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P1 変わる 会誌「医学検査」 P2～P6  都道府県技師会の取り組み（平成25年10月度がん予防） 

P6  第63回日本医学検査学会ニュース 演題募集の締切が延長されました！ 

◎「医学検査」発刊規程の概要 
 図書発刊規程において、会誌『医学検査』について別に規

程を定めるとされており、今般、規程を新設しました。従来

は＜「医学検査」投稿規定＞や＜「医学検査」の論文投稿に

当たって＞という文書で代用されてきましたが、これら文書

は正規の規程体系に位置づけられるものではありませんでし

たし、「フローピーディスク等の提出」といった表現の通り

かなり古い内容のまま改正されずにきました。 

 近年、ＩＴ環境の変化の中で、学会誌や会誌のトレンドは

オンラインネットワークに対応するものになっています。独

立法人科学技術振興機構（「ＪＳＴ」）が運営する総合電子

ジャーナルプラットフォーム「Ｊ－ＳＴＡＧＥ」には、現在

1662のジャーナルが収録公開されていますが、『医学検査』

は未収載です。また、電子投稿、電子査読というスタイルも

定着しつつありますが、現在は、郵送によるやりとりをして

います。 

 メール利用、さらにはオンライン投稿査読システム導入と

いったステップアップも視野に収めた規程となりました。投

稿資格の間口拡大、論文区分の定義づけ、論文倫理基準、Ｃ

ＯＩ対応、複数査読の導入なども盛り込まれております。 

 

◎スピードアップでタイムリーに掲載 
 隔月発刊の通常号で安定的に一定本数の論文収載を行うた

め、状況によっては、投稿から査読を経て採用となった論文

の掲載順番待ちも発生していました。一気に掲載してしまう

と、欠号を招くリスクもあったためですが、より多くの多彩

な論文がコンスタントに投稿されること、査読期間や校正期

間を短縮すること、などを通じて、タイムリーに投稿論文が

掲載できるようにしていきたいと考えます。 

 

◎制作／印刷の担当会社を見直し 
 昨年の見積入札後、１年間の契約とされ、本年12月には契

約が切れることから、「総合評価方式の入札」により平成26

年度の担当会社を決定することとしました。総合評価方式と

は、民間企業の持つノウハウを「改善提案」という形で反映

してもらい、価格の安さばかりでなく提案の優秀さも加味し

た選定を行うものです。 

 結果的に計11社に入札呼び掛けを行い、最終入札に進んだ

５社の中から中西印刷株式会社（本社・京都）が選定されま

した。同社は現在、70以上の学会・協会誌の発行を手掛けて

おり、特にオンラインジャーナルに関する知見や実績が優れ

ており、今後の『医学検査』のありかたを相談できるパート

ナーと期待されます。ただし、契約は1年単位、最長でも3年

とし、担当会社の再検討もできる契約条件としました。 

 

◎サイズアップと新表紙デザイン 
 現在、Ａ４縦を短くしており四辺の余白が少

なく、少し圧迫感もありましたが、特に上下の

余白を増やせることで読みやすくなると思われ

ます。  

 また通常号において年間を通じて学会担当都

道府県の指定カラーをベタ刷りする方式でした

が、指定カラー方式は残しつつもデザイン性を

高めたものが採用となりました。 

 63巻1月号から適用されます（右上イメージ）。 

 

◎「ＪＡＭＴマガジン」の新設も3月予定 
 62巻から会報ＪＡＭＴは別刷りとなりましたが、さらに63

巻3月号からは、「日臨技からのお知らせ」を『医学検査』

から分離し『医学検査」は純粋な学術ジャーナルへ位置づけ

ていきます。「お知らせ」や「会報」は「JAMTマガジン」

の名称で、別冊化を予定しています（下記図参照）。 

              

           出版委員会担当執行理事 坂西 清 
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変わる 会誌『医学検査』 

 

変わる 会誌『医学検査』 

 平成26年から63巻の発刊となる会誌『医学検査』は、「医学検査学会」と並んで、私

たちＪＡＭTが歩んできた歴史を象徴する存在でもあります。 

 今般、「医学検査」発刊規程を新設して投稿から査読までの内容を定めました。新たに

いくつかの変更も行いますが、より学術ジャーナルとしてのステイタスを高めることが大

きな目標です。積極的な投稿を含めて、会員の皆さまのご理解ご協力をお願い致します。                               
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今年度北海道は4地区での開催となりました。十勝地区

は帯広市健康福祉センター、札幌地区は札幌駅前通地下広

場、小樽地区は小劇場「ヲタル座」、室蘭地区はショッピ

ングモ－ルMORUE(モルエ）においてPR・啓発活動を行い

ました。広い北海道ですが、各地区での取り組みにより、

臨床検査および臨床検査技師のアピール、がんに対する正

しい知識と検診の重要性を啓発できたと思われます 

【帯広編】平成25年9月1日(日)、帯広市健康管理セン

ターにおいて、第28回おびひろ健康まつりが開催されまし

た。十勝地区ではこの健康まつりを技師会の恒例の参画事

業として位置付けて検査展を毎年出展しております。検査

展では頸動脈エコー体験、骨密度測定、ストレスチェック

（唾液アミラーゼ）、聴力検査、AED講習などを実施して

いますが、その他にがん予防コーナーを設置し、ポスター

掲示やリーフレットの配布により、来場者にがん予防の啓

発と健康診断の必要性などを訴えることができました。 

今年は十勝地区の会員38名が実務委員として参加し、検

査展の来場者は

580名でありまし

た。地域住民の健

康のために、十勝

地区として健康ま

つりでの検査展の

出展とがん予防啓

発事業を今後も続

けて行きたいと思

います。[田村 悦哉] 

 

【札幌編】去る平成25年9月16日(月)、札幌駅前通地下広

場（チカホ）にて「検査deフェスティバル2013」を開催

しました。検査体験者の人数がのべ1800人を超え、昨年

同様大盛り上がりでした（血管年齢：366人、血圧：227

人、自己血糖測定：373人、ストレス度チェック：243

人、肺年齢：192人、骨密度：244人、血管・血流体験：

199人、計1844人、プラスがん予防啓発パンフ500枚配

布）。午前11時の開始直後から行列ができ、どのブース

も20分待ち以上の行列となりました。 

また、細胞検査士会とタッグを組み、イベントスペース

にブースを設け、がん予防の啓発活動を行いました。子宮

がん検診のパンフレット配布や乳房触診の模型展示など

により、広く市民に

がん撲滅運動の一翼

を担う事業に参加し

ていただくことがで

きました。 

これからも様々な

団体に所属する臨床

検査技師と連携・協

力し、市民の方々に

「検査のプロ、臨床

検査技師」の存在をアピールできるイベントにしていけれ

ばと思います。[山本雅史] 

 

 
 

東 恭悟 

都道府県技師会の取り組み（平成25年10月度がん予防） 

【小樽編】子宮頸がんは20～30代の若い世代で増加してい

ますが、その世代の子宮頸がん検診の受診率はとても低い

のが現状です。 

 小樽地区では、平成25年10月19日(土)に小樽市の小劇場

「ヲタル座」にて、子宮頸がん予防啓発のための市民公開

講演会を開催しました。講師に公益財団法人北海道対がん

協会細胞診センター所長である藤田博正先生をお迎えし、

「今正しく知ろう子宮がん検診～大切な未来のために～」

という題で、主に子

宮頸がんについて講

演していただきまし

た。子宮頸がんの原

因であるHPV、日本

と諸外国の現状や疫

学、子宮頸がん検診

の実際、早期発見の

意義、子宮頸がんの現状といった内容を、市民にも分かり

やすく話していただきました。 

  

 質疑応答の際や、講演後のアンケートにて、「検診を受

けようと思った」「娘に検診を受けるよう勧めたい」といっ

た、子宮頸がん検診の受診に前向きな声を聞くことができ

ました。このような講演会で、がんに対する正しい知識を

持っていただくことで、がん検診の受診率アップに繋がれ

ばと思います。[田岡 英明] 

 

【室蘭編】平成25年10月20日（日）、室蘭地区では、「第

7回臨床検査フェスティバル」をショッピングモール

MORUE（モルエ）中島で開催しました。このイベントは

臨床検査技師及び臨床検査の業務や医学知識をより広く

市民に深めてもらう目的で毎年開催しております。 

今回は、一般の方々を対象にした体験コーナーとして聴

力検査や血管年齢検査を実施したほか、中高生対象とした

超音波検査や疑似尿検査による体験コーナーを設け、若い

方々にも興味をもってもらえるよう企画しました。中高生

らが日頃体験出来ない超音波検査に興味をもって接して

いる姿が印象的でし

た。またショピング

モ－ルでの開催のた

め、小さなお子様用

の輪投げコーナーを

設け、お子様連れの

お父さんやお母さん

もイベント内に入り

やすくなるよう工夫

いたしました。がん

啓発コーナーでは、各種がん発生率などのパネル展示やが

ん検診パンフレットの配布、顕微鏡による細胞観察をスク

リーナーが説明するなど、多くの方々にがん予防の知識を

深め健康維持増進の意識を高めていただくことができま

した。 

今後もこのようなイベントを通して臨床検査技師が多

くの方々に認知されるよう、臨床検査とがん予防の普及活

動を続けていきたいと思います。 [三浦 克之] 



山形県 

青森県 
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青森県内の医療従事者が集まり、県内の乳がんの死亡率

減少を目標に乳がん予防啓発活動として、平成25年10月20

日（日）サンロード青森で第2回青森ピンクリボンプロジェ

クトイベントを開催しました。 

ひとりでも多くの市民の皆様に、乳がんのことや乳がん

検診に興味を持ってもらうため、青森ピンクリボンプロ

ジェクトサポーターからの乳がん検診の解説や若い世代

にはマンモグラフィーだけでなく超音波検査の有用性や

解説、乳房モデルでの触診体験をしてもらうなど、乳がん

検診の啓発・PRを行いました。 

私たちは昨年以上の来場者を見込み、ステージ脇の医療

ブースで看護師や放射線技師、臨床検査技師が共同で「あ

なたに適した検診教えます」と銘打ち、乳房モデルでの触

診体験、マンモグラフィーと超音波検査の利点・欠点の説

明や、年代に適した検診受診についてなど、相談をうけな

がら資料の呈示や配布をしました。 

昨年に引き続き、来場者の方々には乳がん検診について

のアンケートに300名を超える協力をいただきました。各

年代の乳がん検診についての意識を知ることで、その世代

に見合った啓発の仕方など今後の啓発活動に役立つ貴重

な意見をいただきました。 

昨年に引き続き2回目のイベントで、事前に新聞やTVに

取り上げられたこともあり、多数の市民の方々が来場し、

乳がん検診の重要

性や年代によりマ

ンモグラフィーだ

けでなく超音波検

査でも乳がんを

チェックできるこ

となど、正確な情

報を啓発・広報す

ることができたと

思われました。 

 

佐藤 裕久 

 平成２５年度のピンクリボン運動に参加したので報告

する。 

 仙台市を中心に推進委員会が結成され、一か月に１

回、計４回の推進委員会が開催され、活発な議論があり

昨年とは違う街頭キャンペーンが行われた。また、例年

土曜日に行われていたが今年度は日曜日に変更し、仙台

駅ペデストリアンデッキでも行われた。 

 宮臨技もピンクリボンバッジの入ったティッシュと

啓発チラシの配布

を行った。多くの

方々がティッシュ

を受け取ってくれ

た。 

 仙台市の乳がん

受診率は政令指定

都市では全国１位

であり、市民の関心

の多さが伺われた。

街頭キャンペーン

までは順調に活動出来、いざ本番のスマイルウォークの当

日は、台風２７号・２８号の直撃が予想され中止となった。

しかしながら本来の目的の乳がん撲滅の啓発活動は達成

出来たと考える。次年度は今年度の分も賑やかなウオーク

となるようにしたい。 

 

 去る10月6日（日）、いわき市かしまショッピングセン

ターエブリアにおいてピンクリボンキャンペーンを開催

しました。乳がん触診模型による触診体験、パネル展とし

て「乳がんについて」「検診案内」「検査技師の仕事紹介」

などを行いました。 

 今年も乳腺外科医師のご協力を得て「相談コーナー」を

設け、より詳細な相談を受ける事ができました。また、顕

微鏡・モニターによる乳がん細胞の実写コーナーでは実際

にがん細胞をみていただきました。 

 身近に乳がん患者さんがおられる方の中には、専門的な

質問をされる方もおり、その情報に驚くとともに我々も最

新の知見を身に付ける必要性を感じました。その他各種乳

がんパンフ、グッズ配付のほか、バルーンアートを行いま

した。例年「アンパンマン」が人気ですが、毎年続々とレ

パートリーを増やしています。 

 パンフレット配付は1360部、触診体験は142名、来場者総

数は402名の来場者となりました。 

 今年度から、県内全域でピンクリボンキャンペーンの

メッセージを入れた県技師会作成のティッシュも配付し

ました。今後とも 

「がん」の早期発 

見、検診受診率の 

向上を目指して事 

業を継続していき 

たいと思います。 

加藤 千春 

 山形県臨床検査技師会では、「みんなで検診がん予

防」をスローガンに、10月13日（日）米沢市立体育館

ギャラリーにて開催しました。 

 がん予防の啓発パンフと乳がん啓発あぶらとり紙を配

布し定期的な検診の大切さをアピール出来たと思いま

す。健康についての相談やアドバイスを必要とされる場

面が多々あり、常に前向きに知識を持ち優しく接せるこ

との大切さを痛感しました。 

 手洗い実験や顕微鏡観察では特に子供たちが興味をも

ち、なかなか見ることの出来ないミクロの世界が子供た

たちの心に刻まれたの

ではないかと思いま

す。 

 530人の来場者があ

り検査展でなくては味

わうことの出来ない充

実感を感じた一日でし

た。 

宮城県 佐藤 由則 

森 菊夫 福島県 



山梨県 

新潟県 
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10月20（日）、今年も新潟はっぴー乳ライフ・ピンクリ

ボンホリデー2013が開催されました。今年は会場を朱鷺

メッセ新潟コンベンションセンターから新潟日報メディ

アシップに変え、街の中心で開催しました。公開講演では、

家族性乳がんの遺伝カウンセリングの実演やパネルディ

スカッションなどが行われ、米国で女優アンジェリーナ・

ジョリーさんの告白でも話題となる中、注目を集める内容

でした。当日は400名以上の来場があり、当技師会のブース

でも多くの参加者に血管年齢測定と体脂肪測定の検査体

験をしていただきました。 

当技師会では、今年から念願だったイベント用ジャン

パーを作成しまし

た。参加スタッフの

気持ちも一つにま

とまり、活動を終え

たような気がしま

す。 

 参加していただ

いた皆様、大変お疲

れ様でした。 

田澤 崇 
 一般市民の方々に乳がんについて正しい知識や自己検

診・検診大切さについて普及活動ができたと思う。また、

他部門の団体との交流がとれ、啓発活動から臨床検査技師

および検査技師会への認知度を向上することができた。今

後も社会貢献と公益性をもつ継続的な事業へと発展して

いく必要があると感じた。。 

 

  

 10月12日（土）にピンクリボンフェスティバル2013が、

名古屋市内で開催されました。 

 愛臨技では、乳癌のがん細胞のスライド標本を実際に顕

微鏡で見て

いただき、が

んの怖さを

説明し、がん

の早期発見

のために健

診の必要性

をアピール

しました。 

 

 

 

本来ならば11月に全国一斉に実施されるべきイベント

ですが、本年は、事前に10月に検査展を開催することを決

定していたので、事務局の承認を得て、この10月19日に開

催しました。 

会場は屋外のため前日から雨で天候が気になるところ

でしたが、やはり雨まじりの中での開催となりました。来

場者が心配されましたが、会場周辺では様々なイベントが

開催されており、今回新調した技師会名が入ったのぼり

と、臨床検査展開催中ののぼりを見て興味深げに来場され

ておられました。中にはマラソン途中に入ってこられ骨密

度を測ってまた走って行かれる方もおられて、屋外ならで

はの検査展であると実感しました。 

 また、来場される方の中には検診をためらって検査を受

けたことがない方がおられましたが、今回、検査体験され、

健康相談を受けたことで大変納得し安心されて帰って行

かれる姿が印象的でした。  

 今回のような私たちの活動を開催することで臨床検査

技師が臨床検査にいかに関わっているかを知ってもらう

ことができたと思います。また国民の皆さんに検診を受け

ていただくきっかけになっていると思われます。 

中川 英二 

 一般社団法人 山梨県臨床衛生検査技師会は、10月の

乳がん予防月間に併せて、乳がんに関する正しい知識の

普及を図るとともに、検診の大切さを広く県民に知って

もらい早期発見につなげるを目的に『乳がん早期発見予

防啓発キャンペーン～がんを知ろう～』と題して10月27

日（日）イオンモール甲府昭和店3階イオンホール（今、

山梨県で一番集客力があるショッピングモール2011年3月

オープン）にて啓発活動を開催した。開催に先立ち、ポ

スターやチラシを各医療機関・山梨県福祉課および商店

街に掲示していただくようにした。 

 開催当日は、山梨県福祉保健部、県事業団の方々や、

山梨県放射線技師会の方々がキャンペーンに参加した。

ホール内に啓発パネルや乳がんに関する統計データ等を

掲示し、乳がんについての解説を行い、超音波研究班に

よるエコー検査機器の画面デモ、病理細胞診研究班によ

るモニター付き顕微鏡での癌細胞の説明、放射線技師会

によるマンモグラフィー・CT・MRIの説明を行った。ま

た、乳房の模型を用いた自己検診法の習得として保健師

の実技指導を個々に相談に乗りながら実施した。来場者

に対しては説明を聞き、最後にアンケート用紙に記入し

てもらい、子供達にはピンクのハートのヘリウムガス風

船を手渡した。300名ほど来場した。 

愛知県 大橋 功男 

西岡 正彦 奈良県 
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乳がん患者を勇気付け自己検診を啓発のために、平成25

年10月5日に和歌山で恒例となった紀三井寺のライトアッ

プが行なわれました。4時30分からダンスとKusuyoさんの

シャンソン、日没後にライトとサーチライトが点灯され紀

三井寺の新仏殿がピンクに染まり別世界のようになりま

した。ピンク染まった紀三井寺は和歌山市内の南に位置し

小高い山の中腹に立てられていて遠くからでも見ること

ができ、またピンクリボンの季節がやってきたと思う人々

も多かったことと思われます。 

 今回は新たな試みとして和臨技のブースを設営し乳房

模型を展示しての触診体験と自己検診啓発パンフレット

の配布を行ないました。 

 当日は開催直前まで前日から小雨が降ったり止んだり

のお天気のため、一般参加者が数十人と少なかったことが

残念でしが、多くの若い方から高齢の男女の皆さんに触診

体験をして頂けました。 

 女性参加者の中からは「今までは軽くなでるように触っ

ていたが、もっとしっかり触ってみやんとあかんね。」と

か「しこりはこんな感じなんや。良い勉強になったわ。」

などの生の声が聞くことができました。 

男性参加者には、乳がんは女性特有のがんではなく、少

数ではあるが男性にも乳がんが発病すること、パートナー

の乳がんを男性が発見することも多いことを啓発できま

した。 

 また、面白半分だとは思いますがダンスに参加していた

10代の子供達も触診体験をしてくれました。しかし、10年

後20年後に自分やパートナーの乳房にしこりを見つけた

ときに「あの時の触った“しこり”と同じだ！」と気づき

早期発見に繋がればと思っています。 

 悪天候で一般参加者が予想より少なかったのですが、乳

がんの早期発見は自分の命を守るだけでなくパートナー

の命を守ること、人命の大切さについて啓発できたと考え

ています。 

 私達「臨床検査技師」は一般の健康な人々と直接会話す

る機会が少ないですが、このような機会に一般の方々と健

康の大切さや命

の大切さについ

て話し合うこと

がこれからの「臨

床検査技師」に求

められている事

の1つではないか

と考えさせられ

ました。 

 

 

 

 岡山県臨床検査技師会では「つやま市民スポーツ祭（平

成25年10月13日（日）、津山市）」、「2013 スポレクフェ

ステ赤磐（平成25年10月14日（月）、赤磐市）」の開催に

合わせ、各会場にて、「がん撲滅キャンペーン」を展開し

ました。乳がん征圧月間に合わせ、「乳がん」に関するパ

ンフレット960部と「がん撲滅キャンペーン」と題した健康

づくりに関するグッズ960個を作成し配布しました。 

 

 

 昨年のことになりますが、がん検診無料クーポン券が

届いたものの、受診をためらっていた方にパンフレットを

お渡しし、検査の重要性について説明しました。今年も来

られ、「話を聞いてあの後検診に行きました。何もなかっ

たので良かったけれど、これからも定期的に検査に行くよ

うにします。来年も報告に来るからね！」と笑顔で話して

くださいました。 

自覚症状がなくても検診によりがんが見つかる人も

徐々に増えてきており、乳がんにおいては、早期にがんが

見つかると9割以上が治ると期待されています。乳がんが

年々増加傾向にある

ことを地域住民の皆

さんに伝えるだけで

なく、がんの早期発

見・早期治療の重要

性を訴えるだけでな

く、あわせて岡山県

臨床検査技師会の存

在を市民にアピール

することができまし

た。 

 

 

10月26日（土）キックオフ前の4時間、エディオンス

タジアム広島で開催された乳がん予防啓発キャンペー

ン「ピンクリボンdeサンフレッチェ」に参加しました。 

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広島実行委員会」が主催するイベント

で広臨技もメンバーの一員として参加しました。 

マンモグラフィー検診、自己検診模型での触診体験、

マンモグラフィー機器の展示やクイズラリーなど他の

メンバー団体が行う中、広臨技は恒例となった「がん細

胞を見てみよう」のコーナーをもうけ、５連の顕微鏡を

設置し実際にがん細胞を一般市民に見て頂きました。

どの様にがん細胞の検査が行われているかを理解して

頂き、がん予防に関する正しい知識の普及と早期発見・

早期治療の啓発を行いました。また今回はより多くの

方に足を運んでいただくため、初の試みとして骨密度

測定を行いました。大変好評で常に行列待ちの状況で、

測定者数は180余名になりました。また「乳がん検診を

受けましょう」のポケットティッシュを作成し配布し

ました。台風が接近し直前まで開催が危ぶまれました

が、当日は天気も快復しサンフレッチェ広島の大事な

試合ということもあり、多くの市民の方々と触れ合い

ながらがん検診の重要性をアピールすることが出来ま

した。 

実行委員会の

活動も来年は 10

周年を迎えま

す。さらに充実

した活動になる

よう取り組んで

いきたいと思い

ます。 

和歌山県 蓬台 克之 

岡山県 山田 啓輔 

田中 美樹 広島県 
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（編集後記）山々も白く雪化粧をし冬到来となり、お風呂で温まり疲れをとるのもこの時期の楽しみの一つ。そのあとの一

杯が一番の楽しみですね。と同時に注意しなければならないのがこの時期のお風呂での事故死。一年を通し交通事故死の1.6倍

の多さで、12月が一番多い件数となっています。浴室暖房の整ったイタリアなどは浴室での事故死は非常に少ないようです。

年末は慌ただしくなりますが、いろんな事故に注意して冬を楽しみながら今年あと１ヶ月を締めくくりたいですね。温泉にい

きたい・・・                                              【坂西】                             

 2013年10月12日12時から 13日12時までの 24時間、リ

レー・フォー・ライフ・ジャパン 2013 えひめが開催さ

れました。会場となった松山市城山公園堀之内地区は以前

四国がんセンターがあった場所で、参加者の中には、今年

のテーマ「念（おもう）」を強く感じられた方もいたので

はないかと思います。 

 第4回となる今年は、当愛臨技も4回目。総勢24名が参加

しました。チームテントの前では、大腸がん検診などのパ

ンフレットや資料を配り、健診を受ける大切さを伝えまし

た。また、たすきをつなぎ、たくさんの仲間たちと24時間

会場を歩きました。 

 私たち臨床検査技師は職場で、がん患者さん、サバイ

バーの方たちと接する機会はありますが、このように同じ

場所で、同じ時間や思いを共有できるのはリレー・フォー・

ライフに参加した時だけです。ルミナリエのろうそくのや

さしい炎を見ながら、歩いているとエンプティテーブルに

がんで逝った方々が座っているように思えました。 

 今後も、愛臨技の仲間たちと、｢念（おもい）｣をつなぎ、

検査のプロ、臨床

検査技師として一

人でも多くの方に

｢健診を受けてみ

よう｣｢検診は大

切｣と気づいてい

ただけるよう啓発

活動を行っていき

たいと思います。 

 本年も「高知県臨床検査技師会」チームとして参加し

ました。 

 本大会の趣旨であるガン征圧行動の高まりを医療専門

団体として応援するため、競技内のトラックをオープニ

ングからフィナーレまでチーム参加者（技師会会員４７ 

名）がタスキをつないで24時間歩き続けました。 

「ルミナリエ」ではがんで亡くなった方を偲びがんと闘

う人と想いを共有するため、ガン征圧のメッセージを記

した紙袋にローソクを灯して会場に並べました。 

 さまざまなイベントが実施される中、高知県臨床検査

技師会として、ガン征圧に関連する検査内容を中心に検

査技師の仕事内容など、広く県民の皆様に周知していた

だく為、宣伝物の展示や資料配布等を実施し、参加チー

ムの中で高臨技の横断幕、桃太郎旗、そろいの高臨技

ジャンパーやなど統一された行動は大変注目されまし

た。 

 臨床検査技師会ブースでの「のぞいてみよう顕微鏡」

コーナーでは実際に顕微鏡でヒトの血液像を一般の方に

みていただくこ

とで、臨床検査

技師の職業紹介

も兼ねてできた

ことと考えま

す。 

愛媛県 河口 喜治  高知県 前岡 智佐   

☆一般演題の締切を延長致しました。    ⇒申込締切日 2013年12月15日（日） 

※11月30日までに登録済みの抄録につきましては原則として変更はできません。ただし抄録の内容が発表に大きな影響がある場合

は対応いたしますので学会事務局までお問い合わせ下さい。詳しくは学会HP http://63jamt.jtbcom.co.jp/ を参照下さい。 

☆英語ポスターの締切日を設定致しました。 ⇒申込締切日 2014年1月31日（金） 

 

☆第６３回日本医学検査学会のプロモーション動画（ＰＶ) 

 配信スタート！ 
 学会ＨＰ上で第63回日本医学検査学会のＰＶが配信スタート致しました。  

 全国の皆様に是非とも学会に参加していただきたい」という開催県の  

 「新潟」の意気込みが感じられます。 

 是非とも見て頂きたく思います。 

 また学会HPとは別に学会のFacebookおよびTwitterも立ち上げています。 

 新潟や学会の裏情報満載です。 

 興味のある方は学会HPよりクリック！ 

●演題募集の締切が延長されました！ ●演題募集の締切が延長されました！ 


