めて)につい

て、ヒト反応性に近い試料の扱いについ

て、都道府県内の標準化啓発について等、

さまざまな質問があり、関心の高さがう

かがわれた。 
また、上記以外にも、日臨技「精度管

理システム」の利用について、ドライケ

ミストリーの精度管理調査評価について

等、精度管理調査に関する質問も多く寄

せられた。 
このドライケミストリーの評価につい

ては、精度管理調査臨床化学 WG で検討

がなされており、平成 23 年度精度管理調

査報告書に記載するほか、別途、会誌「医

学検査」、第 61 回日本医学検査学会にお

いて報告する予定である。 
 参加した会員においては、日臨技の精

度保障事業（精度管理事業・データ標準

化事業）について理解が深まったととも

に、国民のために「標準的検査法を用い

精確な検査値を提供すること」は、職能

団体としての日臨技の使命である、と再

確認していただけたものと思う。 
「精度保証施設認証制度」は「標準的検

査法を用い精確な検査値を提供するこ

と」の証しであり、診療報酬点数に反映

させるための第 1 歩となるものである。 
データ標準化事業を着実に定着させ標

準化を達成しかつ継続させ、精度保証施

設認証制度を全国規模で展開していくた

めには、各都道府県技師会および会員各

位の理解と積極的な参画が不可欠となる。

全国の会員の研修会参加の利便性を考え、

次年度以降も支部学会において本セミナ

ーを開催し、日臨技「臨床検査精度保証

教本」にもとづいて基礎から学ぶことが

できる研修会としたいと考えている。多

くの会員の積極的な参加を期待する。     

【岩上みゆき】

 
 
 
 
 

平成 23 年 11 月 25 日に、厚生労働省保

険局総務課医療費適正化対策推進室は平

成 21 年度 特定健康診査・特定保健指導

の実施状況を確報値(保険者からの実施状

況に関する報告内容を厚生労働省で精査

して算出した値)として公表した。 
これによると、特定健康診査の実施率

は 41.3％となっている。また、速報値(保
険者からの申告値をまとめた値)は平成

23 年 1 月に公表しているとしている。 
平成 20 年度から、40 歳から 74 歳まで

の被保険者と被扶養者を対象に、内臓脂

肪症候群(メタボリックシンドローム)に
着目した健康診査・保健指導を実施する

ことが、医療保険者に対し義務付けられ

たことから、その実施状況についての報

告を取りまとめたものである。 
健康診査に関する同省の文書には、臨

床検査技師の名称も記載されており、ま

た、当会が提唱している臨床検査生涯手

帳につながるものである。対象が 40 歳か

 

厚生労働省・保険局総務課                             平成 23 年 11 月 25 日 

平成 21 年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(確報値) 

 

データ標準化・精度保証セミナー                      平成 23 年 9 月 10 日～11 月 6 日 

データ標準化・精度保証セミナー全日程終了 
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らとなっているが、幼少期からの個別の

臨床検査値を継続することにより健康診

査の在り方も変化するものであり、それ

こそが真の国民の健康を守ることである。 

今年 3 月に発生した原子力災害に端を

発する健康診断等にも大きく関与するこ

とである。 
今後、当会としては全国 47 都道府県に

おける検診事業の実績も大きく、その実

績を基にする事業展開を予定している。

 
尚、図表等の詳細は、以下を参照して下さい。 

⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000neou-att/2r9852000000neqb.pdf 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html 
 

【実施状況結果のポイント】 
 
1．特定健康診査の実施率 
・特定健康診査の対象者数は約 5,221 万

人(平成 20 年度確報値約 5,191 万人)、受

診者数は約 2,159 万人(同 2,019 万人)。 
・実施率は 41.3％で、平成 20 年度と比べ

て 2.4 ポイント向上した。 
2．特定保健指導の実施率  
・特定保健指導の対象者(特定健康診査の

結果から、生活習慣の改善が必要とされ

た人)数は約 409 万人で、健診受診者に占

める割合は 18.9％(平成 20 年度確報値

19.9％)。 
・特定保健指導の終了者数は約 50.4 万人

で、保健指導対象者に占める割合は

12.3％。平成 20 年度と比べ 4.6 ポイント

向上した。 
3．メタボリックシンドロームの該当者と

予備群の減少率 
・特定保健指導の対象者数の減少率(「全

国医療費適正化計画」の中で、「メタボリ

ックシンドロームの該当者と予備群の減

少率」は、「特定保健指導の実施対象者の

減少率」を目標とする、と定められてい

る)は 4.7％(対平成 20 年度比)。 
特定保健指導の対象者数には、生活習

慣病薬剤の服用者は含まれないため、血

圧や血糖などの一定の基準値を超過した

人が増えることだけでなく、服用者が増

加することによっても、対象者は減少す

る。 
生活習慣病薬剤の服用者を含めた内臓

脂肪症候群該当者と、予備群(関係学会の

策定基準該当者)の減少率は 0.6％。

 
平成 21 年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について 

 
I． 趣旨 
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和

57 年法律第 80 号)に基づき、平成 20 年度

から、特定健康診査・特定保健指導制度

が開始されたところであるが、実施主体

である保険者は、年度毎の実施状況を、

社会保険診療報酬支払基金に報告するこ

ととされており、今般、平成 21 年度分の

報告をとりまとめたので公表する。集計

の対象は、報告を行った 3,453 保険者で

ある。 
II． 実施状況の概要 
1． 特定健康診査の実施率 
(1)  全体の実施率 
平成21年度の特定健康診査の対象者数

(当該年度の 4 月 1 日における加入者であ

って、当該年度において 40 歳以上 74 歳

以下に達する者のうち、年度途中におけ

る異動者(加入、脱退)及び平成 20 年度厚

生労働省告示第 3 号に規定する各項のい

ずれかに該当する者(妊産婦等)と保険者

が確認できた者を除いた者の数)は、約

5,221 万人で、受診者数(特定保健指導の

対象となるか否かについて、健診項目に

よって確定できる者の数)は、約 2,159 万

人であり、特定健康診査の実施率は

41.3%であった。平成 20 年度と比較して、

2.4 ポイント向上した。 
 (2)  性・年齢階級別の実施率 

年齢階級別の特定健康診査の実施率は、

40～50 歳代で高かった。 
また、性別は、特定健康診査は男性が

46.5%、女性が 36.4%で男性が高かった。

平成 20 年度同様に男性は 60 歳未満で高

く、60 歳以上で低くなる傾向がみられた。

女性は年齢による実施率に大きな差は認

められないものの、70～74 歳の年齢階級

が も高かった。 
(3)  保険者の種類別の実施率 
全ての保険者において、平成 20 年度と

比較して平成21年度の特定健康診査の実

施率は向上している。 
保険者の種類別の実施率は、健康保険

組合、共済組合において高く、市町村国

保、国保組合、全国健康保険協会、船員

保険において低いという二極構造となっ

ている。 
保険者の種類別の性・年齢階級別の実

施率では、被用者保険では、男性より女

性の実施率が低く、被用者保険の被扶養

者に対する受診促進のための対策が必要

と考えられる。 
2． 特定保健指導の実施率 
(1)  全体の特定保健指導対象者の割合・

実施率 
特定健康診査を受けた者のうち、特定

保健指導の対象者になった者の割合は、

18.9%であった。 
特定保健指導対象者のうち特定保健指

導を終了した者の割合(以下「特定保健指

導実施率」という。)は、12.3%であった。 
平成 20 年度の特定保健指導実施率は、

7.7％であり、4.6 ポイント向上した。 
(2)  性・年齢階級別の実施率 
年齢階級別の特定保健指導実施率は、

40～44 歳で 9.3%と も低く、45～59 歳

までは大きな差はないが、60 歳以上で相

対的に高くなり、65 歳以上は約 20%とな

っている。 
性別の実施率は、男性は 11.7%、女性

は 14.6%であった。平成 20 年度同様に男

性は、65 歳以上で 65 歳未満と比較して、

女性は、60 歳以上で 60 歳未満と比較し

て、相対的に高くなっている。 
(3)  保険者の種類別の実施率 
保険者の種類別の特定保健指導実施率

は、市町村国保で 19.5%と も高く、次

いで健康保険組合が 12.2％であった。今

後も、全般的に実施率の向上のための取

組を推進していく必要がある。 
特定保健指導を実施していない保険者

数は平成 20 年度より減少したものの、国

保組合の 45.5%、健康保険組合の 21.5%
が特定保健指導を実施していない。 
保険者種類別・性・年齢階級別の実施

率は、市町村国保では、65 歳までの男性

の実施率が女性と比較して低い。健康保

険組合、共済組合では、40～50 歳代の女

性の実施率が男性と比較して低いなど、

保険者種類間で違いが見られる。 
3． メタボリックシンドロームの該当者

及び予備群の減少率(「メタボリックシン

ドロームの該当者及び予備群の減少率」

については、「全国医療費適正化計画」に

おいて、特定保健指導の実施対象者の減

少率を目標としている)等 
(1)  特定保健指導の対象者数の減少率 
特定保健指導の対象者数(推定数)の減

少率(※)は 4.7％であった。 
※  次の計算式により算出。 
計算式＝(平成 20 年度特定保健指導対象

者推定数－平成21年度特定保健指導対象

者推定数)／(平成 20 年度特定保健指導対

象者推定数) 
上記式の各数は、 特定健康診査の実施

率の変化による影響を排除するため、特

定保健指導対象者の実数でなく、各年度

の特定保健指導対象者の出現割合を平成
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21 年度の特定健康診査対象者数に乗じて

算出した推定数。 
(2)  内臓脂肪症候群該当者及び予備群の

減少率 
特定保健指導の対象者の基準の元とな

る内臓脂肪症候群該当者(内臓脂肪症候群

該当者：内臓脂肪の蓄積(腹囲測定等)に加

え、血中脂質、血圧、血糖の基準のうち、

2つ以上に該当する者)及び予備群(内臓脂

肪症候群予備群：内臓脂肪の蓄積(腹囲測

定等)に加え、血中脂質、血圧、血糖の基

準の１つに該当する者)(推定数)の減少率

は 0.6％(※)であった。 
なお、内臓脂肪症候群該当者及び予備

群の割合は 26.7%であった。 
※  次の計算式により算出。 
計算式＝(平成 20 年内臓脂肪症候群該当

者及び予備群推定数－平成 21 年度 内臓

脂肪症候群該当者及び予備群推定数)／
(平成 20 年度内臓脂肪症候群該当者及び

予備群推定数) 
上記式の各数は、 特定健康診査の実施

率の変化による影響を排除するため、内

臓脂肪症候群該当者及び予備群の実数で

なく、各年度の内臓脂肪症候群該当者及

び予備群の出現割合を平成21年度の特定

健康診査対象者数に乗じて算出した推定

数。 
＜参考＞ 内臓脂肪症候群該当者及び予

備群と特定保健指導対象者の関係 
○特定保健指導の対象者の選定基準は、

内臓脂肪症候群の診断基準に基づいてい

るが、腹囲周囲径に加えて、BMI 基準を

勘案している。 
○特定保健指導対象者の追加リスク基準

である血糖値は 100 ㎎/dl だが、内臓脂肪

症候群の診断基準は、110 ㎎/dl である。 
○血糖、脂質、高血圧の服薬治療を受け

ている者については、特定保健指導の対

象者からは、除外される。(内臓脂肪症候

群該当者及び予備群には含まれる。) 
○特定保健指導対象者の選定基準では、

追加リスクのある者について、喫煙歴を

勘案する。 
 (3)  薬剤を服用している者の割合 
高血圧症の治療に係る薬剤を服用して

いる者の割合は 19.2%、脂質異常症の治

療に係る薬剤を服用している者の割合は

10.8%、糖尿病の治療に係る薬剤を服用し

ている者の割合は 4.2%であった。(これら

の割合は、高血圧症、脂質異常症又は糖

尿病の治療に係る薬剤を重複して服用し

ている者を含めた割合である。) 
III． 実施状況の詳細 (集計表・分布図) 
(1) 保険者別・男女別・年齢階級別 実施

状況結果  別表 1～3 参照 
(2) a 保険者種類別 特定健康診査実施率

分布状況  図 6～9 
b 保険者種類別 特定保健指導実施率

分布状況  図 10～13
 
 
 
 
 
 
 
 第 9 回チーム医療推進方策検討ワーキ

ング開催される 
 平成 23 年 11 月 16 日 厚生労働省内で

標記委員会が開催された。およそ半年ぶ

りの開催にあたり 2 つの事項について大

きく前進がみられたので会員諸氏にその

概要をお知らせする。 
1．厚生労働省が「チーム医療実証

事業」を委託する施設を発表 
 これは、チーム医療方策検討ワーキン

ググループ(以下チーム医療WG)が今年 5
月に開催し、第 8 回チーム医療 WG にお

いて、チーム医療の全国的な普及を目指

すためには、安全性や効果の実証が必要

だとし、チーム医療実証事例の公募を行

うことを決定した。これを受け、6 月 1
日から厚生労働省内で事務的に進められ

ていた。 
実証事業に応募したのは、104 施設、

200 チーム。「チーム医療推進会議」の事

務局を担当する厚労省医政局医事課が、

各施設の申請書(チーム編成の目的と実証

の可能性)と施設概要(病床数別)をチェッ

クし、(1)実施による効果、(2)評価方法、

(3)取り組みの新規性の 3 項目、で採点し

た結果、400 床以上の病院が 34 施設(72
チーム)、200～399 床の病院が 13 施設(18
チーム)、20～199 床の病院が 15 施設(19
チーム)、診療所(薬局などを含む)が 6 施

設(6 チーム)、合計 68 施設(115 チーム)
を事業委託施設として選定した(委託先一

覧参照)。 
実施施設には、1 施設につき約 300 万

円が補助金として支給される(複数のチー

ムで参加する場合は約 500 万円)。「チー

ム医療実証事業」の実施期間は 2012 年 3
月までで、各施設は 2012 年 2 月中をめど

に、厚労省に報告書を提出する。 
 また、チーム医療 WG では提出が義務

付けられている報告書のフォーマットも

検討されこれを了承している。 
2．厚生労働省は「診療放射線技師

の業務範囲の見直し案」を提示 
1)診療放射線技師法改正に向け大きく前

進 
 平成 22 年 10 月４日から始まり、今回

で 9 回を数えたチーム医療 WG では、医

療施設で円滑に医療を遂行するために、

数多くある医療職種のチーム編成を中心

に協議を重ねてきた。折しも、特定看護

師の問題が並行して進んでいたため、医

師不足への対応、看護師以外の医療スタ

ッフの役割拡大や、医療スタッフ間の連

携の推進を話し合う場として設けられて

いた。 
今回の診療放射線技師業務の見直しは、

診療放射線技師の業務範囲にも看護師と

同様に法的な規定のないグレーゾーンが

あることから、委員の原口信次氏(東海大

医学部付属病院診療技術部長)が見直しを

求めていた。 
 厚労省の見直し案は、日本放射線技師

会が 2011 年 1～3 月に実施した業務実態

調査をベースにしたものであり、今後、

「診療放射線技師法」の改正も含めて、

検討を進めるとしている。 
2)診療放射線技師が実施可能な業務の追

加 
 日本放射線技師会が実施した実態調査

の結果等を踏まえ、診療放射線技師が実

施し得る検査(CT 検査、下部消化管検査

等)の実施に伴って必要とされる一定の行

為(以下「検査関連行為」という。)に、つ

いて診療放射線技師が「診療の補助」と

して実施することができることとしては

どうか。 
検査関連行為として想定している行為

については、人体に影響を及ぼす程度が

比較的高いこと、診療放射線技師の従来

の業務(各種検査装置の操作等)と業務の

性質が異なることを踏まえれば、診療放

射線技師が、その実施の適否や実施方法

に関する一定の判断を行うことは難しい

と考えられることから、医師・歯科医師

の「具体的な指示」を受けて実施するこ

とが適当ではないか、としている。 
【業務拡大】 
①造影剤の血管内投与に関する業務 
(ⅰ)CT 検査、MRI 検査等において医師又

は看護師により確保された静脈路又は動

脈路に造影剤を接続すること及び造影剤

自動注入器の操作を行うこと。 
(ⅱ)造影剤投与終了後の静脈路の抜針及

び止血を行うこと。 
②下部消化管検査に関する業務 
(ⅰ)下部消化管検査に際して、カテーテル

挿入部(肛門)を確認の上、肛門よりカテー

テルを挿入すること。 
(ⅱ)肛門より挿入したカテーテルより、造

影剤及び空気の注入を行うこと。 
【教育内容の見直し】 
①現在の診療放射線技師の基礎教育は、

各種検査装置の操作等を適切に実施する

ことができる能力を習得することを念頭

において行われており、検査関連行為を

安全かつ適切に行うために必要な教育内

 

チーム医療推進方策検討委員会                             平成 23 年 11 月 26 日

チーム医療実証事業・診療放射線技師業務範囲見直し(第 2 報) 
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容(臨床解剖学、病態生理学、臨床薬理学

等)を盛り込む必要があるものと考えられ

る。 
②このため、関係法令・通知等を改正し、

検査関連行為を安全かつ適切に行うため

に必要な教育内容を、現行の教育内容に

配慮しつつ、追加するとともに、学校・

養成所において整備すべき機械器具・標

本・模型等を追加することとしてはどう

か。 
③既に診療放射線技師の資格を取得して

いる者について、医療現場において検査

関連行為を実施する際には、医療機関や

職能団体等が実施する教育・研修を受け

るよう促す必要がある。 
【臨床検査技師との関わり】 
このほか、RI 検査については現在、「診

療放射線技師法」に規定はないが、その

多くが診療放射線技師によって実施され

ているという実態を踏まえて、診療放射

線技師の業務範囲に位置づける考えを示

した。 
 RI 検査における放射性同位元素投与後

の撮影について、実態としては診療放射

線技師が実施しているが、法的に業務と

して明確に位置づけられていないため、

安全性・品質管理上の課題があるとし、

そこで次の対応策をまとめた。 
①現在、診療放射線技師の業務範囲の見

直し(検査関連業務の追加)を検討してい

るところであるが、RI 検査についても、

実態として、多くの検査が診療放射線技

師により実施されていることに鑑み、診

療放射線技師の業務範囲として位置付け

てはどうか。 
②具体的には、RI 検査を「診療の補助と

して、磁気共鳴画像診断装置その他の画

像による診断を行うための装置であって

政令で定めるものを用いた検査」(診療放

射線技師法第二十条の二)に位置付け、政

令に、RI 検査関連機器を追加する。 
 (追加機器の候補)   
【薬事法第二条第八項の規定により厚生

労働大臣が指定する特定保守管理医療機

器】 
・核医学診断用据置型ガンマカメラ 
・核医学診断用移動型ガンマカメラ 
・核医学診断用検出器回転型 SPECT 装

置 
・核医学診断用リング型 SPECT 装置 

としている。 
【当会の見解】 
これら診療放射線技師の業務拡大に関

する事項は、チーム医療 WG で協議する

より以前に厚生労働省医政局から当会宛

に打診があり、既に協議を終えている。 
当会としては、これら放射性同位元素

を取り扱う教育は臨床検査技師教育の中

でも行われており、in vitro 検査項目は

その多くを臨床検査技師が実施している

こと、また今回の業務拡大が in vivo 検

査として放射性同位元素を体内に注入し、

体外から機器をスキャンすることで測定

しうる行為にかかわっている実例は少な

いと考ええ、もし現在 in vivo 検査に関

わる臨床検査技師がいる施設があるとす

れば、それらの臨床検査技師に不利益が

被らないことを条件に了承するとした。 
【その後】 
   厚生労働省案は了承され、11 月 18 日に

開催された、「チーム医療推進会議」で了

承された。 
            【小沼利光】 
  

 
＜チーム医療実証事業委託施設＞ 

・東北大学病院 
・岩手医科大学附属病院歯科医療センター 
・兵庫医科大学病院 
・東邦大学医療センター大森病院 
・医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 
・虎の門病院 
・聖隷福祉事業団総合病院 聖隷三方原病院 
・岡山大学病院 
・金沢大学附属病院 
・千葉大学医学部附属病院 
・昭和大学病院 
・筑波大学附属病院 
・国立病院機構東京医療センター 
・広島大学病院 
・国立病院機構 大阪医療センター 
・昭和大学横浜市北部病院 
・市立豊中病院 
・武蔵野赤十字病院 
・NTT 東日本 関東病院 
・前橋赤十字病院 
・九州厚生年金病院 
・大阪厚生年金病院 
・株式会社日立製作所 日立総合病院 
・医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 
・長浜赤十字病院 
・聖路加国際病院 
・社会福祉法人 三井記念病院 
・国立精神・神経医療研究センター 
・東邦大学医療センター大橋病院 
・医療法人静和会 浅井病院 
・国立がん研究センター東病院 
・筑波メディカルセンター病院 
・済生会八幡総合病院 
・石巻赤十字病院 

・国立長寿医療研究センター 
・国立病院機構浜田医療センター 
・東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 
・仙台市医療センター 仙台オープン病院 
・碧南市民病院 
・桶狭間病院藤田こころケアセンター 
・済生会栗橋病院 
・医療法人唐虹会 進藤病院 
・福岡県立精神医療センター 太宰府病院 
・県立八重山病院 
・湯布院厚生年金病院 
・医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター 
・大分岡病院 
・医療法人敬仁会 友愛病院 
・脳血管研究所附属美原記念病院 
・東京都リハビリテーション病院 
・操風会 岡山旭東病院 
・長崎リハビリテーション病院 
・社会医療法人 禎心会病院 
・荒木脳神経外科病院 
・近森会近森病院第二分院 
・東部島根医療福祉センター 
・医療法人芳和会くわみず病院 
・社会医療法人栄公会 佐野記念病院 
・医療法人翔南会 翔南病院 
・社会医療法人 禎心会 新札幌恵愛会病院 
・医療生協さいたま生活協同組合 秩父生協病院 
・昭和大学歯科病院 
・四谷メディカルキューブ 
・医療法人社団パリアン クリニック川越 
・在宅医療専門 まるやまホームクリニック 
・い内科クリニック 
・メディカルグリーン あゆみ薬局(連携施設：蔵の街診療所) 
・チューリップ薬局平針店(連携施設：三つ葉在宅クリニック
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【概要】 

世界エイズデー(World AIDS Day：
12 月 1 日)は、世界レベルでのエイズのま

ん延防止と患者・感染者に対する差別・

偏見の解消を目的に、WHO(世界保健機

関)が 1988 年に制定したもので、毎年 12
月 1 日を中心に、世界各国でエイズに関

する啓発活動が行われています。 
【レッドリボン】 

“レッドリボン(赤いリボン)”は、もとも

とヨーロッパに古くから伝承される風習

のひとつで、病気や事故で人生を全うで

きなかった人々への追悼の気持ちを表す

ものでした。 
この“レッドリボン”がエイズのために

使われ始めたのは、アメリカでエイズが

社会的な問題となってきた 1980 年代の

終わりごろでした。このころ、演劇や音

楽などで活動するニューヨークのアーテ

ィスト達にもエイズがひろがり、エイズ

に倒れて死亡するアーティスト達が増え

ていきました。そうした仲間達に対する

追悼の気持ちとエイズに苦しむ人々への

理解と支援の意思を示すため、“赤いリボ

ン”をシンボルにした運動が始まりまし

た。 
この運動は、その考えに共感した人々

によって国境を越えた世界的な運動とし

て発展し、UNAIDS(国連合同エイズ計画)
のシンボルマークにも採用されています。

レッドリボンは、あなたがエイズに関し

て偏見をもっていない、エイズとともに

生きる人々を差別しないというメッセー

ジです。このレッドリボンの意味を知り、

レッドリボンを身につけることによって、

エイズをみんなで考えましょう。 
            【MHLW】

 
 

【2011 年テーマ】 「エイズとわたし ～ 支えることと 防ぐこと ～」 
 
【厚生労働省が主催するイベント(12 月 1 日)】 
◆ kitson night Vol.3 World AIDS Day  ～no border～ 正しい知識と予防で偏見差別をなくす 

kitson が主催するチャリティイベント。世界各国の”世界エイズデー”のポスター展示、画像や映像、ダンスパフォーマンスなどを盛

り込み、エイズの正しい知識と予防を身に付け偏見差別をなくすよう、HIV について、エイズについて、safety sex について考えるき

っかけとなるよう働きかけます。 
詳細は、http://shopkitson.jp/ 
日時：平成 23 年 12 月 1 日(木)    
場所：Sound Museum VISION 東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 

◆ 世界エイズデー in NAGOYA  2011 
栄広場での音楽イベント（アイドルの歌や和太鼓）、栄周辺のパレード、追悼集会を開催。エイズを他人事と思っていませんか？も

っとエイズのことを考えましょう！ 
詳細は、http://wadn.web.fc2.com/ 

 日時：平成 23 年 12 月 1 日(木)    
場所：栄広場ほか 

◆ RED RIBBON LIVE 2011 in FUKUOKA 
地域で有名なアーティストなどによる入場無料のライブ＆トークを行い、若者を中心とした世代に予防啓発のメッセージを発信。 
詳細は、http://redribbonlive.net/rrl_hukuoka.html 
日時：平成 23 年 12 月 1 日(木)    
場所：キャナルシティ博多 

◆ 街頭キャンペーン  
平成 23 年 12 月 1 日(木) 16:30～20:30  予定 
キャナルシティ博多において、福岡県、福岡市、民間企業、NGO、学生ボランティアと協力してエイズ予防啓発グッズを配布する。 

◆ HIV 無料検査 
平成 23 年 12 月 1 日(木) 9:00～15:00(受付)  予定 
博多保健所(博多区保健福祉センター)において、HIV 無料検査を実施する。 

【MHLW】 
 

 
新規 HIV 感染者が増加 検査、相談減り関心低下か 

 
厚生労働省のエイズ動向委員会は25日、

7～9 月に報告された新規エイズウイルス

(HIV)感染者は、前回 4～6 月より 48 人増

の 265 人だったと発表。感染に気付かず

発症した新規のエイズ患者は 108 人で、

過去 多だった前回の 136 人から減少し

た。7～9 月に感染の有無を調べるため保

健所などで実施された HIV 抗体検査は 3
万 1,307 件、相談は 4 万 681 件で、とも

に前年同時期に比べて減少した。厚労省

は関心低下を懸念している。 
 委員長の岩本愛吉東京大教授は、12 月

1 日が世界保健機関（WHO）の定める「世

界エイズデー」だとして、「この機会を通

じ、関心を持ってほしい」とのコメント

を発表した。         【m3c】

 
 
 

 

厚生労働省                                      

12 月 1 日は世界エイズデー 
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今秋、マイコプラズマ肺炎や RS ウイル

ス感染症などの患者が急増している。 
 国立感染症研究所(感染研)によると、11
月第 2 週(7-13 日)のマイコプラズマ肺炎

の平均患者数は 2001 年以降の 高値を

記録した。 九州、山口、沖縄では全国

平均を上回る県も出ている。西日本では

寒暖の差が激しい不順な天候が続いてお

り、感染研は「予防のため体調管理など

に気をつけてほしい」と呼びかけている。 
 

◇マイコプラズマ肺炎の患者数が 多 
感染研が全国約 5,000 の医療機関(定点

機関)の報告をまとめたところ、第 2 週の

平均患者数は 1 医療機関当たり 1.25 人で、

2001 年以降の 10 年間で も高かった

0.72 人を上回った。九州、山口、沖縄で

は沖縄県 5.14、長崎県 1.73、山口県 1.44
で、福岡県も第 1 週の 0.4 から 0.73 に増

加した。北九州市では小学校の学級閉鎖

も報告されている。 
 感染研の安井良則感染症情報センター

主任研究官は「マイコプラズマによる呼

吸器系感染症は、症状が風邪に似ていて

外来ですぐ診断するのは難しく、重篤化

してしまうケースもある」と指摘する。 
 ワクチンはなく治療は抗生物質が中心

だが、薬が効かない耐性菌の増加が拡大

の要因になっている可能性もある。「今年

はこれまで使われてきたマクロライド系

の抗生物質が効かないケースが多い。

2003 年以降、耐性菌が増え、今では 8 割

を超えるという報告もある」と安井研究

官。別に効果がある抗生物質はあるもの

の、幼児の歯形成への副作用が懸念され

るため医療現場では難しい対応が続く。 
 
 ◇RS ウイルスは乳幼児に多く 
 RS ウイルス感染症は乳幼児が感染しや

すい呼吸器系感染症。今年は全国的に例

年を上回る患者数が報告され増加傾向が

続く。福岡県の 1 医療機関当たりの平均

患者数は、11 月第 1 週の 0.51 から第 2
週は 0.76 になった。 
 本来は冬に流行しやすいが、今年は 6
月頃から都市部を中心に感染が広がり始

めた。新規患者数は 10 月中旬にいったん

減少したものの、再び増加傾向に転じた。

感染研は「感染の勢いは落ち着き始めて

いるが、もともと冬にピークを迎える感

染症。12 月の動向が気になる」とする。 
 ◇インフルエンザも年明けに流行か 
 山口県では 9 月に周南市の幼稚園で集

団感染が発生し、クラスが閉鎖された。

新型インフルエンザ(H1N1)が発生した

2009 年を除くと、同県で も早い時期の

集団感染発生となった。その後は落ち着

いた状態が続いてきたが今月 21 日、山口

市の小学校が学級閉鎖された。同県以外

の発生ペースは遅く、今のところ確認さ

れているウイルスのほとんどは A 香港型。

しかし昨季と同様の傾向をたどれば年明

け以降に H1N1 型が流行する可能性もあ

る。感染研は「いずれの感染症もうがい

や手洗いで、ある程度予防できる。患者

との濃厚な接触を避けるなど注意してほ

しい」としている。 
 
◇米で豚由来の新型インフル 
  米アイオワ州の保健当局は 22 日、同

州内に住む子供 3 人が豚由来とみられる

新型インフルエンザウイルスに感染した

ことを確認したと発表した。 
 米疾病対策センター(CDC)によると、

今年７月以降、豚と接触した人などの感

染例が他にも 3 州で確認されているが、

今回の 3 人は人からの感染の可能性が高

いという。同州は「感染は限定的なもの」

としながらも監視体制を強化した。 
 州当局によると、重症者はおらず、全

員が回復しているという。ウイルスは豚

由来とみられる H3N2 型だが、2009 年に

世界的な流行があった新型インフルエン

ザ(H1N1）の遺伝子が含まれていた。異

なるタイプのウイルスの遺伝子が、豚の

体内で混ざって入れ替わる「再集合」が

起きたとみられる。   【m3c】
 
 
 
 
 
 
 

 

各都道府県技師会 

STI・HIV 予防教育キャンペーン 全国で展開中 ! 

 
 
 

広島県 6 月 4 日(済)・高知県 10 月 22 日(済)・香川県 10 月 22 日(済)・神奈川県 11 月 7 日(済) 
11 月 14 日(済)・山口県 11 月 11 日(済)・鹿児島県 11 月 20 日(済)・千葉県 11 月 23 日(済)・11 月 27 日(済)
島根県 11 月 27 日(済)・愛媛県 11 月 27 日(済)・山梨県 11 月 27 日(済) 
 
福島県 12 月 1 日・群馬県 12 月 1 日・東京都 12 月 3 日・大分県 12 月 3 日・長野県 12 月 3 日 
北海道 12 月 10 日・京都府 12 月 11 日・山梨県 12 月 16 日・栃木県 12 月未日(ラジオ) 
 
【平成 24 年】 
奈良県 1 月 22 日・滋賀県 1 月 28 日・奈良県 2 月 18 日・鹿児島 2 月 25 日・北海道 3 月未日 
 
会報 JAMT＜Vol17-No24＞にて、都道府県技師会が実施するキャンペーン予定をお知らせしましたが、その後の申請で

開催技師会が追加されております。 
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感染症警戒季節到来 


