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5 年前の夏、マタニティビクス協会

（現マタニティフィットネス協会）の

安原理事が当会館を訪問された。 
用件は、超音波検査は臨床検査技師

が検査されている事をインターネッ

トで知り、協会が開催しているマタニ

ティ＆ベビーフェスタで胎児エコー

を臨床検査技師会が担当していただ

きたいとの要請であった。 
それを受け、理事会において、福

岡・仙台・東ビッグサイト・パシフィ

コ横浜での開催に、公益事業として協

力することを決定した。 
 3D エコーから 4D エコーへと変わ

り、昨年からは胎児エコー体験コーナ

ーに加えて、臨床検査体験（ヘルスチ

ェック）コーナーが新設された。 
このコーナーの運営を神奈川県技

師会にお願いしたところ快く引き受

けていただき、また、機器を提供して

いただいているメーカーも積極的に

御協力いただき盛大なイベントコー

ナーとして来場者の皆様方に喜んで

いただいている。 

  
 
 本年は桜の花満開の 4 月 7 日(土)・
8 日(日)の両日、昨年同様パシフィコ

横浜において開催された。 
4D 胎児エコーコーナーは 8 台の機

器を使用し、妊婦 1 人 10 分間と短時

間の体験ではあったが、妊婦さん、そ

の家族の方々を歓喜させていただい

た。 

  
 

毎年協力していただく 10 数名の検

査技師の皆様、そして今年新しく協力

していただいた 5 名の技師の方々に

厚く感謝申しあげる。 
一方、ヘルスチェックコーナーでは

昨年の経験を生かし、動脈硬化検査を

1 台増加し 3 台に、骨塩定量検査を 2
台に増加し待ち時間の短縮に取り組

んだ。 

  
 

不人気であった血圧測定コーナー

を廃止した。結果は、両日での体験者

は簡易血糖測定 1,363 名、指尖酸素飽

和度測定 1,254 名、指尖ヘモグロビン

測定 954 名、骨塩定量測定 1,018 名、

動脈硬化検査 527 名となり、多くの

来場者に体験していただいた。 

 
 

2 年目のコーナーではあるが、妊婦

とともに参加されているご家族の皆

様方からも、今までは妊婦本人のみの

体験（胎児エコー）であったが、これ

には自分たちも体験できると好評で

あった。 
 
協会からは来年のフェスタにも是

非ご協力をお願いしたいとの声をい

ただき盛会裡に終える事ができた。 
来年は 4 月 6 日(土)・7 日(日)の両

日今年と同じパシフィコ横浜におい

ての開催が決定している。 
 
 4D 胎児超音波コーナーを担当して

いただいた技師の皆様、ヘルスチェッ

クコーナーを担当していただいた神

臨技の皆様そして機器を提供してい

ただきましたメーカーの皆様方にこ

の場をお借りし、あらためてお礼申し

あげます。  
         【長迫 哲朗】 
 
 
マタニティ & ベビーフェスタ  

 

 
 

日本マタニティフィットネス協会

が主催する「マタニティ＆ベビーフェ

スタ」は妊婦ママ、産後ママとその家

族のために 2005 年から毎年開催して

いる子育て支援事業です。 

http://www.j-m-f-a.jp/mbf/ind
ex.html 

 

平成 24 年 4 月 7・8日    マタニティ& ベビーフェスタ 2012 開催される 
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1 月 31 日、日臨技中央認定委員会

によって平成 23 年度の各種認定制度

の最終審議が行われ、認定試験合格者

が決定した。これを受け、平成 24 年

4 月 1 日付けで、各種認定制度認定証

を交付した。各認定制度の最終結果は

以下のとおりである。 
 
1．認定一般検査技師 

認定試験は、平成 23 年 11 月 27 日

（日）日本青年館において実施され、

受験申込者 111 名のうち受験者 108
名 欠席者 3 名であった。最終審議

の結果、受験者 108名中 33名(30.6%)
を合格者とした。平均正答率 56.5%、

午 前 (80 問 )49.5%  午 後 Ⅰ (60
問)53.7% 、午後Ⅱ(60 問)68.8%、  最
高点 169 点、最低点 80 点であった。 
 例年と同じように画像問題に比べ、

基礎的な問題の正答率が低い傾向が

みられる。基礎的な知識、臨床的意義

等について、しっかりと把握されるこ

とを望む。 
2．認定心電検査技師 

認定試験は、平成 23 年 11 月 20 日

（日）日本教育会館において実施され、

受験申込者 185 名のうち受験者 184
名、欠席者 1 名であった。最終審査

の結果、受験者 184 名中 60%以上の

正答を得た者 145 名（合格率 78.8％）

を合格者とした。平均正答率 67.2％、

午前(25 問)62.9% 午後(25 問)71.6%
で、最高点 92 点 最低点 32 点であ

った。 
例年のごとく知識を問う問題の正

答率が、心電図波形を問う問題に比し

低い傾向が見られた。基礎的な知識、

臨床的意義等について、しっかりと把

握されることを望む。 
 
3．認定臨床染色体遺伝子検査師 

認定試験は、平成 23 年 11 月 27 日

（日）日臨技会館において実施された。 
受験者は、染色体分野 3 名、遺伝

子分野 5 名で 欠席者はなかった。

結果は、染色体検査分野では、受験者

3 名中 2 名（合格率 66.7％）を合格者、

遺伝子検査分野は、受験者 5 名中 4
名（合格率 80.0％）を合格者とした。 
例年、染色体検査分野の実技試験に

おいて判定等を誤る受験者がいるが、

この分野においては、判定が診断に密

接に関係することが多く判定の誤り

は許容できるものではない。しっかり

とした知識、技能を持って試験に臨ん

でいただきたい。 
 
今回の認定者は、平成 24 年 4 月 1

日から 5 年間の認定期間となるが、

認定を自分のものだけとせず、その領

域のリーダー的存在として勉強会等

においては積極的に後輩の育成に励

んでいただき、広く国民医療の向上に

貢献していただくことを望んでいる。 
【番場 正人】

 
 
 
 
 
 

群馬県 

 
群馬県臨床衛生検査技師会では平

成 23 年度日臨技委託事業として、『が

ん予防啓発事業』及び『青少年への

STI 予防啓発教育事業』を受託し、企

画・実施いたしました。 

 
 
がん予防啓発事業ではまず、9 月

11 日（日）に群馬県医師会・群馬県

歯科医師会・群馬県薬剤師会の禁煙対

策事業と共同事業で、群臨技ではがん

予防啓発事業として、高崎市で合計 3
回ずつの講演会・イベントを行いまし

た。場所はヤマダ電機 LAVI1 高崎 4
階 LABI GATE で、上記 3 団体の代

表の先生方がたばこの害についての

講演を行い、その合間にイベントとし

て肺機能検査等の実施、チラシの配布

をおこないました。 
次に、10 月 15 日（土曜日）には、

街頭活動としてがん予防啓発チラシ、

ティッシュの配布をおこないました。

このチラシは、群馬大学大学院生の協

力で一般市民向けに新規作成したも

のです。 
11 月 26 日（土曜日）には、群馬県

臨床衛生検査技師会『第 4 回いきい

き健康展』内で、がん予防啓発ブース

を設け来場者約 200 名に対して乳が

んモデルを使用し、自己検診講習会も

おこないました。 
また、青少年への STI 予防啓発教

育事業についてですが、HIV 検査普

及週間に先立ち 5 月 31 日に、世界エ

イズデーに合わせて 12 月 1 日に街頭

キャンペーン活動を実施いたしまし

た。場所は高崎駅西口東口で、通学中

の高校生を中心にそれぞれ1000部程

度のチラシ・ティッシュ配布をするこ

とが出来ました。特に 12 月は高崎市

長も参加されたので、技師会の存在を

知ってもらうことができたことが大

きかったと思います。 

  
 
 今年度は、日臨技委託事業として計

5 回の活動をしましたが、この活動で

がん予防啓発、青少年へのSTI予防、

そして臨床検査技師会の存在を市民

の人々にアピール出来たと思います。

今後も群馬県臨床衛生検査技師会は

地域貢献活動、公益事業に力を入れ、

より多くの人々に臨床検査技師とい

う職業を広めていく活動を行ってい

きたいと思います。 
【井田 伸一】 

 

平成 24 年 4 月 1日        各種認定制度認定証 交付 

 

平成 23 年度        各都道府県技師会公益事業終了   会報 JAMT 原稿提出分 
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 茨城県 
 

茨臨技の公益事業の柱のひとつに、

平成 22 年から開催した茨城県臨床検

査フェアーがある。 
毎年開催していた学術的事業であ

る茨城県臨床検査学会を 2 年に 1 回

の開催に変更し、その間を公益事業と

して茨城県臨床検査フェアーに転換

するという形となっている。 
これは国の政策による法人化の見

直しから端を発し、公益法人取得に向

けた当会としての方向性があったか

らである。第一回のフェアーは乳がん

をテーマに企画した。その結果、参加

された市民の方から非常に高い評価

をいただくことができた。 
我々は隔年の開催と決めたあと最

初の学会である第 36 回の県学会に、

ここで育んだ接点を絶やすことなく、

太く繋いでいく形を学会に融合させ

た。学会そのものは言うまでもなく大

成功であった。ちなみに演題数は例年

の約 2 倍の 41 題。 
会員、及び一般参加者は 1.5 倍と運

営側としては目標を超えることがで

きた。今学会が乳がん予防啓発事業を

含んだ取り組みとして、日臨技からの

助成をいただいた経緯もあることか

ら活動結果を報告する。 
第 36 回茨城県臨床検査学会は平成

23 年 11 月 6 日（日）、茨城県総合福

祉会館で開催した。来場者数；総数 

461 名（一般 100 名、医師 1、看護師 
5、放射線技師 2、薬剤師 2、検査技

師会員 351）。 
内容としては、[乳がん関連コーナ

ー ] ①茨城県看護協会認定看護師ら

による模擬乳房を使ってのセルフチ

ェック指導と、②ピンクリボンクラブ

ひたちの協力を得て、乳がん検診の啓

発と乳がん体験者による検診のすす

めや受け方の説明、③乳がん仲間の小

さなおしゃべり会 MOMO とピンク

リボンクラブひたちの協力のもとに、

乳がん相談室を設置。我々は来場者の

サポートと腫瘍マーカーなどの説明

を行った。特にこのコーナーへの参加

を希望された市民の方も多かった。 
この方達は日頃から市報やポスタ

ーなどの広報にアンテナを向け、公開

される情報を強く求めているという

ことを感じた。事実、職場に貼ったポ

スターを熱心に眺めている方に声を

かけると「行ってみたい」とおっしゃ

り、また技師会事務所には問合せの電

話も多かったという。乳がん体験者に

相談できてよかったという声もあっ

た。 
[市民公開講演] 
独立行政法人国立がん研究センタ

ー東病院 臨床開発センター精神腫瘍

開発部・心理社会学室長 小川 朝生

先生による「がん医療における心のケ

アーとは」の講演。 
この内容は、がん告知から治療の経

過のなかで生じるスピリチュアルペ

インのこと、死と向き合うこと、家族

や社会とのことについて精神腫瘍学

の専門家から緩和医療も含めて分か

りやすく聞くことができた。 
同じ会場にはがん患者、その家族、

チーム医療のスタッフがともにいて

情報を共有できたことの意義が大き

かったと感じた。 
先生は「患者と向き合う医療チーム

の一員」に臨床検査技師の皆さんが大

いに入っていくべきだと門戸を広げ

頂けた。我々の新たな意識改革と研鑽

が、また一つ存在感を示す場として見

えてきた思いであった。 
また、講演には手話同時通訳（茨城

県登録手話通訳者）を入れた。当会初

めての試みとなった。受付には手話が

できる臨床検査技師も配置した。 
会場では前列に聴覚障害者優先席

を設けた。熱心に聞き入る彼らの姿が

今も思い出される。 
[アトラクション]  

市民公開講演に先立ち、地域の若い

元気なダンスチームを 2 グループ招

き、会場全体にあふれんばかりの元気

を振りまいてもらった。このダンスチ

ームに出会うエピソードがあった。 
小児外来で採血に来た女の子が、こ

んなに元気になったとダンスの写真

をわざわざ見せにきてくれた。「いつ

か踊るところを見せてね」、という接

点がこの機会を生んでくれた。その子

は出られなかったが、会場内の雰囲気

は自然と手拍子でリズムを刻みダン

スに合わせて大きな感動にかわって

いた。 
[健康チェックコーナー、特別企画] 
①フロアーの一角に設けた健康チェ

ックコーナーにも列ができ、我々が骨

密度測定、血管年齢、ＢＭＩ測定の結

果を市民に解説し、交流の場となった。

②臨床検査紹介コーナーでは、検査項

目を説明するポスターを展示し、説明

を加えた。そのほか特別企画として 

③採血ワンポイントレクチャー：模擬

腕、静脈可視化装置体験、標準採血法

紹介（技師向け）を行った。 
[まとめとして] 
この時期、乳がんキャンペーンと共

に、継続事業として定着した感がある

当会の企画は、協力団体の支援の輪が

実りつつある。後援をしてくれた県保

健福祉部、各医療団体、またテレビ、

ラジオ局の広報にも力を入れたため

予想以上の参加者が見られた。公開講

演に至ってもがんを取り巻く人間の

心について、専門家の話を聞く機会に

恵まれ、非常に好評であった。 
手話通訳も入れたことで、参加者の

幅、バリアフリーが実現できた。学会

テーマに掲げた「Active!臨床検査」

を今後も積極的にすすめ、サブテーマ

の「患者のため、チームのために」を

実践し存在感のある臨床検査をめざ

す企画運営を図っていきたい。 
【山元 隆】

 
栃木県 

 
 平成 23 年 12 月 10 日(日)に栃木県

宇都宮市のとちぎ福祉プラザ会館に

おいて開催されたとちぎ福祉プラザ

まつりに日臨技国民健康増進委託事

業の一貫として参加しました。 
とちぎ福祉プラザは、障害者をはじ

めとする県民の幅広い交流と社会参

加、自主的な福祉活動を支援する施設

として建設され、10 周年を迎え記念

行事の開催でした。 
開催内容は、入居団体の事業として、

技師会の広報活動、がん啓発活動、臨

床検査技師のアピール等の 3 本柱を

持って参加いたしました。 当日は乙

武洋匡さんの“みんなちがって、みん

ないい””の講演もあり約 800 名来場

者で大盛況でした。 
 当会としては、がん啓発事業は、が

ん振興財団で発行している刊行物と、

日臨技で発行している“検査のはな

し”を来場者へ配布いたしました。 
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来場者の内の 300 名弱の方に寄っ

ていただきました。また、技師会の名

前入りボールペン、カットバン、あぶ

らとり紙などを配布したため好評で

ありました。 
入居団体紹介コーナーでは、日臨技、

栃臨技の事業内容の紹介ポスターに

より、県民の皆様への知名度アップを

図りました。 

さらに、臨床検査技師を目指すには

と題して、国家試験受験までの流れと

臨床検査技師の業務内容を、ポスター

を通して紹介しました。社会の中でこ

のような事業を継続して行くことが

大切と思います。 
【吉田 博光】

 
山梨県 

 
山梨県臨床衛生検査技師会は 11 月

～12 月にかけ青少年への STI 予防啓

発教育事業を行った。 
今年度はより多くの県民に知って

いただくために 2 つの事業を展開し

ました。 
① 11 月 27 日（日）山梨中銀スタジ

アムにてヴァンフォーレ甲府戦（今年

度ホーム最終戦 J1 残留争いのまった

だなか）にあわせ会場内にエイズ予防

キャンペーンのブースを設置し,エイ

ズに関する情報や予防法などの展示

を行いました。また、入場ゲート内に

て当会オリジナル STOP AIDS のオ

リジナルティッシュや HIV エイズの

基礎知識のパンフレット（財団法人エ

イズ予防財団）、山梨県福祉保健部健

康増進課作成のチラシ等を配布しま

した。試合に合わせて試合前とハーフ

タイムにオーロラビジョンにブラッ

クジャックのポスター画像（日臨技公

益事業ポスター）が映し出されるよう

に企画しました。スタジアムには多く

の来場者（1 万 3 千人）が集まり、配

布したものが入場開始 30 分程度で終

わってしまいました。また、山梨県健

康増進課で準備した大型のレッドリ

ボンを作る企画も小さな子供からお

年寄りまで参加してしていただきま

した。この日は NHK のテレビ中継も

ありハーフタイムにブラックジャッ

クの画像が映し出され、当会で準備し

たナレーションが読み上げられ会場

内からも歓声が上がりました。一般市

民の方々に STOP AIDS の正しい知

識や予防について普及活動ができた

と思いました。ヴァンフォーレ甲府は

試合には勝ちましたが J2 降格が事実

上決まってしまいました。 
② 12 月 16 日（金）青少年への HIV・
STI 予防啓発事業として、山梨県立甲

府昭和高校 2 年生を対象に保健体育

の授業として「STI・HIV・AIDS 正

しい知識を・・・」と「臨床検査技師

とは～臨床検査技師を知っています

か」の出張講座を行いました。臨床検

査技師の紹介には当技師会長が、STI
予防啓発講演には当会免疫血清研究

班班長が講演を行いました。また、高

校生には講演資料の他にオリジナル

ティッシュやパンフレット等も配布

しました。教頭をはじめ４名の教員も

聴講していただき、生徒たちは真剣な

眼差しで講演を聞き入っていました。

アンケート集計より、内容が分かりや

すかった、正しい知識が身に付いた、

予防法が分かった、検査に行くことの

大切さが分かった等の感想が寄せら

れました。また、臨床検査技師に興味

を持ったなどの意見も書かれていま

した。 
今回の 2 大啓発事業は翌日山梨日

日新聞にも掲載され臨床検査技師お

よび検査技師会への認知度を向上す

る機会にもなりました。 
清水渉外部長より「渉外部の 23 年

度の公益活動は終了しました。次につ

ながるような活動をということで行

ってまいりました。更に皆様のご協力

をいただきながら次年度の活動が出

来ればと思っています。」との感想が

ありました。 
業務が忙しい中、渉外部を中心に企

画運営に参加していただいた会員の

方々にお礼を申し上げます。 
【小川 賢二】

 
千葉県 

 
 世界エイズデーに伴い 11 月 23 日

千葉市文化センターと 11 月 27 日市

川健康福祉センター（保健所）にて青

少年へのエイズ・STI 予防啓発キャン

ペーンが開催されました。 
実施内容は、施設の会議室等を利用

して来場者にエイズ啓発DVDの上映、

エイズ・STI 啓発ポスターの展示、エ

イズ予防パンフレット及びコンドー

ム・カットバン等の配布を行いました。 
また、希望者には医師・臨床心理士

によるエイズ・STI 相談窓口を開設し

カウンセリングを実施しました。 
二日間で 178 人の来場者がありまし

た。年齢構成は 10 歳代から 30 歳代

までが多く、カップルや男性グループ

そして親子での姿も見受けられまし

た。 
DVD の上映やパンフレットを通し

てコンドームの正しい使用方法や

STI 予防方法を理解して頂けたと思

います。エイズ・STI 相談窓口では、

STI 予防に関する事や MSM と HIV
感染についてなどの相談があり性感

染症に関する悩み解消の一助となり

ました。 

   
  
今後もこのような HIV・STI 予防啓

発活動を通じて青少年へ正しい知識

と早期発見・検査の必要性を説く事は、

我々臨床検査技師の重要な役割と思

われます。     【宮鍋 寛】
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岐阜県 
 

世界エイズデーに伴い、岐臨技とし

ては HIV 予防啓発事業に様々な形で

関わることにしました。 
 

    
 
今回は「青少年への STI 予防啓発

事業」であることから、学園祭に参加

させていただき、学園祭に来られる市

民の皆様にレッドリボン運動（エイズ

に関してのメッセージをレッドリボ

ンに書いていただきます）に協力して

いただこうと思いました。メッセージ

記入と同時に関連グッズやパンフレ

ットを配布し HIV 予防啓発も行いま

した。 
当日は用意したレッドリボンは 2

時間半で全て記入終了となるほど盛

況でした。来客者は小さいお子様から

お年を召した方までおられましたが、

多くは若者達で占められていました。

皆様、エイズに関してのメッセージは

快く書いていただきましたが、話をす

る中で、案外、日本のエイズの状況を

はじめ、感染経路や予防法など正しい

知識をお持ちでない方が少なくなか

ったように思いました。 
来客者に書いていただいたレッド

リボンは、岐臨技の会員有志の方が作

った巨大フラッグに全て貼り付け完

成させ、岐阜市が企画するエイズデー

キャンペーンの「レッドリボン＆フラ

ッグ」展示に提出し、他の参加団体と

ともに長良橋通りに掲げられました。 

 
 
今回、岐臨技として初めて学園祭の

ひとつのコーナーとして活動を行い

ました。おかげで多くの若者と話をす

ることができてとても有意義だった

と思います。会場は女子大だったこと

もあり、当初の目的である「青少年へ

の啓蒙活動」は十分果たせたと思いま

す。今後、他の大学や更なる若年層、

高校や中学校での啓蒙も考慮する必

要があるのではないかと思いました。  
【臼井 信雄】

 
 

滋賀県 
 

癌啓発活動の一環として、平成 23
年 11 月 12 日（土）に滋賀県大津市

にある明日都浜大津ふれあいプラザ

にて無料公開講座を開催した。 

  
 

滋賀医科大学医学部地域周産期医

療学講座の高橋 健太郎教授を講師と

してお招きして、子宮頸がんについて

の講演を午後 2 時から午後 4 時まで

の 2 時間にわたってお願いした。 
子宮頸がんになりうる原因から発

症起序、さらには予防対策と発症した

際の手術方法など、詳細かつわかりや

すく発症部位の写真を交えながらお

話いただいた。我々検査技師も非常に

興味深く聴講させていただいた。 
聴講者の中には、実際に健診で疑わ

しいと判断された方もおり、講演後の

質問時間において、ＨＰＶ検査および

細胞診検査などの精密検査を薦めら

れ非常に有意義な講演内容であった。 
滋賀県においては、他府県に比べて

健診受診者が多い方ではあるが、まだ

まだその方法が周知されていない方

も多く、更なる県下上げての健診率ア

ップに向け、宣伝活動の強化が求めら

れる。今回の、この講座がその一助と

なればと考える。 
【松林  裕和】

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

性感染症撲滅のための一環として、

平成 24 年 1 月 28 日（土曜日）に滋

賀県大津市瀬田にあるホテルで県民

を主とした無料公開講座を開催した。 
今回は滋賀医科大学医学部地域周

産期医療学講座教授 高橋 健太郎先

生を講師としてお招きして、性感染症

についてご講演いただいた。 
現在 STD は全世界では減少傾向に

あるにも拘わらず日本では増加傾向、

特に 10 代の増加が著明であることを

強調された。 
HIV に感染した際は、1996 年以前

は 25 歳で平均 7 年の平均寿命であっ

たが、HAART 療法等で 52.7 年と治

療を受ければ通常の寿命で生存でき

るとのことであった。 
 

 

治療方法が確立された事で、HIV
／AID は慢性疾患の位置付けとなっ

ている。 
その他、クラミジアや子宮頸がんに

ついてもお話いただいた。その中で子

宮頸がんは乳がんについで 2 番目に

若年層の死亡が多く、予防ワクチンで

防げ、若いうちに接種する方がより効

果的であることなど、性感染症につい

て広範にわたり講演をいただいた。 
聴講者も教育者や子供をもつ県民

の参加もあり、興味深く熱心に耳を傾

けていた。    【松林  裕和】
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京都府 
 

平成 23 年度日臨技国民健康増進委

託事業の「青少年への STI 予防啓発

教育事業」の一環として、京都府臨床

検査技師会では平成 23 年 12 月 11 日

（日）京都市勧業館みやこメッセにお

いて開催しました。 
 

 
 

 “軽医療免責制ってなに？”という

テーマで行われたイベントで、ポスタ

ー展示とパンフレットを用いた一般

市民への AIDS 予防啓発を行いまし

た。 
当日は、京臨技理事 3 名、京臨技

OB 会から 1 名、ボランティア 2 名の

６名で活動を行いました。本来なら毎

年 9 月に開催されるイベントですが、

本年は会場都合もあり 12 月となりま

した。そのため毎年行っている検査体

験型ブースではなく、京臨技が毎年

12 月初旬の世界 AIDS デーに合わせ

て行っている日臨技 STI・AIDS 啓発

事業を、本イベントで行うこととしま

した。 
AIDS 予防財団および日臨技の啓

発ポスターをブース内に掲示し、啓発

用冊子とコンドームを来場者へ配布

し、予防の大切さを市民一人一人に丁

寧に説明し、また同時に AIDS 京都市

無料検査所の紹介も行いました。当日

は、京都の冬らしく厳しい寒さでした

が、幅広い年齢層の人達が参加され啓

発事業の場としては、非常に良かった

と思います。 
市民参加型イベントへの京臨技の

参加は、“臨床検査技師の知名度のア

ップ”だけではなく、“AIDS などの

疾病予防啓発も行える臨床検査技師”

をアピールできる場として非常に重

要だと考えています。 
これからも臨床検査技師が京都府

の医療推進の一躍を担っていけるよ

うに、京臨技公益活動の一つとして、

イベント参加への継続が必要と考え

ています。    【山田 宣幸】

 
奈良県 

 
今年度は昨年度に引続き、大和郡山

市のイオンモールにて「STI 感染予

防・ガン撲滅啓発運動とミニ臨床検査

展」を行った。 
 

  
 
ミニ臨床検査コーナーでは、イオン

に来られたお客様を対象に、SMBG
にて自己血糖測定の実施、指先による

血管年齢の測定の実施。 
顕微鏡コーナーでは、白血球、赤血

球などを顕微鏡を用いて観察。心電図、

心エコー体験コーナーでは、検査体験

して頂いた。 
STI 感染予防・ガン撲滅啓発運動と

しては、性感染症およびメタボリック

シンドロームの予防に関するリーフ

レットを配布し啓発活動を行い、がん

撲滅に関してはポスターやリーフレ

ットを用いて詳しく説明を行った。 
 

  
 

来場者は 600 名と大勢の方に参加

して頂けた。SMBG、血管年齢は常

に長蛇の列ができており、健康への関

心が高いことがわかった。 
心電図や心エコーの体験コーナー

では、一般の方が臨床検査技師に教わ

りながら、真剣な表情で波形や画像を

覗きこんでおられ、臨床検査を少し理

解して頂けたと思われた。 
ガン撲滅および STI 予防啓発活動

では、関連するリーフレットを多種類

準備したことで、多くの方が立ち寄っ

て、読んだり、持ち帰られた。 
男性の方は、前立腺がん、大腸がん、

女性の方は乳がんのリーフレットに

興味を持っておられた。 
【藤本 一満】

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 今年度 2 回目の日臨技公益委託活

動として、イオンモール橿原アルルに

て「ガンおよび STI 撲滅運動、ミニ

臨床検査展」を行った。 
［がん撲滅運動］ 
胃ガン、大腸ガン予防に関してはポス

ターにて、その他のガン、性感染症お

よびメタボリックシンドロームの予

防に関してはリーフレットにて啓発

活動を行った。 
［ミニ臨床検査コーナー］ 

イオンに来られたお客様を対象に、

SMBG にて自己血糖測定、指先の脈

波による血管年齢測定、自動血圧計に

よる血圧測定、超音波による本格的な

骨密度測定を行った。心電図検査体験

コーナーでは、電極装着、検査実施、

波形判読までの検査体験して頂いた。 
来場者は 200 名であった。 
ガン撲滅運動では、来場者が胃の健

康状態を血液、尿、便中の成分で比較

的簡単にわかることに関して大変興

味をもたれていた。これからも、検査

の中身を理解している我々臨床検査

技師が健康維持や病気の発見、診断に

検査が有効であることの周知に努め

る必要があると思われた。 
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SMBG、血圧、血管年齢、骨密度

測定には、来場されたほとんどの方が

検査され、健康への関心が高いことが

わかった。心電図体験コーナーでは、

来場者が臨床検査技師に教わりなが

ら、真剣な表情で心電図検査を体験さ

れている姿を見て、臨床検査を実感さ

れたと思われた。 
【藤本 一満】

 
広島県 

 
11 月 19 日(土)の午前 10 時からサ

ンフレッチェの試合が始まる午後 2
時まで広島ビッグアーチにて「ピンク

リボン de サンフレッチェ」と言う乳

がん予防啓発のキャンペーンを行っ

た。 

 
 
このキャンペーンは「ブレストケ

ア・ピンクリボンキャンペーン in 広

島」と言う民間のボランティア団体が

主催するイベントで(社)広島県臨床

検査技師会もこの実行委員会のメン

バーであり、今回で 4 度目の参加と

なった。 
当日は雨中の開催となったが、当会

の会員 17 名を含むボランティア総勢

75 名により、クイズラリーやマンモ

グラフィ体験検診、自己触診などさま

ざまな企画が行われ、当会も 5 連の

顕微鏡を使って「がん細胞をみてみよ

う」と言うコーナーを企画、家族連れ

や若者を中心に、乳がんの早期発見の

大切さを伝えた。また 2500 個の啓発

品(ポケットティッシュ、油取り紙な

ど)を配布し、多くの市民に検診の重

要性を伝えた。 
 

 

  
 
今回のキャンペーンを通じて、がん

検診の現場に臨床検査技師と言う職

業の必要性を十分アピールすること

が出来たと思われる。 
【竹本 幸夫】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時：平成 24 年 5 月 26 日（土）午前 10 時から午後 1 時まで 
場 所：大森東急イン 5Ｆ ＜東京都大田区大森北 1－6－16 ☎ 03-3768-0109＞ 
目 的：平成 23 年度事業報告、決算報告、監査報告及び新役員の承認 
議決権行使方法：書面による議決権行使を可とする 

 
４月 23 日に会員個人宛（会誌「医学検査」送付先）に総会招集通知（議案書、総会案内（議決

権行使書）、返信用封筒同封）を発送します。 
 総会案内の注意事項を熟読のうえ、総会への出欠にかかわらず、全員、期日までに議決権行使書

を返送ください。 
 
 
 

各都道府県技師会が主催あるいは行政に参画し実施してきた公益事業ビッグイベントは全て終了しました。

会報 JAMT へ投稿された都道府県技師会の皆様にお礼申し上げます。掲載文は、明らかな誤字脱字は修正 
しましたが、その他は原文を尊重して掲載しました。ありがとうございました。 

 

平成 24 年度定時総会招集の通知 
 
 定款第 16 条第２項に則り平成 24 年度定時総会を招集します。 
 また、定款第 17 条第３項及び総会運営規程第２条の規定により、下記事項を通知します。 


