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P1～P2  日臨技支部学会 各地で開催！（関甲信/九州/北日本） 

P3～P4  第4回アジア医学検査学会参加記/見聞を広めた国際学会 

P5～P6  都道府県技師会の取り組み （平成25年9月度がん予防）  

関甲信支部医学検査学会（第50回）報告 
           学会長  直井 芳文 

       （公社）茨城県臨床検査技師会会長             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 第50回関甲信支部医学検査学会を（公社）茨城県臨

床検査技師会の担当で、茨城県つくば市「エポカルつ

くば：つくば国際会議場」において平成25年10月5・6

日に会員・賛助会員864名、非会員18名、学生109名の

参加で開催いたしました。 

 本学会は、今年より首都圏支部・関甲信支部に分か

れて初めての開催となり、前身である関東甲信地区医

学検査学会は、1964年に東京大学伝染病研究所の開催

で産声を上げ、本学会は茨城県６度目の担当で第50回

の記念すべき節目の開催でした。半世紀の歴史を重ね

た記念学会と位置づけ、当会の理念としての「継続・

創造・協調」に基づき、メインテーマ：「みち」への

創造＝臨床検査技師とスキルミクス＝私たちが今、望

むこと・望まれることと題し、臨床検査技師の学術活

動の一環としての卒後教育及び生涯教育そして医療で

の一翼を担うに相応しい学術・技術の研鑽、知識の向

上、職能的意識改革を目指して開催いたしました。 

 日程及び内容は、各支部そして遠距離などの参加を

考慮し、10月5日（土）12時スタートとし、「ウエル

カム」ランチョンセミナー（4演題）で会員皆様の

「空腹」と「心」を満たすように誠心誠意お迎えし、

その後は一般演題（総演題数99）、学術シンポジウム

及び教育セミナー（8分野）、日臨技企画（精度管理

セミナー）・茨臨技企画（公開水戸塾）などを開催い

たしました。学会企画は「臨床検査技師に求められる 

スキルミクスとは」をテーマに基調講演「臨床検査技 

 

師の将来像」～チーム医療とスキルミクス～と題し、

筑波大学附属病院副院長 川上康先生にご講演頂きま

した。その後、日臨技が取り組むチーム医療の優先課

題である～検査説明・相談ができる技師の育成～な

ど、3名の臨床検査技師パネルリストによるディス

カッション・討論・質疑を含むシンポジウムを開催い

たしました。6日（日）一般演題、特別講演、第50回

記念学会式典（臨床検査技師学生作文コンクール表彰

含む）、「グルメ」ランチョンセミナー（4演題）を

開催し、美味しい昼食のひとときと臨床検査関連の最

新情報の提供をいたしました。 

 また、両日での機器試薬展示発表24団体、茨城県物

産展などを開催いたしました。 

 特別講演は市民公開とし、約1,400名を超える参加

で70歳、75歳、そして世界最高齢となる80歳でエベレ

ストの登頂を成し遂げた登山家、プロスキーヤー、ク

ラーク記念国際高等学校校長の三浦雄一郎先生をお招

きして、テーマを本学会に最もふさわしい、夢諦め

ず、夢高く、夢いつか頂へ 80歳のエベレストへの

「みち」と題して、ご講演を頂きました。 

 結びに、本学会開催に当たり、関係各位におきまし

ては格別のご協力を頂き、茨城県臨床検査技師会を代

表いたしまして、深く感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

日臨技支部学会 各地で開催！ 
 

  

全国7支部の支部学会が10月より順次開催され成果を上げています。平成25年10月前半の学会報告となります。 

高度8000ｍのキャンプ4

でお茶会をした三浦先生

も学会場に設けられたお

茶会場でリラックス 

宮島会長、直井学会長

と控室で 



九州支部医学検査学会（第48回）報告 
           学会長 友松哲夫 

         福岡県臨床衛生検査技師会会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成25年度日臨技九州支部医学検査学会（第48回）

は、10月5日（土）・6日（日）に2日間の日程で、福岡市 

福岡国際会議場において福岡県臨床衛生検査技師会が担

当し開催いたしました。学会には1,600名（会員1,200

名、メーカー・学生400名）の参加があり、盛会裏に終了

することができた。 

 臨床検査技師は、長年にわたって積み上げて習得した

検査知識・検査技術を屈指して、医療現場に質の高い臨

床検査を提供することで、日常診療の一翼を担ってきま

した。今回の学会では今までに習得した検査知識・検査

技術をこれからどう生かすか、検査結果を提供するだけ

でではなく、検査技師が医療チームの一員として医療現

場の多方面に進出するきっかけになればと考え、「新た

なる挑戦 ～無限の可能性を求めて～」とテーマを選ん

だ。プログラムでは挑戦企画「検査値から臨床病態をよ

みとるために」は検査結果をどう読み取るかをテーマ

に、学会長企画Ⅰ「臨床検査技師の役割と将来の展望」

は学生の教育から病院・企業における臨床検査技師の役

割をテーマに、そして日臨技企画「検査説明・相談ので

きる検査技師育成」に流れをつなげました。各会場とも

立ち見が出るほど参加者の関心も高く、臨床検査技師が

検査室から医療現場の多方面に飛び出していくきっかけ

になれば幸いです。特別講演（市民公開講演会）では福

岡大学医学部臨床検査医学講座教授の松永彰先生に、冠

動脈疾患など動脈硬化の危険因子である脂質異常症を

「脂質異常症の病態と臨床検査測定項目」と題して、ま

た福岡県技師会女性部が企画した、「生きる力 ～輝く

明日へ～」（市民公開講演会）の中では、安田瑞代さん

（ＲＫＢ毎日放送アナウンサー）の朗読に涙を浮かべて

聞き入っている参加者も数多く見られました。一般演題

は学生演題を加え130題、展示は48社・64小間の出展があ

り展示会場での混雑を避けるためブース間の通路を広く

とり、展示メーカと会員がゆっくりと情報交換をできる

ようにした。 

九州の支部学会の新しい試みとして、① 8会場で行っ

たシンポジウムとランチョンセミナーは内容を同じ分野

に連動し、会場を移動することがなく続けて同一会場で

聴講できるようにした。② 午後3時から特別講演と同じ

時間帯にティタイムセミナーを開催した。③ 学会抄録は

ＣＤに収め、学会プログラムはＡ4サイズからＡ5サイズ

に縮小した。④ 学会ではあまり見受けられない、血液セ

ンターの献血車を会場脇スペースに配車し、会場内では

血液センターの血液事業の紹介と輸血検査Ｑ＆Ａのブー

スを設置した。献血者は100名を数えた。 

日臨技宮島喜文会長にはお忙しい中、同じ日の朝シン

ガポールから帰国して夕方には福岡にお出で頂き、式典

でご挨拶をいただき感謝をいたします。 

九州各県会長、九州支部会員ならびにご支援・ご協力

を賜りました関係各位には、心から感謝申し上げます。 

 
 

 

北日本支部医学検査学会（第２回）報告 

               伊藤 茂雄 

             北日本支部 支部長  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成25年10月12日（土）13日（日）、台風一過の秋晴

れに恵まれた両日に宮城県仙台市の仙台国際センターに

て日臨技北日本支部医学検査学会が開催されました。当

初より国際的な会場と学会の企画内容からして全国学会

を思わせるような学会であり、参加人数も1,000名を越す

勢いでした。そして北海道と東北の新しい北日本支部の

第2回開催として相応しい学会となりました。学会長の長

沢会長、佐藤実行委員長の手腕、宮臨技の皆様には感服

させられました。学会のテーマは「北からの風 ～発信・

連携～」、東日本大震災から学んだ連携、そして発信は

学会の根底を成しておりました。特別講演の「地域連携

―感染制御地域支援ネットワーク活動とその効果」東北

大学大学院の賀来満夫先生の講演から始まり、学会特別

企画「災害時の検査連携体制の構築と学会長宣言」、そ

して北日本支部内での臨床検査技師不足を問う、もう一

つの特別企画「教育現場と臨床現場の連携」も支部に密

着した連携でした。その他にも教育講演8題、シンポジウ

ム5題、パネルディスカッション2題、ワークショップ、

形態カンファランスと盛り沢山、一般演題も124題でし

た。 

学会での楽しみである情報交換会は学会会場内で開催

され、和やかな雰囲気で始まりました。中盤からは仙台

社会保険病院のバンド「サビオ」の演奏が始まり大変な

人気、牛タンを食べながら最高の盛り上がりでした。こ

のバンドは病院内の外科医、麻酔科医、看護師、放射線

技師などのメンバーで、忘れてはいけないボーカル・ギ

ターの臨床検査技師、齊藤和榮（宮臨技副会長）のグ

ループで、正にチーム医療バンド、日頃の病院内でのコ

ミュニケーションの良さも溢れ出ていました。これも連

携、チームワークそのものでした。 

 今学会のテーマ「～発信・連携～」は「北からの風」

となって、参加会員全員が北からの風となって北日本支

部から全国の各支部へ吹いて行ってくれると確信した学

会でした。 

（情報交換会の牛タンも美味しかったけど、タンシ

チューの方が美味しかったよな～。これホント！） 
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 アジア医学検査会(Asia Association of Medical 

Laboratory  Scientists,  AAMLS)は 1997  年に日

本、中国、韓国、香港、ベトナム、タイ、インド、

マレーシア、シンガポール、ブルネイ、インドネシ

ア、フィリピンの１２カ国により設立され、4年ご

とに学会を開催している。2009年は横浜にて本会が

主催し、3rd Congress of AMLSも開催された。 

 2013年10月 2日(水)〜10月4日(金)に4th Con-

gress of AAMLSがシンガポール共和国（以下シンガ

ポール）にて、シンガポール臨床検査技師会

(Singapore Association for Medical Laboratory 

Sciences, SAMLS)が主幹となり、 シンガポールの

SP Auditoriumにて開催された。17ヶ国 1地域から

350名が終日同一会場にて参加し、各国の状況報告

や研究成果を発表した。 

 第４回大会では多くの本会会員に国際交流を体験

していただきたく、AAMLS参加ツアーを企画し、演

題発表の登録者についてはツアー料金の2分の1を当

会が補助するとの、始めての試みも行った。筆者は

自身の発表に加え、今年から本会の国際交流推進委

員となり、委員としても参加したので学会の様子を

報告する。 

 シンガポールは63の島々で構成された国であり国

土面積は東京23区とほぼ同等であるが、人口は約

540万人と人口密度は世界2位と活気に溢れた国であ

る。空港から市内へ向かう車窓から高層住宅が多数

目に入り、これだけの人口密集を高層化で工夫して

いることが容易に想像できた。このシンガポールに

宮島会長含め役員・委員が4名、一般会員9名の計13

名が学会ツアー参加者として発表を行ってきた。ツ

アー以外で発表された方、学会招聘で参加された

方、共同研究で参加された方々を含めると総勢20名

が日本より参加した。 

 開会式ではIFBLS会長を務める本会の小松理事よ

り基調講演も行われ、2016年のIFBLS総会が神戸で

開催予定であることも紹介された。開会式後にシン

ガポールのスイーツ等での立食の歓迎会開催後、各

種発表が始まった。一般演題が79演題発表された中

で、日本からは口頭発表が4演題、掲示発表が11演

題と計15演題と多く、会期中には日本の存在感を示

せた。 

 口演発表者には発表記念盾が壇上にて交代にて各

国代表から授与され、格調高さを感じた。その一方

で、掲示発表では本会

のようにポスター前で

の発表どころか、拘束

時間も無く、質問した

くとも発表者との交流

を保てないのは残念で

あった。 

 

  

 

  

 宮島会長、小松理事、通訳兼アシスタントを務め

る濤川国際交流推進委員はシンガポール到着後すぐ

にAAMLS理事会、学会期間中もAAMLS代表者会議等の

複数の会議で極めて多忙な時間を過ごしていたが、

一般参加者は学会に集中でき、有意義な情報交換行

うことが出来た。 

 また、全参加者を３グループに分け、シンガポー

ルの病院及び臨床検査室訪問も組み込まれ、我々は

KK Women's and Children's Hospitalを訪問した。

名前のとおりに婦人科と小児に特化した病院で、シ

ンガポールどころか東南アジア地区でもトップクラ

スの病院である。JCI、ISOなどの認証も受けた設備

の整った巨大な病院で、表示言語の殆どが英語でも

あり、アメリカの病

院に戻ってきたかの

ような錯覚さえ覚え

る程であり、システ

ムもよく整備されて

いた。 

 学会期間中は諸外国の方々とも交流を保ち、国に

よって異なる医療事情、検査事情を知り、また自身

の研究立ち位置がアジアの中でどれ程かを実感する

よい機会であった。さらに学会ツアーのおかげで専

門分野、世代が異なる

日本人同士が、帰国す

る頃には旧知の仲のよ

うに、別れを惜しむほ

ど良好な関係を構築し

ていた。 

  

 

 国際舞台での発表は学術的な面に限らず、今回の

ように多くの事を知り、体験するなど、国内学会で

は得ることが出来ないメリットもある。2014年10月

３−７日には台湾にてIFBLSも開催される。一人でも

多くの会員が国際学会で発表されることを願い、本

稿を閉じたい。 

          坂本秀生 国際交流推進委員  

（神戸常盤大学保健科学部） 

    第4回アジア医学検査学会参加記 
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【掲示発表会場にて】 

【KK Women's and Children's 

 Hospital外観】 

【閉会式会場にて】 

【口頭発表後の高木会員】 【会場風景から】 



2013年10月2日（水）～4日（金）の3日間、シン

ガポールのSingapore Polytechnic にて開催された第4

回アジア医学検査学会 (Congress of Asia Association 

of Medical Laboratory Science) に参加しました。この

学会は、1997年に設立されたアジア医学検査技師会
Asia  Association  of  Medical  Laboratory  Scientists 
(AAMLS)が4年ごとに、今まで2001年マレーシア

（クアラルンプール）、2005年中国（上海）、2009

年日本（横浜）で開催されてきました。 

今回の学会参加については日本臨床衛生検査技師

会が多くの会員に国際交流を体験してもらう目的に

て、アジア医学検査学会の参加ツアーを企画し、演

題発表の登録者はツアー料金の2分の1を日臨技が補

助していただけるとのことでした。今までに国際学

会の経験のない私としては国際学会を経験するよい

機会であり参加を決意しました。 

・ 

学会は、“Laboratory challenges and Emerging Tech-

nologies”というテーマのもとオープニングセレモ

ニー後は3日間にわたり活発な学会発表が行われま

した。日本以外にシンガポール、マレーシア、イン

ドネシア、中国、タイ、韓国、インド、オーストラ

リア、ドイツ、フランスなどの国々から参加者があ

り38演題の口演発表と42演題の示説発表がありまし

た。 

発表は次のセッションに分かれて行われました。 
Laboratory Management 

Satellite Symposium 

Microbiology/Molecular 

Clinical Chemistry 

Haematology/Transfusion Medicine 

Histopathology/Cytology 

 私は、Histopathology/Cytologyセッションの示説で

参加しました。国内での学会や研究会には定期的に

参加し口頭発表やポスター発表を重ねてきました

が、初めての海外学会発表であり緊張と不安が一杯

でした。しかしながら、大変心強いことに日本より

参加された方々にサポートしていただき無事学会を

終えることができました。語学力の足りなさより発

表内容が時々理解できないこともありましたが、各

国における検査室の状況などを聞いて感じたことは

世界の地域により検査レベルに違いが認められ、今

回の学会に参加して改めて日本の臨床検査技師のレ

ベルの高さを再認識した学会でもありました。 

・ 

会場内には発表の合間にコーヒーブレイクやランチ

が用意されておりシンガポールならではのlocal food

を堪能しました。学会2日目には現地の検査室訪問

があり 3組に分かれてChangi  General  Hospital、

National  University Hospital、KK Women’s & Chil-

dren’s Hospitalに見学に行くことができました。 

  

 

  

日本はKK Women’s & Children’s Hospital見学に割

り振られ、検査室を見学しながら現地スタッフの方

と直接お話をすることができ、現地での検査室の状

況を知ることができた大変有意義な見学でした。 

学会会場以外では学会日程の詰まった中、学会参

加者の方々と自由な短い時間を利用してシンガポー

ル動物園のナイトサファリ、マーライオン公園、マ

リーナベイサンズ、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイな

どを観光することもできました。短い時間でしたが

シンガポールを満喫できた学会でもありました。 

・ 

今後は、International Federation of Biomedical Labo-

ratory Science (IFBLS) 国際医学検査学会が2014年に

は台湾で、2016年には神戸で開催されます。2016年

のIFBLS学会は医学検査学会との併催となる予定と

伺いました。2014年の台湾でのIFBLS学会では日本

人である小松京子氏がIFBLS会長として活動してお

り、2016年のIFBLS学会長は宮島喜文JAMT会長で

あり、日本の会員である我々にとってもこの２回の

学会は特別な国際学会と考えます。微力ながら役に

立つことができればと考えております。 

日本はアジアを始めとして世界の医学検査におい

て重要な位置にあり今後も国際協調を図っていくこ

とのできる人材の育成が必要であると考えます。こ

れからも是非、日臨技での国際学会ツアー参加企画

を続けていただき世界で活躍できる人材育成をお願

いしたいと思います。 

最後に今回のような素晴らしい機会を下さった宮

島 喜文JAMT会長、小松京子IFBLS会長、学会開

催中にいろいろとサポートしていた

だいた日本からの学会参加者の皆様

に心よりお礼申し上げます。 

 

       阿部 仁 

   （慶應義塾大学医学部 

    病理学教室・病理診断部） 

 

   見聞を広めた国際学会 
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第63回日本医学検査学会に 

一般会員英語プレゼンテーションブースを！ 

 平成25年10月25日に開催された執行理事会および第３

回国際交流推進委員会では、来年、新潟で行われる第63

回日本医学検査学会でポスター形式の英語プレゼンテー

ションブースを設置することが討議・決定されました。

近日、この募集が開始されますので、奮って応募される

ようお願いします。 

 詳しくはＪＡＭＴホームページに募集要項などを掲載

予定です。 



神奈川県 

埼玉県 

 都道府県技師会の取り組み（平成25年9月度がん予防） 
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秋田県 
 ピンクリボンキャンペーンinＡＫＩＴＡ2013は、平成25年9月

29日（日）「イオンモール秋田」で行われた。この企画は秋田

県、秋田市、医師会、秋田県総合保健事業団、秋田大学、秋田

県放射線技師会、各企業、秋田プロバスケットクラブ、テレビ

局、新聞社、患者会（あけぼの会）など様々な組織が参加し年

１回、乳がん予防と検診促進を目的に開催される。（社）秋田

県臨床検査技師会としては、昨年に続き２回目の参加となる。

当日は、佐藤会長はじめ８名の会員が参加し、乳腺の細胞像や

超音波画像の掲示、パンプレット配布などの活動を行った。

様々な催し物が企画され、休日のショッピングセンターが会場

ということで、大勢の買い物客が足を留め、大変な盛り上がり

を見せた。当会ブースにおいても、乳がん検査についての質問

や掲示画像について質問する人が途切れることなく訪れ、その

対応に負われた。 

 朝から夕方までのイベント

で、参加会員の皆様には大変ご

苦労かけることとなったが、

（社）秋田県臨床検査技師会と

してピンクリボンキャンペーン

を通じ市民の皆さんに貢献でき

たものと思う。 

遠藤 正志 

 日臨技ではがん制圧月間啓発活動（9月・10月）、エイズ・性

感染症（Sexually Transmitted Infections：STI）予防啓発教

育事業を、各都道府県手あげ方式による公益委託事業としてい

ます。この一環として埼臨技では去る9月28日、土曜日の午後か

ら爽やかな秋晴れのもと、総勢16名の埼臨技スタッフが集ま

り、大宮駅西口デッキ上で昨年度に引き続き『大腸がん予防啓

発活動』を行いました。当日はお揃いのTシャツを着用し、日臨

技・埼臨技の名前を入れた幟（のぼり）のもと、街行く市民に

大声で大腸がん早期発見の検査の重要性を訴えながら、病気や

検診についての小冊子とディズニーキャラクターのブランケッ

トをラッピングして配布しました。なかには「どうやって大腸

がん検診を受けるのか？」、「大腸がんの検査はどういうもの

があるのか？」と熱心に質問される方もおり、スタッフがそれ

ぞれ丁寧に説明をしていました。スタッフの頑張りもあり、準

備した500名分すべてを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。また大腸がんの早期発見

には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。 

濱本 隆明 

白原 昌幸 

 リレーフォーライフはがん征圧を目指し、サバイバー（がん

患者）や家族そして支援者らが２４時間夜通し交代で歩き、勇

気と希望を分かち合い、そして絆を深め合うチャリティーイベ

ントです。 

平成25年9月28日 神戸市西区民センターにて、（公社） 兵

庫県臨床検査技師会・（一社）日本臨床衛生検査技師会 主催、

兵庫県・神戸市・兵庫県がん診療連携協議会・認定NPO法人乳房

健康研究所 後援のもと、標記のキャンペーンを行いました。ま

ず、医師の立場から、今村美智子先生（兵庫医科大学病院がん

センター助教、乳腺・内分泌外科病棟医長）による「正しく知

ろう！乳がんは治る病気です～あなたとあなたの家族を守るた

めに～」と題して、”検診の重要性”、乳がんにならないため

の心がけ、乳がんになったとしても、適切な治療により治る可

能性が非常に高い病気であることなどを最近の診断・治療を中

心に解説していただきました。乳がんは女性にできるがんのな

かで最も多く、その割合は最近のデータでは16人に１人と言わ

れています。どの年齢でも発症しますが、特に40代後半から50

代が最も多い年齢です。症状としては、主に”しこり”として

触れることが多く、自分で発見することが可能であるため自己

検診はとても重要であると述べられました。最近の市町村によ

る乳がん検診には、視触診のほかにしこりとして触れない小さ

ながんも発見することができるマンモグラフィーが導入されて

おり、この段階で治療すればほぼ100%治すことが可能なことも

話されました。乳がんは早期発見と早期治療で完治でき、日頃

から自己検診を心がけ、また40歳を過ぎたら定期的なマンモグ

ラフィー検診を受けることが大切と感じました。 

 臨床検査技師の立場から、原留成和技師（神戸市立医療セ

ンター中央市民病院）に「病理検査と乳腺腫瘍」と題して講演

していただきました。認知度は未だ低いですが、がんの診断を

確定するうえで、非常に重要な検査である病理検査（組織診

断・細胞診）の紹介から始まり、腫瘍、がんとはどんなもの、

そして乳がんについて実際の手術標本写真やがんの組織、細胞

の顕微鏡写真を提示しながら話されました。 

また簑輪和士技師（神戸市立医療センター中央市民病院）に

は、「乳腺の超音波検査 ～乳腺を診よう～」と題して、乳腺

超音波検査（エコー検査）について解説していただきました。

乳がん検診では、がん病巣のサインであるとされるカルシウム

の沈着（石灰化）の検出に鋭敏であるマンモグラフィーはひと

つの柱です。一方、乳腺超音波検査（エコー検査）は、触診で

“しこり”とわからない小さなものでも数ミリ程度の大きさが

あれば見つけることができるぐらい、装置の性能（解像度）が

改良されたこと、また検査に携わる臨床検査技師の技術も向上 

藤井 誠治 兵庫県 

 私自身もチャリティーウォークに参加して、サバイバーや他

の参加者と一緒に歩きました。 

 会場内は医療従事者や、がんに関する団体、サバイバーを応

援する企業などがブースを設置し、それぞれ趣向を凝らしイベ

ントに参加していました。また、ステージではダンスや歌も披

露され、盛り上がっていました。 

 神奈川県臨床検査技師会のブース内では血管年齢測定、検査

に関する説明・資料の配布を行いながら、臨床検査技師がどの

ような仕事を行い、どのような役割をしているか等の説明をし

ました。直接話をする事で臨床検査技師を多くの方に知っても

らい、身近に感じてもらえる良い機会だと思いました。 

 今回のイベントを通して、命の大切さやがん患者、それを支

える方々の思いを改めて学び

感じました。また、来場者の

方やスタッフの方と、交流を

多く持つことができた事も、

とても良い経験になりまし

た。この活動を通して学んだ

ことを日常の業務にも活かし

たいと思います。また来年も

ぜひ参加したいと思います。 

都道府県技師会の取り組み（平成25年9月度がん予防） 



山口県 

  

 

 

 

（編集後記）秋も深まり、各地で支部学会や公益事業が盛会に開催されております。私の地元（新潟県南魚沼）も稲刈りが

終わり新米が流通し始めております。今年も美味しい新米を口にできる感謝の気持ちと、冬の準備をしなければ・・・とい

う焦りを感じている今日このごろです。今年はスタッドレスどうしようかな・・・                       【坂西】                                                 
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したことで、超音波検査の役割が拡がってきていると示されま

した。乳がんはゆっくり進行するがんですが、放置したり発見

が遅れるとがん細胞は血液やリンパ管を通って全身に拡がって

いきます。マンモグラフィーだけで乳がんが見つかるわけでは

ありません。超音波検査とマンモグラフィーの利点を有効に活

かして、より小さい病変をより早く発見し早期治療に導くこと

が大切であると述べられました。 

それぞれの視点からの講演

でしたが、分かりやすい説明

にうなずきながら聞いている

方や熱心にメモを取っている

方もおられ、乳がんの早期発

見・早期治療、そして検診の

重要性を少しでもご理解いた

だけたのではと思います。 

         

早木 弘斉 

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お

よび観客席を一つずつ訪ね、 女性には乳がんを、男性には前

立腺がんを中心にがんの早期発見の重要性を訴え、パンフレッ

トとともに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高く、他チームの参加者のなか

からは、「ピンクリボンがんばれ」といった応援の声を聞くこ

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、設営していました。昨年に続き前半は雨のレース

となりましたが、後半は過ごし易いレース日和となり、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。参加してくれたメンバーは終

始笑顔が溢れ、キャンペーン

のかけ声も大きく、臨床検査

技師および技師会の存在も大

きくアピール出来たものと考

えます。 

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。 

手蓑 京美 

を行いました。 

 子宮ガン検診啓発コーナーでは、ＤＶＤを使ってＨＰＶの説

明、顕微鏡を使って実際のガン細胞を大型画面で見てもらう体

験を行いました。 

 それぞれにパンフレットを配布し、より分かりやすい資料の

提供も行いました。今回は初めての試みで、乳がん検診啓発

コーナーを受検された方全員に簡単なアンケートをとりまし

た。今回の体験をされて今後

検診、触診をしようと思いま

すか？の問いに9割以上の方

が「思う」とされたことに、

がん予防啓発活動の必要性を

感じました。当技師会は来年

度も本事業に参画し、がん予

防の検診啓発活動を推進して

参りたいと思います。 

 熊本県臨床検査技師会では、日臨技公益事業であるがん予防

啓発に関する事業を9月28日（土）、29日（日）に開催された熊

本市民健康フェスティバルにおいて実施しました。 

 熊本市は毎年、熊本市の中心地である県民交流会館パレアで

熊本市民健康フェスティバルを開催してます。参加の市民の

方々は皆様、健康に関心の高い方ばかりで毎年、この企画を楽

しみにされています。今年も多く市民の方々が参加されまし

た。 

 私達、熊本県臨床検査技師会は、体験検査コーナーに尿一般･

病理検査･微生物検査、設置コーナーに心電図･腹部超音波･血管

年齢･乳ガン検診啓発･子宮ガン検診啓発を設け、技師1日約40人 

二日間で延べ80人の体制で参加しました。 

 乳がん検診啓発コーナーでは、自己診断時の参考になるよう

乳がんモデルの触診体験、パネルを通して検査方法の説明など 

野中 恵美 

熊本県 

 9月14日と15日の２日間の延べ参加者は5,700人を超えた。参

加チームは63団体が夜通しウォークリレーでタスキを繋いだ。

参加チームは、がん撲滅に関するテーマを掲げて参加した。 

 当会は“がん検診”受診を

呼びかけ、“活き活き健康

コーナー” を担当した。 

 骨密度350名、血管年齢453

名、呼気ＣＯ濃度160名、血糖

測定430名。またブースでがん

予防リーフレット配布などを

行った。 

瀬戸 司 

大分県 

沖縄県 
沖縄県臨床検査技師会では毎年、一般市民を対象に乳がん予

防啓発のための事業を行ってきた。一般の方向けに「できるだ

け分かりやすく」というコンセプトで行っているため講師の

方々には専門用語を極力控えていただき、説明で補う形をお願

いしている。このコンセプトは、逆に我々の知識を整理する上

でも良い影響をもたらしている。例年、那覇市近郊を中心に活

動を行っていたが今回、啓発は広く行うべきという視点に立

ち、那覇市を離れ中部地区の北谷町で開催した。来場者数は、

人口の差はあるものの期待通りにいかず、集客方法に課題を残

した。近隣の市役所、町役場などに協力をお願いしたが、やは

り自力でＰＲ、広報し患者会などへの働きかけをすることが効

果的なようだ。 

 本事業は日臨技の委託事業として実施されるが、施設内や研

究室で業務を行う私たちが外へ出て直接市民に接し「臨床検査

技師」を広く知ってもらうという意図も含まれている。 

 臨床検査技師の社会認知度は一時期に比べると向上したが、

まだまだアピール不足を感じる。沖縄県臨床検査技師会では、

講演会と同時に「パネル展」を開催し企画に連動した検査の紹

介や検査体験などを行い、こ

ちらの方にも余念が無い。 

啓発活動は地道に継続して行

うことが必要だが、もう少し

効果的に行えないものかと仲

間とビール片手に考える今日

この頃である。 

今村先生 


