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P1  平成26年度診療報酬改定を終えて（その３：臨床検査に係わる個別項目と総括） 

P2 平成26年診療報酬改定に伴う説明会を開催して 

P3 日臨技ホームページをリニューアル！ 

P4 「医学検査」がJ-STAGEに登載されます！－国内外から学術誌として注目されるために－ 

P5-P15 都道府県技師会の取り組み（平成25年度実施、未掲載分総集編） 

 

平成26年度診療報酬改定を終えて 

（その３：臨床検査に係わる個別項目と総括） 
 昨年10月30日付で田村厚生労働大臣から中医協（中央社会保険医療協議会）の専門委員に北村善明氏（前日本放

射線技師会長・チーム医療推進協議会代表）の後任として任命されました。中医協総会では、今回の診療報酬改定

の審議に途中からでしたが、参加させていただき、各分野から選出された委員の先生方と論議を重ねてきました。

今回はその経緯と主な審議内容等について３回に分けて報告いたします。          会長 宮島 喜文 

 その他、臨床検査に関わる個別項目では、新規保険

収載等の評価を行う優先度が高いと考えられる技術と

して「血液採取（静脈）」が16点から20点へと増点さ

れました。採血は侵襲性のある医行為であり、臨床検

査技師の病棟採血を普及させるためには増点が必要だ

と訴えてきました。採血は行為の頻度が多いため、１

点上げると年間で10数億円の影響が出るものとして慎

重な扱いをされてきましたが、前回の引き上げ点数

（２点）から比べ、十分評価できるものと言えます。 

 時間外緊急院内検査加算についても、当直制や24時

間交替勤務を推進するには高い評価が必要だと要望し

てきましたが、今回110点から200点へと大幅に増点し

ました。 

 また、微生物検査の２項目で増点となり、血液培養

検査での２回採取の算定が可能となります。更に、

「感染防止対策１」の算定施設では厚生労働省の

JANISへの参加が必須となり、微生物検査部門や技師

の役割が重要視されるものと思います。 

 一方、検体検査判断料や検体検査管理加算、生理検

査はほぼ現状維持となりました。 

 総じて、検体検査実施料においては、100点未満は

現状維持、100点以上で自動化されているものは減

算、病理・微生物などわずかな減算となり、前述の採

血や緊急検査などが技術や救急体制が高く評価された

結果となっています。 

 一方、救急外来の機能分化を含む医療従事者の負担

を軽減する視点として、内視鏡検査に係わる休日・時

間外・深夜の加算（休日80/100、時間外40/100、深夜

80/100）が新たに設けられました。内視鏡検査に従事

する臨床検査技師は多くはありませんが、医師や看護

師ら多職種で緊急内視鏡に取り組んでいる皆さんに

とっては朗報だと思います。審議の過程では超音波検

査も同様にすべきと進言しましたが、残念ながら採択

までには至りませんでした。 

 

  

 今回の改定による医療費ベースの影響について、詳

細な分析が出ている訳ではありませんが、現段階で

は、限られた財源の中で、臨床検査ではプラスとマイ

ナスがありますが、全体としては現状維持からややプ

ラス改定との見方をしています。今回、明らかになっ

たことは、単純に一律に引き下げするのではなく、

個々の算定項目においての価値や技術でエビデンスを

踏まえた総合的な評価が重要であるということです。 

 

 大切なことは、超少子・高齢化時代に向けて、国の

社会保障制度改革国民会議では「急性期から亜急性

期・回復期まで患者が状態に見合った病床で、その状

態にふさわしい医療を受けることができるよう、急性

期医療を中心に人的・物的資源を集中投入し、入院期

間を減らして早期の家庭復帰・社会復帰を実現すると

ともに、受け皿となる地域の病床や在宅医療・在宅看

護を充実させていく必要がある」としており、この方

針に沿って医療機関の機能分担・強化・連携・在宅医

療の充実などの医療政策が診療報酬改定作業を通じて

実現されていることが判りました。各医療機関の目指

す方向を見据え、検査部門の改革、技師の意識改革も

必要です。 

 次回改定に向けて、当会の調査分析する機能を充実

するともに、これからの医療政策を研究し、提言でき

るような組織体制の確立に向けて着手して参ります。 

（おわり） 
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平成26年診療報酬改定に伴う説明会を開催して 
日臨技診療報酬対策委員会担当理事 常務理事 下田勝二 

 日臨技診療報酬対策委員会（以下、委員会）では、

本年度もこれまで同様に診療報酬改定に関する要望を

厚生労働省へ提出した。さらに本年度は日臨技が臨床

検査振興協議会及びチーム医療推進協議会へ加盟した

ことと連動して、検体検査に関しては臨床検査振興協

議会を通じて、生理学的検査に関してはチーム医療推

進協議会を通じて、それぞれの要望を両協議会からも

行った。なお宮島会長が中医協専門委員へ就任し、臨

床検査のならずメディカルスタッフ全体に対して専門

委員としての発言が今後ともに期待されるところであ

る。 

 委員会では今回の診療報酬改定の影響調査を役員・

委員を中心に改定が示された段階で早々に行った。 

 平成26年３月29日（土）に開催した診療報酬改定に

関する説明会は、この調査結果なども踏まえながら改

定のポイントや影響などを委員会の椎津稔委員長、林

亮副委員長から説明し、かつ平成26年診療報酬改定の

概要説明を厚生労働省大臣官房企画官の佐々木健医師

より頂いた。 

 以下は各説明の概要である。 

 

診療報酬対策委員会の要望‐要望経過と内容の説明 

林副委員長 

 日臨技として要望にあたり念頭に置いているものと

して、多くの会員に関わる項目、臨床検査技師の地位

向上に繋がる、以前からの継続性、アンケート調査に

よる裏付けなどが示され、以下に示すような要望内容

の個々に関する説明がされた。 

１）日臨技からの要望内容 

①要望活動 ②検体検査管理加算（Ⅰ）の見直し改定

及び（Ⅲ）の削除 ③血液採取料（静脈）の見直し及

び改定 ④生理学的検査病棟出張加算の新設 ⑤生理

学的検査管理加算 ⑥診療報酬収載からの除外可能な

検体検査項目 

２）臨床検査振興協議会各WGの検討内容 

３）臨床検査振興協議会からの提言内容 

 

平成26年度診療報酬改定について  

椎津委員長 

 冒頭に国民及び国にとって診療報酬は低いほうが望

ましいが、質の担保された医療を提供するためには、

明確な裏付けのもとに診療報酬が必要であることに触

れられ、以下の説明がされた。 

１）臨床検査に関る診療報酬改定の概要 

２）今回の改定の分析 

３）日臨技理事及び診療報酬対策委員会委員の施設調

査結果 

４）診療報酬改定対応の一例 

５）中・長期への考察 

 

平成26年度診療報酬改定の概要  

佐々木企画官 

 医師である佐々木企画官からは、今回の改定は全体

改定率としては＋0.10％であるが、改定と同時に消費

税の増税がありこれと絡めた改定を、国の社会保障制

度全体像からまさに改定を担当されている立場として

今回の改定の概要まで幅広く以下の説明をいただい

た。 

１）平成26年診療報酬改定の概要、基本方針のポイン

ト 

２）入院医療について 

３）外来医療の機能分化・連携の推進について 

４）在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医

療の推進について 

５）その他の個別項目 

 

 

  

 日臨技としては今後も継続的に診療報酬に関連した

様々な角度からの調査分析を重ね、国の向かっている

方向をとらえつつ、あるべき臨床検査の診療報酬につ

いて裏付けをもって要望していきたい。 

              

 

椎津委員長 

佐々木企画官



 もともとは会員に向けた情報発信基盤としてJAMT

ホームページが開設されたと思われますが、インター

ネットの普及により、多くのかたがさまざまな目的で

アクセスされるようになっています。 

 また、当会の現在の方針として、医療関係団体との

連携、国民向けの職業広報や健康増進の啓発にも力を

入れています。国際交流充実の観点から、先行して英

語版ホームページが国際交流推進委員会の検討を経て

本年1月に全面リニューアルされていますが、日本語

ホームページをリニューアルいたします。 

＊ 

 今回はホームページの構成そのものを見直しまし

た。「一般向け」「学生向け」「技師向け」に専用

ページを設定し、トップページから各専用ページをご

案内します。技師（会員）のかたはこの「技師向け」

専用ページが従来のトップページに同等な内容と機能

を持つため、ここに直接アクセスするショートカット

やお気に入りの設定も便利です。 

 

【従来】トップページ 

会ロゴ         文字サイズ 日本語・英語 

グローバルナビ（「日臨技とは」ほか） 

キャッチメッセージ    会員専用ページへ 
最新会告          都道府県へほか 

ピックアップバナー    日臨技BLOG 

ニュース         認定センター 

             定期インフォメーション    

             その他（精度保障） 

             リンクバナー 
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日臨技ホームページをリニューアル！ 日臨技ホームページをリニューアル！ 

 平成25年度課題として、総合情報委員会が担当し、当会

のホームページの見直しを進めてきました。 

 本年3月をもって新ホームページに移行するための開発

を終了・検収し、4月15日（火）を予定日として、移行いた

します。なお、URLに変更はありませんが、ページ構成が

大きく変わりますので、必要に応じて「ショートカット」や

「お気に入り」の再設定などにご協力ください。  

                   土居 修（理事・総合情報委員会委員長）  

【新】トップページ 

会ロゴ         日本語・英語 検索 

グローバルナビ（「日臨技とは」ほか） 

キャッチメッセージ（スクロールイメージ画像付） 

「一般の皆様へ」「技師を目指す皆様へ」「技師の皆

様へ」への専用ページ案内バナー 

お勧めコンテンツバナー     会員専用ページへ 
                 都道府県へほか 

最新会告              

ニュース            日臨技BLOG 

【新】一般の皆様へ（専用ページ） 

会ロゴ         日本語・英語 検索 

グローバルナビ（「日臨技とは」ほか） 

キャッチメッセージ 

ピックアップバナー       関連ウェブサイト 

会長ご挨拶 

日臨技BLOG 

【新】技師を目指す皆様へ（専用ページ） 

会ロゴ         日本語・英語 検索 

グローバルナビ（「日臨技とは」ほか） 

キャッチメッセージ 

ピックアップバナー       会員専用ページへ 

                都道府県へほか 

先輩からのメッセージ      関連ウェブサイト 

日臨技BLOG 

【新】技師の皆様へ（専用ページ） 

会ロゴ         日本語・英語 検索 

グローバルナビ（「日臨技とは」ほか） 

キャッチメッセージ 

会告 

ピックアップバナー       会員ページ 

ニュース            関連ウェブサイト 

日臨技BLOG 

認定センター 

定期インフォメーション 

その他情報（精度ほか） 
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 出版委員会では、会誌「医学検査」をより学術誌として高める為に検討してきました。 

 一昨年１月より、学術内容とは異なる会報JAMTは「医学検査」に含めず、別刷にてお届けしてきたことは、

皆さまご承知の通りかと思います。 

 それだけでなく、いかに技師会以外の各方面から「医学検査」を認めて頂くか？という観点から検討して参り

ました。出版委員会といたしましては、皆さまから投稿された優秀な論文をより多くの技師、医療関係者に見て

いただき、さらには全世界の方に見ていただき、日本の臨床検査技師が優秀なことを知っていただきたい、証明

したいという強い思いから、この度、独立行政法人科学技術振興機構（JST）が運営している「J-STAGE」に

皆さまが投稿した論文を第63巻３号（５月号）より登載することになりました。 

「医学検査」がJ-STAGEに登載されます！ 
－国内外から学術誌として注目されるために－ 

「J-STAGE」ってなに？ 

 「J-STAGE」とは、日本国内の科学技術情報関係の

電子ジャーナル発行を支援するシステムです。イン

ターネットによる科学技術情報流通の促進や研究成果

の迅速な発信・流通による国内外での研究評価の向

上、研究成果の迅速な発信・流通による研究開発の促

進、引用情報のリンクによる研究情報の効率的な利用

を目的としたシステムであり、他の医療関係の学会

も、この「J-STAGE」を利用しております。 

 「J-STAGE」がJSTリンクセンターと連携することに

より、J-STAGE上で公開されている論文は、 Chem-

Port、PubMed、CrossRefを経由し、海外の様々な電子

ジャーナルサイト上の論文と相互にリンクされます。  

 また、「医学検査」のための専用サーバーが無料で

提供され、専用ページもできることから、閲覧する会

員の皆さまには最新の論文や、過去に出版された論文

をブラウザで検索・閲覧することが可能です。 

 引用文献リンク機能により論文が引用している文献

を参照できたりします。投稿者にとっては広く世界に

論文を公開でき、海外の電子ジャーナルサイト等から

のリンクにより、自分の論文が広く読まれます。日本

だけでなくより多くの方々から「医学検査」の論文を

見ていただくことにより「医学検査」が学術誌として

よりレベルの高いものになると出版委員会では理事会

承認を得て、「J-STAGE」への登載申請を行ったもの

です。その審査はハードルの高いもので、年間原著論

分数などが重点的にチェックされ、その上で、「優先

登載誌」という評価をいただき、登載に至りました。 

 

公開は発行の２ヵ月後 

 本年巻第３号（５月号）の掲載論文より登載を始め

ますが、「J-STAGE」 への論文掲載＝公開の時期につ

いては、「医学検査」会誌発行より２か月後とし、イ

ンターネットで閲覧できるようになります。会員の権

利を配慮して、会誌発行後の２か月間は「医学検査」

上で技師会員しか最新論文は読めない形としたもので

すが、他学会誌では同時公開、さらに先行公開、紙媒

体の廃止などさまざまな動きもあるようです。 

 

 なお、投稿者の皆様には、「J- STAGE」 への論文

掲載を不承諾とされる場合は、その旨を書面で申し出

ていただく方式も導入します。 

広がる可能性 

 「J-STAGE」の閲覧機能は公開されている論文、書

誌、抄録、および本文(PDF)を閲覧できます。検索機

能は「発行年」「標題」「著者名」「抄録」「キー

ワード」から必要な論文を検索することができ、資料

内検索と「J-STAGE」内資料横断検索もできます。  

 外 部 へ の リ ン ク 対 象 は JDream Ⅲ、PubMed、

STN／ ChemPort、CrossRef、NASA  ADS、MathSciNetな

どで、他サイトとの連携はGoogle／Google Scholarな

どの検索エンジンやJDreamⅢ・PubMed・CiNiiなどの

文献データベース、更に、他電子ジャーナルの引用文

献などからリンクされています。  

 紙媒体では精密な画像などの再現性に限界がありま

すが、解像度の高い原画像を電子付録とすることもで

きるため、こうした機能の活用も今後検討してまいり

ます。 

 詳細につきましては、今後追って皆さまにお伝えさ

せていただきますと共に、会員の皆さまからの積極的

な論文の投稿や意見をお待ちしております。 

 出版委員会では現在、複数査読制の運用に向けて査

読を担当いただける先生の増員が大きな課題となって

おります。    出版担当執行理事  坂西 清 

「J-TAGE」で 

本文PDFでなく、 

全文HTML公開 

の最先端を行く 

日本消化器外科 

学会は紙媒体の 

発行も中止。 



 10月はピンクリボン月間。富山県では県主催で「富

山県がん検診普及啓発キャンペーン」が県内各地でイ

ベントが行われました。 

 9月28日には高岡イオン会場にて実施され、親子で

参加された方々にお子様をお預かりするのを目的に昨

年と同様に手作りコーナーを設けました。 

 木製のクリップにシールやスタンプ、マスキング

テープなどでデコレーションをして物作りに熱中して

いる間、お母さん達は肝炎、大腸がん、肺がん、乳が

んコーナー等を子供達の心配をすることなく体験やレ

クチャーを受けていただきました。 

 10月5日は、ハッピーリボン主催のピンクリボン

ウォーキングです。朝11時に高岡市民病院前に集合し

出発式を行い、のぼり旗を持ち歩き始めました。今年

はウォーキング中、高岡万葉まつりの朗唱の会にも参

加しました。 

 それでは朗唱の会を簡単に説明します。古城の森の

樹木を縫う鮮やかなライトのなかにくっきりと浮かび

あがる特設水上舞台で、万葉集全20巻4516首の歌すべ

てをリレー方式で歌い継ぐイベントです。朗唱者は全

国から募集し10月4日（金）～6日（日）の連続３昼夜

にわたり2000人を超える人々が朗唱します。 

 ハッピーリボンからは会員５名、看護学生２名が参

加し、11首を歌い、その後衣装のまま古城公園～高岡

大仏前～高岡大和をウォーキングしました。今年は天

候にも恵まれて、朗唱会場にも多くの観客がいらし

て、公園内で県内外の方々に啓発チラシを配布するこ

とができました。 

「輝く笑顔 乳がん検診」を合言葉に「一歩一歩伝え

よう、乳がん検診の大切さ」をと、啓発活動を行うこ 

 第３回いばらき臨床検査フェアならびに全国検査と

健康展を平成25年11月17日(日）に茨城県総合福祉会

館にて同時開催した。 

 乳がん体験者や緩和ケア認定看護師による講演、乳

がんのセルフチュック、乳がん相談コーナーのほか、

全国検査と健康展では、健康測定コーナーを設け、市

民のために骨密度測定、自己血糖測定、BMI測定や臨

床検査技師紹介コーナーのPRや検査説明で熱心に質問

する市民も多く、約150名の来場者が参加した。 

 がん予防の必要性を訴え、臨床検査に対する理解を

深めるとともに定期的な健康診断の重要性を改めて

知っていただく機会となった。 

 次年度も継続的にがん予防啓発事業活動を行い、同

じような活動が広がるモデルとしての役割を果たして

いきたいと思います。 
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がん 茨城県  門馬 敏郎 

がん 栃木県  一色 ミユキ 

 11月10日(日)芳賀町保健センターにて、栃木県、芳

賀町との共催でがん予防普及啓発事業を実施しまし

た。今年度から実施することになった「検査と健康

展」も小規模ですが併せて行いました。 

当日は芳賀町民祭で、マラソン大会、展示会、発表会

等様々なイベントが催されました。２団体が子どもの

頃からの食を通じた健康づくり推進事業（かむかむ

チェック・おやつの提供）を実施するのに併せ、当技

師会は、働き盛り、子育て世代である40歳以上に増え

ている大腸がんについて、検診受診の大切さ等の普及

啓発を目的に、大腸がんクイズラリー、子どもたち向

けのミニ大腸トンネル、血管年齢測定と、日臨技発行

の「ピペット」「検査のはなし」や技師会名入りの

グッズを配布し、臨床検査技師の業務内容や技師会活

動を紹介しました。 

がん 富山県   成瀬 智 



 平成24年２月４日（火）13：30～15：00、京都保健

衛生専門学校にて、臨床検査技師を目指す学生を対象

に子宮がん検診の重要性を啓発する目的で講演会を開

催した。日本臨床細胞学会細胞検査士会の子宮頸がん

検診委員会委員である加藤順子先生（日本セルネッ

ト）に「子宮頸がんは予防できる」と題して講演いた

だいた。 

 内容は、子宮頸がんの疫学、発がんの原因、ワクチ

ンのこと、検診の重要性について講演いただいた。特

に、子宮頸がんは、他臓器のがんと異なり若年者にも

多く発生することから、死亡率のみに着目するのでは

なく、妊孕能を残す（子宮を守る）ことの重要性につ

いて訴えられた。そのためにも早期発見が重要で、検

診受診率を向上させることが大事であると説かれた。

また検診無料クーポンの話題や頸がん啓発予防活動に

ついても話しをされ、予防活動に一緒に参加しません

か？と呼びかけがあった。 

 さらに、後半では子宮頸がんと闘い若くして亡くな

られた女性の実話を紹介され、聴講者は関心を持って

講演を聞いていた。 

ことが出来ました。 

 これからも５月の母の日キャンペーン10月のピンク

リボンキャンペーンと早期発見、早期診断、早期治療

の大切さを伝え、継続して活動を続けていきたいと

思っています。 

Vol.20No.6              会報JAMT ホームページ掲載                    平成26年4月1日号 

がん 岐阜県   臼井 信雄 

 大垣市 第 18回「市民の健康広場」が 10月 20日

（日）大垣城ホールで開催されました。来場者はおよ

そ1400名で雨天にも関わらず多くの市民に足を運んで

いただきました。 

 会場では岐臨技のブースとして「乳がんと成人病検

査コーナー」を設置しました。企画内容は超音波診断

装置を用意し、寒天の中にしめじ、ミニトマト、うず

らの卵など馴染みの食物を入れたお手製のファントム

を使い、超音波装置に映し出される画像を一緒に見な

がら、乳がん検診の重要性をお話し、受診するように

勧めました。併せて乳がん予防啓発リーフレット、及

び乳がん予防のカードの入ったティシュとピンクリボ

ンのバッジを配布しました。今回は乳がん検診で悪性

が疑われた場合、その後の確定診断に至るまでを説明

しました。実際にCNBとマンモトームの穿刺器具を用

いてお話しましたところ、穿刺針の太さに驚く市民は

多かったのですが、診断までの流れを知ることで、恐

がん 京都府   白波瀬 浩幸 

心よりむしろ安心感がでたとの言葉もいただけまし

た。健康広場での活動ということもあり、若年層が少

なかったようです。今後はもう少し年齢層を広げた活

動も必要と思われました。また、診断から治療に至る

までの質問も多く、今後の課題となりました。 

がん 大阪府    岡本 秀雄 

 大阪府臨床検査技師会では、平成22年度より日臨技

公益事業の一環として、がん予防啓発に関するフォー

ラムを開催してきました。今年度は平成26年３月15日

（土）、「第４回がん検診フォーラム」を大阪府医師

協同組合本部ビルにて開催し、63名の来場者がありま

した。開催に先立ち、各医療機関や臨床検査技師養成

校に案内するとともに、大阪対がん協会ホームページ

等にも掲載して頂きました。 

 また、日本臨床細胞学会大阪府支部細胞検査士会の 



 平成25年12月８日（日）飯塚病院エネルギーセン

ター６階 大講堂で、がん予防啓発市民講演会を開催

しました。 

 「がん」について、どこまで知っていますか？」を

メインテーマとして市民対象に下記の２題の講演を行

いました。 

  

講演①「子宮癌検診について」 

 講師：飯塚病院 中央検査部 川嶋大輔技師 

講演②「癌という病気について」 

 講師：飯塚病院 病理部 病理医 伏見文良先生 

 

 子宮癌検診の実情やHPVと子宮頸がんの関係、HPVワ

クチンの考え方などを丁寧に説明していただきまし

た。また、「がん」と「癌」の違いや疫学、発生要因

から最新治療まで、「がん」について広く詳しく説明

され、大変、理解しやすい講演でした。 

 二人に一人が「がん」になり、三人に一人が「が

ん」で亡くなられる時代となり、早期発見、早期治療

の重要性を市民に啓発することが必要です。今後も、

がん予防啓発運動の推進に努めたいと思います。 

 

後援のもと、細胞検査士クレジットを取得し、大阪府

下および近隣府県の細胞検査士の方々にもお知らせし

ました。 

 今回は、『がん検診、受けましたか？ ～貴女を

「がん」から守るために～』をテーマに、「女性のが

ん」である「子宮頸がん」と「乳がん」を取り上げ、

それぞれ最前線で活躍されている医師・臨床検査技師

に講演して頂きました。第１部の「子宮頸がん」で

は、大久保病院副院長 小笠原利忠先生に「貴女とお

嬢様のための子宮がん講座 －子宮頸がんとヒトパピ

ローマウイルス（HPV）について－」を、第２部の

「乳がん」では、大阪ブレストクリニック院長 芝 

英一先生に、「乳がん検診と乳がんの診断・治療」を

講演して頂きました。さらに第１部では細胞診検査、

第２部では超音波検査にそれぞれ携わる臨床検査技師

からの講演もあり、充実した内容のフォーラムでし

た。「子宮頸がん」・「乳がん」とも、やはり早期発

見・早期治療が最善の方法であり、早期発見をするた

めには症状が出る前、すなわち検診が重要であること

を強調されていました。府民の皆さんには検診の重要

性とともに、検診に係わる臨床検査技師の業務や臨床

検査技師会に対する理解が得られたと思います。 

これからも大阪府臨床検査技師会では、府民の皆さん

にがん検診の重要性を啓蒙し、がんの早期発見に少し

でも繋がるように、がん予防啓発事業に取り組んでま

いります。 
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がん 鳥取県   藤井 和晃 

 12月８日（日）に鳥取県米子市にある国際ファミ

リープラザにおいて、乳がん予防啓発事業を行いまし

た。今年も市民公開講座として、特定医療法人財団同

愛会博愛病院乳腺センター長の工藤浩史先生に「乳が

んの診断と治療 -最近の話題-」と題して、乳がん患

者の現状、乳がんの予防、自己触診、乳がんの診断，

治療について講演していただきました。 

 この講演をきっかけとして、少しでも乳がん検診の

受診率が向上していくことに期待したいと思います。 

がん 福岡県    小山 宣輝 



 世界エイズデーを前にして11月22日（金）、日臨

技、福臨技、郡山市保健所との共催でSTI予防啓発事

業「エイズ予防啓発キャンペーン」を実施しました。   

例年、郡山駅前西口広場で開催されるビッグツリー

ページェント・フェスタの点灯式に合わせ、午後４時

から啓発グッズの入ったパッケージ1000個を福臨技13

名、郡山市保健所５名の総数18名の実務委員で配付し

ました。パッケージにはSTI啓発パンフ、検査案内チ

ラシ、カットバン、ティッシュなどが入っています。

今年も開会式前にキャンペーンの実施とエイズの流行

状況や検査案内をアナウンスし、集まった多くの市民

に広報できました。 

 すっかり日も暮れ寒風の中でのキャンペーンでした

が、点灯式とともに光のページェントにつつまれ、全

てを配付することが出来ました。学生や駅前を行き交

う多くの人々にSTIについての予防啓発と、臨床衛生

検査技師会としての活動をアピールできました。 
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がん 佐賀県    堤 玲子 

 今年、佐賀県に開院した、九州国際重粒子線がん治

療センター（サガハイマット）のセンター長である工

藤祥先生に、がんと健康について講演をしていただい

た。会場は、今年開院した佐賀県医療センター好生館

で、佐賀県民期待の病院である。技師会会員および県

民を対象とした、わかりやすい講演内容であり、予定

時間を超える質問がでた。一般市民のがんへの不安は

まだまだ大きく、この事業を継続する必要性を痛感し

た。 

 講演後は、健康増進のパネル展示などで、検査と健

康について啓発を行った。講演においても臨床検査技

師業務の内容があり、医療チームの一員であることが

十分啓発できた。 

STI 秋田県     遠藤 正志 

 平成25年度STI事業は、エイズキャンペーンへの参加

とSTI講演会を開催した。エイズデーキャンペーンは

平成25年11月26日（火）から平成25年12月１日（日）

の日程で、秋田県内８保健所にて開催され、当秋田県

臨床検査技師会からは総勢25名の会員が７保健所管内

でのキャンペーンに参加し、エイズ検査の紹介、促進

を目的とし、通勤、通学、買い物客などにエイズ関連

グッツやパンプレットの配布をおこなった。11月26日

（火）秋田県湯沢保健所管内のイオンスパーセンター

湯沢店でのキャンペーンを皮切りに、11月 28日

（木）、秋田県北秋田保健所、11月29日（金）、秋田

県大仙保健所、秋田県由利本荘市保健所、秋田県能代

保健所、秋田県秋田中央保健所、12月１日（日）の秋

田県大館保健所での活動をもって締めくくった。 

 秋田県の11月下旬から12月というのは、寒さが厳し

く、所によっては雪が降る中での活動となった。特

に、駅前など野外での活動については会員の皆さんに

は大変な御苦労を掛けることとなった。参加会員25名

の協力と頑張りにより今年度も無事終了することがで

きた。 

 STI講演会は平成26年２月21日（金）秋田県由利本荘 

市文化交流館「カダーレ」において、由利組合総合病

院産婦人科診療部長、軽部彰宏先生を講師にお迎えし

「HPVと子宮頚部病変」とのテーマでご講演いただい

た。参加者は45名で、HPVの感染予防などわかり易く

教えていただき、たいへん有意義な講演会となった。

高校生や一般市民の皆さんに参加していただけるよう

に、ポスター掲示など広報活動をおこなったが、高校

生、一般市民の参加は少なく残念であった。この反省

を踏まえ今後のSTI講演会開催に生かしていきたと思

う。 

STI 福島県      森 菊夫 



 神奈川県臨床検査技師会STD撲滅委員会は、中学

校、高校、看護学校などを対象にSTDの予防・啓発を

目的とした講演活動を行っています。  

 11月18日は平成15年に委員会が発足して以来、最も

古くから交流のある学校の一つとなっている県立高校

での“出前授業”を行いました。活動は県内様々な地

域の施設に所属する20代の技師が中心となっており、

この日も片道平均１時間をかけ、20代技師２人とベテ

ラン技師の３人で、男女一括１コマ、男女別の１コマ

の講演を行いました。校風により生徒や学生の聴く姿

勢が全く違いますが、この高校のような進学校では、

体が話を聴く態勢でも、顔が他人事のような表情をし

ている生徒が少なくありません。さらに、間違いを恐

れる傾向が強く、意思表示もほとんどない状態からの

スタートなので意外と難関であると感じています。 

 短い時間でいかに大切なことを伝えるか。それぞれ

が自らの長所を最大限に引き出し、話す必要がありま

す。正しい医学的知識をベースに一方は親目線での圧

倒的な説得力を武器に、またもう一方は生徒により近

い目線から実体験を織り交ぜながらのリアルなやりと

りで引き込みます。 

 有名な先生をお招きして講演してもらえるならばこ

の上なく望ましいと思いますが、志があれば一般的に

まだまだ知名度の低い臨床検査技師にも、まして若手

の技師にも伝えられることはあると思っています。そ

して、人への話し方だけでなく、スライド作りやアン

ケートの集計、資料作り等で得る知識やスキルでさえ

も、普段の仕事と相乗効果があり、若ければ若いほど

より良い技師になるための材料になるのではないかと

思います。 

 ただ、このような活動ができるのも、本業である職

場の理解なくしては実現できていません。急な講演依

頼があった場合や、講演が立て込む時期は講師のやり

くりに苦労することもあり、各所属施設に協力をお願

いしています。 
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 平成26年２月８日（土）の午後より茨城県総合福祉

会館コミュニティーホールにおいて、STI予防啓発を

含めた感染症のお話を感染管理認定看護師・茨城県

STD指導員湯原 里美 先生から一般市民向けにご講

演をいただきました。当日は、近年まれにみる大雪に

かかわらず講演会の参加者も思ったほど少なくなく、

58名の参加者であったが、 STI予防や感染症のお話を

わかりやすく説明していただき、一般市民へ知識や予

防方法などを伝えられたと思われます。 

 残念ながら午前に予定していた水戸駅でのSTI予防

街頭活動は大雪で人通りが殆ど無く、３月16日(日)に

延期となりました。 

 今後も将来に向けて、STI 予防の重要性が市民へ理

解を深められるよう、啓発していきます。 

STI 茨城県     門馬 敏郎 

 

STI 神奈川県   松本 菜月 

 群馬県臨床衛生検査技師会では平成25年度日臨技委

託事業として『青少年へのSTI予防啓発教育事業』を

受託し、二つの事業を企画・実施いたしました。 

 まずは平成25年５月31日（金）と11月29日（金）の

両日、JR高崎駅東口・西口にて高崎市保健所との共同

事業として街頭活動を行いました。 

 ５月は絶好のイベント日和。11月は駅前の温度計が

1度の示す寒い日に、高崎市内の小学生・大学生も参

加しての活動となりました。通勤通学の忙しいなか、

多くの一般市民にポケットティッシュやエイズ予防を

謳ったパンフレット等を受け取っていただきました。 

 二つ目は平成26年１月15日（水）に『青少年のため

のSTI/STD予防啓発講演会』と題して、高崎健康福祉

大学において、同大学の医療情報学部１年生87名を対

象にした講演会を開催しました。感染の広がりを試す

実験では楽しそうにやっている学生の姿が印象的でし

た。 

 今年度は『青少年へのSTI予防啓発教育事業』とし

て２事業計３回の活動をしましたが、この活動で若者

たちへのSTI予防啓発、そして臨床検査技師会の存在

を一般市民にアピール出来たと思います。 

STI 群馬県     齊藤 直哉 

 今後も群馬県臨床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の認

知度を高めていく活動を行っていきたいと思います。 



 世界エイズデーに伴い、岐臨技としては毎年好評を

得ている大学祭での予防啓発活動を行いました。会員

２人１組で多くの若者で賑やかしい構内を練り歩き、

我が国のエイズの現状や基礎知識、HIV感染の予防法

などを、リーフットを用いてわかりやすく説明しまし

た。併せて関連リーフレットやコンドーム、HIV感染

予防のカードの入ったテッシュを配布しました。 

 来場者と話をする中で、思った以上に、エイズの現

状をはじめ、感染経路や予防法などの正しい知識を

持っていない若者が多いことを実感し、少なからず危

機感をおぼえました。 

 今回も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 
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STI 山梨県     中川 英二 

 

STI 岐阜県    臼井 信雄 

 県内の多くの方々に支えられていることに感謝しつ

つ、今後も講演内容の改善を繰り返し、大事な十代の

若者たちの役に立てるよう努めたいと思います。 

 山梨県臨床衛生検査技師会渉外部は11月～12月にか

け青少年へのSTI予防啓発教育事業を行いました。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。 

 10月 23日（日）山梨中銀スタジアムにてヴァン

フォーレ甲府戦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

当会オリジナルティッシュや日臨技からのパンフレッ

ト・リーフレット・シール、HIVエイズの基礎知識の

パンフレット、山梨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

ジョンに丸茂副会長作成のポスター画像が映し出され

るように企画しました。スタジアムには多くの来場者

が集まり、配布したものが入場開始30分程度で終わり

ました。 

 また、山梨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

頂きました。ハーフタイムに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す。 

 12月９日（月）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１年生（80名）を対象に保

健体育の事業として「STI・HIV・AIDS正しい知識

を…」と「臨床検査技師とは」の出張講座を行いまし

た。 

 臨床検査技師の紹介には大澤会長が日臨技作成の

DVDを使用し説明し、STI予防啓発講演には当会免疫血

清研究班長が講演を行いました。また、高校生には講

演資料の他に日臨技からのパンフレット・リーフレッ

ト・シール、HIVエイズの基礎知識のパンフレット、

クリアファイル、オリジナルティッシュ等を配布しま

した。 

 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、内容が分かりやすく聞きや 

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、臨床検査技師に大変興味を持っ

たなどの意見も書かれました。 

 今回の啓発事業は翌日の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。 

 山梨県臨床衛生検査技師会渉外部は、26年度から

『全国検査と健康展』をあらたに企画運営していきま

す。『去年よりも今年、今年よりも来年』を目標に、

毎年レベルアップして公益事業や、臨床検査技師・検

査技師会への認知度を向上させていきたいと思ってお

ります。それには、業務の忙しい中、企画運営に参加

して頂いています会員の方々があってこそできると

思っております。 

 今回参加して頂いた会員の方々に、御礼を申し上げ

るとともに、これからの事業にも、ご支援ご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 



とても有意義だったと思います。当初の目的である

「青少年への予防啓発活動」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へも活動範囲を広

げていきたいと思います。 
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STI 愛知県     大橋 功男 

  公益社団法人愛知県臨床検査技師会では、12月１日

世界エイズデーの日に日臨技公益委託事業である青少

年STI予防啓発に関する事業の一環として名古屋中区

の栄広場周辺で行われた「世界エイズデー in NAGOYA 

2013」と称したイベントに参加しました。 

 愛臨技は、今年で７回目の参加です。HIV感染拡大

の防止や感染者への理解を目的とし午後２時から実務

委員20名が800セットの避妊具及び啓発資料を街頭で

配布しました。 

 午後３時30分からは、参加団体（医療従事者、教育

関係者、行政関係者、学生等）と一緒にレッドリボン

を首にかけ横断幕「エイズは予防できる病気です。エ

イズ検査を受けましょう！！」及び幟「エイズ撲滅は

臨床検査から！」を持ち、エイズのことを考えるこ

と、感染予防に避妊具を使用すること、検査を受ける

ことを呼びかけながら名古屋の繁華街栄を行進しまし

た。 

 エイズパレードは、当日中部日本放送で放映、翌日

の中日新聞にも掲載され臨床検査技師の認知度もアッ

プしたと思われます。  

 京臨技では12月１日の「世界エイズデー」にあわせ

て日臨技エイズ・STI予防啓発事業を12月18日、京都

保健衛生専門学校にて学生対象の講演会として開催し

ました。 

 講師は「心を育てる性教育」研究会代表の深田實江

子先生にお願いしました。講演はHIV感染症・AIDSと

はどういった疾患なのかという話からはじまりまし

た。HIVに感染すると感染初期の約40日はウイルス数

が少なくＨＩＶ検査は陰性で、頭痛・咽頭痛・関節

痛・筋肉痛など風邪様症状を呈し、その後７～10年の

無症候期ののちＡＩＤＳを発症する。ＡＩＤＳ患者の

約半数が肺炎を、１／３が結核を、１／５がカポジ肉

腫を、そして３人に１人が認知症となるといわれてい

ます。 

 エイズの治療薬は現在数十種類あるが服用の中断な

どで薬剤耐性HIVになる場合もあると説明されまし

た。2011年時点でサハラ以南のアフリカを中心に世界

で3400万人の感染者が確認されていて、先進国では唯

一、日本だけが患者数が増加しています。そして、感

染経路は性感染（約90～95％）が一番多く、次いで血

液感染（輸血、血液製剤、針刺事故、麻薬中毒者の注

射器の使い回し）、第３位は母子感染（産道感染・母

乳感染）です。 

 なお、母子感染については感染患者における分娩を

帝王切開によることで、ほぼ感染を防げる話しもされ

ました。 

 次に思春期と深く関係のある性感染についての話が

ありました。思春期は16歳～24歳ぐらいまでとされて

おり、ちょうど今回講義を受けた学生の年齢に該当す

るため身近に起こりうる疾患であるということがわか

りやすく理解できたと思います。性感染症にはAIDSだ

けではなく、多くの感染症があることも話にありまし

た。 

 今回の講義で“性感染症は恐ろしい“とだけ認識す

るのではなく、一人一人がきちんとした知識を持って

肉体的にも精神的にも成長していけるようにと強く話

されていました。 

STI 京都府      藤崎 智 
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STI 兵庫県     藤井 誠治 

 昨年に続き、岡山理科大学において大学生・高校

生・教職員を対象としたHIV・STI予防啓発活動とし

て、「HIVをかたろう in 岡山理科大学」と称し

て、３名の講師の先生方と共にシンポジウム形式で

行った。 

 昨年も同会場にてHIV・STI予防啓発活動講演会を

行った。その後、学生の中から卒業研究にHIVを取り

上げた学生もおり、本年度の和歌山県臨床検査技師会

主催第９回「アジア研修タイ」にも参加している。そ

の学生達が中心となって今回のシンポジウムの準備を

進めてくれた。テーマとしてHIV予防啓発「PURR ED-

UCATION」を研究している。 

 同年代の若者同士が知り得た情報を伝え合い、知識 

 当会は社会に果たす役割として、公益性の高い事業

のひとつ、公衆衛生の向上及び衛生思想の普及啓発を

目的とする事業を推進・展開しています。 

「世界エイズデー」にあわせて、平成25年12月16日

（月）～20日（金）に「HIV・STI予防啓発キャンペー

ン（第１回）」としてパネル展示および資料配付を伊

丹イオンモール エンターテイメントにて行いまし

た。パネル展示ではHIV・STIに対する理解と支援の意

志を示すための象徴となっているレッドリボンやいろ

いろな性感染症について提示し、予防の重要性を啓発

できたと思います。 

 さらに、第２回としてHIV・STI予防の重要性を啓発

することを目的に、女子高生を対象とした講演を行い

ました。 
日時：平成26年１月20日（月）13：00～15：00 

場所：神戸常盤女子高等学校 音楽室 

対象：１年生 65名 

内容：学校での講演 

   原田 佳世子 先生 

 （兵庫医科大学病院産科婦人科学教室 学内講師） 

テ－マ：性感染症とHIV・エイズについての基礎知識 

（感染予防、性感染症（STD）、HPV、子宮頸がん） 

    「性感染症を知って予防を」 

～HIV・エイズや子宮頚がんの予防について～ 

 エイズとはHIVというウイルス感染により発症します。

日本ではHIV感染者は年々増加傾向にあります。感染して

も何の症状もない状態が長く続くため、検査を受けてお

らずに感染に気づいていない人はさらに多くいると思わ

れます。エイズについて正しい知識を学び感染を防ぎ、

自分の身を守りましょう。一方、子宮頚がんの原因は、

ヒトパピローマウイルス（HPV）というウイルスの感染で

す。すべての女性の8割が一生に一度は感染します。定期

的にがん検査をうけることなどを知ってHPVの感染から体

を守ってください。 

 HIV・STI（性感染症）について多くの若者たちに正

しい知識を身につけていただき、不用意な感染から自

分自身を守ってもらいたいと考えています。このよう

に当会は、県民を対象とした公衆衛生思想並びに臨床

検査の普及啓発を目的として、今後も積極的に事業を

展開してまいります。 

 今年も昨年と同じ和歌山大学の学園祭にてHIV/

AIDS・STI啓発および教育活動を実施しました。活動

内容は①VCT（カウンセリング＋HIV迅速検査）、②

HIV/AIDS・STIの教育ミニ講演「あなたの元カノの元

カレを知っていますか？」（20分程度）を実施いたし

ました。VCTへの参加者は51名でした。ミニ講演では

20名の参加者が有りました。いずれも昨年同様の参加

者でした。 

 我々、和歌山県臨床検査技師会が和歌山大学でHIV/

AIDSの啓発活動を行うのも３年目になります。VCTや

ミニ講演に参加して頂く学生や一般の方のHIV/AIDSに

取り組む姿勢が変化してきたように思います。一つに

はHIV/AIDSの言葉（単語）への特別視する様な態度が

薄れているように思います。言い換えれば、HIV/AIDS

の言葉自体が若者たちに市民権を得たのではないかと

思います。また、VCT（迅速検査）を受験される若者

にもHIV検査を受けるという事に何の戸惑いもなく、

サバサバしている様子が伺えました、どちらかという

と検査や講演す

る側の我々がど

ことなくぎこち

ない様子であっ

たかもしれませ

ん。 

 や は り HIV/

AIDSの啓発活動

は事あるごとに

機会を見つけ

我々の取り組ん

でいるように

「継続こそが力

なり」と継続す

ることが最も重

要な啓発である

と再認識しまし

た。 

STI 和歌山県   田中 久晴 

STI 岡山県    岡本 由美 
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を広めていく。押しつけられたり、与えられるだけの

知識ではなく身近な人から正確な情報を得る事は、こ

の時代の子供たちには効果があると考えられる。今回

は３名のシンポジストをお呼びした。県内でも講演に

定評のある血液内科の医師に基調講演をお願いして概

要をわかり易く説明していただいた。そして、NPO法

人（HIVと人権情報センター）で実際に現場で、HIV検

査やカウンセリングに携わっている方の話、さらに、

県内検査技師の方には臨床検査技師としての関わり方

を講演していただいた。 

 学生は素直に聴講しており、質問も飛び交い、和気

あいあいとした中で会場に一体感が生まれた。しっか

り向き合って、正しく教えると、吸収が早く理解も早

い事を実感した。学生のうちから検査技師会活動を通

して将来に希望を持って育ってくれる事を切に願う。 

 広臨技ではここ数年12月１日の世界エイズーデーに

合わせて、エイズキャンペーンを開催しています。広

島は市内繁華街で開催される「アリスガーデンパ

フォーマンス広場AH！」にブースを設け、啓発パネル

やポスター展示、またカープ選手を招いてのステージ

での啓発活動を行うとともに、会場周辺で啓発品

（リーフレット・コンドーム・ティッシュペーパー

等）の配布を行い、近隣の医療機関をお借りしてHIV

検査を行いました。県内臨床検査技師養成校の学生ボ

ランティアの若い力も借りて、啓発品は3000セット配

布しました。福山は福山駅に隣接する商業施設「さん

すて福山」にて啓発品の配布を行うと共にHIV検査を

行いました。検査件数は広島80件、福山48件で福山は

開催が輸血でのHIV感染報道の直後ということもあり

過去最高でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STI 山口県    西山 久生 

STI 愛媛県    河口 喜治 

STI 広島県    田中 美樹 

 この活動を通じ、多くの市民にエイズについての正

しい知識の普及啓発を行うことができ、またHIV検査

受検の機会拡大に貢献することができたと思います。

残念ながら日本ではHIV感染は増加傾向が続き、また

40･50代でのいきなりエイズも増えています。この傾

向に歯止めがかかるよう今後も活動をさらに充実した

ものにしていきたいと思います。 

 11月９日(土)～11月10日(日) 山口大学医学部の医

学祭において、山口大学医学部医学祭実行委員会、宇

部健康福祉センターとともに、STI 予防啓発事業とし

てHIV抗体検査及び関連資料、技師会PRパンフレット

を配布しました。医学祭ということで、臨床検査技師

を始め、医学部学生、医師、看護師、保健師、臨床心

理士が参加し、検査は検査技師が実施、受検者から

HIV抗体陽性が出た場合、結果を医師が告知し、臨床

心理士がカウンセリングを担当しました。 

 ２日間でHIV抗体検査を、88名に実施、幸いに陽性

者は確認されなかったので、一同胸をなでおろした次

第です。 

 HIVの感染は、STI感染の予防を行うことで感染リス

クを減らすことができます。そこで受検者をはじめ来

場者には、STI予防の啓発パンフレットを同時に配布

しました 

 今後も他団体と協力しながら、HIV感染予防及びSTI

感染予防に微力ながら加勢していきたいと思います。 

 愛媛県臨床検査技師会は、世界エイズデーの街頭

キャンペーンを11月30日(土)に、愛媛県及び松山市の

保健所、南海放送と合同でいよてつ高島屋前坊ちゃん

広場と大街道出入口に分かれて、啓発グッズ(エイズ

予防冊子・レッドリボン・検査啓発カード・相談PR

ティッシュ.・ボールペンなど)の配布や街頭でのア

ピール活動を実施しました。 

 最近、献血によるHIV感染がマスコミで取り上げら

れるなど、いつもの年に比べHIVやエイズという言葉

に敏感な人たちが多かったように感じます。 

 今年のテーマは、「恋愛の数だけHIVを語ろう」と

いうことで、日本中には非常にたくさんの恋愛があ

り、それは男性と女性であったり、男性と男性、女性 
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 平成25年12月１日（日）高知学園短期大学にて日本

臨床検査技師会、高知県臨床検査技師会主催にて10

代、20代の青少年を主に対象としたSTI・AIDS予防啓

発活動事業が開催されました。 

 高知県臨床検査技師会の会員が「STOP！AIDS」のパ

ネルを掲げ、パンフレットや、付箋などの啓発用グッ

ズを配布しました。講演会では「性感染・AIDS」を

テーマに実際に臨床の現場でHIV専任看護師として活

動されている高知大学医学部附属病院総合診療部の中

村美保看護師に講演を行って頂き、青少年の方々に、

STI・AIDSに関する正しい知識の普及を図りました。 

 講演はSTI（性感染症）とはの解説から予防啓発活

動まで一般参加の青少年に非常に分かりやすく、予防

啓発効果につながる事業になりました。 

 そして技師会会員にとっても大学の学生、青少年な

どとの交流は有意義なものとなりました。 

STI 福岡県    小山 宣輝 

STI 大分県    野中 恵美 

STI 高知県    前岡 智佐 

 平成25年11月30日（土）北九州国際会議場で、青少

年へのSTI予防啓発教育事業を行いました。 

「STI感染症ってなに？正しい知識と検査と予防」を

テーマとして、下記の事業を行いました。 

①展示によるSTIの現状と正しい知識啓発 

②チラシ・パンフレット配布によるSTI予防啓発 

＊ 

 展示は、「STI感染症とは？STIの基礎知識」「STIの

検査について」「無料匿名検査・相談の基礎知識」

「エイズ動向調査最新情報」「STIのQ&A」などのパネ

ルを作成しました。 

 また、展示場所でミニ講座を行い、検査技師が詳し

く内容を説明しました。 

 チラシ・パンフレットは、日臨技作成のパンフレッ

トや北九州市に提供いただいたエイズに関する検診等

のチラシ・パンフレットを配布しました。 

＊ 

 STI感染症に関する知識は、青少年のみならず一般市

民にも正しく理解されているとは言い難いのが現状で

あり、今回の事業で少しでも予防啓発に役立てればと

の思いで活動しました。 

 今回の活動で下記の効果があったと確信していま

す。 

①STI感染症の現状や感染経路、症状、治療に関する展

示を行い、その重要性を啓発できました。 

②展示のみではなく、ミニ講座で検査技師が説明する

ことで、よりわかりやすく正しい知識を伝えることが

できました。 

③北九州市から提供いただいたエイズに関するパンフ

レットを配布することで、市の保健衛生事業にも貢献

できました。 

 今後も活動を継続し、より多くの青少年がSTI感染症

の正しい知識を得られるようにしたいと思います。 

と女性などいろいろです。エイズの流行はいまも続い

ており、いろいろな人がいろいろな機会に、エイズに

ついて語ることを目的としています。 

 私達、技師会では街頭アピールにおいて、エイズに

関する正しい知識を深めて頂くために、性行為による

感染や血液を介しての感染、お母さんから赤ちゃんへ

の感染など感染経路を正しく理解して、常に感染を防

ぐ方法を実行すること、そして実際のHIV検査の内容

と注意すべきこと、また、心配な時には保健所など専

門機関への相談について講演しました。 

 このエイズ街頭キャンペーン活動により、多くの

方々がエイズについて関心を持ち、家族や友達、パー

トナーと語る機会となり、そして、エイズまん延防止

や患者・感染者に対する差別・偏見の解消が図れるこ

とを期待します。 

 12月1日の『世界エイズデー』に合わせ市民公開講

演会を企画した。大分県教育委員会、日本赤十字社大

分県支部や大分県医師会をはじめ各新聞社や放送局の

後援を頂き、大分県下の医療専門学校や大分市・別府 
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STI 沖縄県     瀬戸 司 

 

市内の病院にポスター配布を行った。また広報活動と

してチラシやティッシュ、エイズ予防財団からのリー

フレットを10月19日に日本文理大学の学園祭で来場者

に約1000部配布した。 

 市民公開講演会は、大分駅前のホルトホール大分で

大分記念病院の名誉理事長の高田三千尋先生を講師に

お迎えして「世界と日本」と題しエイズ対策の現状に

ついて講演して頂いた。11月に献血者からの感染が報

道され、一般の方の関心も高く講演後に検査について

や治療についての質問もあり会場の皆さんのエイズや

STIに対する関心は更に高まったようで、友人や家族

に伝えてくれると思われる。 

 会場の都合で60名程度の参加者でしたが、NHK大分

放送局からの取材があり夕方のテレビニュースで放送

された。 

NHK大分放送局「ニュース大分」画面 

 性感染症に関する予防啓発事業は３年前までは街頭

でHIVに関するリーフレットを配布する方法で実施して

いたが、青少年を対象とする目的で講演会形式に転換

した。 

 性感染症について前向きに取り組んでいる医師を招

いて講演していただくのだが、来場者の確約がとれな

いので「来場者が少なかったら講師に申し訳ない」と

本番まで冷や汗ものだ。 

県や市町村の教育委員会、教育長にもお会いして講演 

の主旨を説明し、協力していただける確約を貰った。 

 数日後、各学校や教室には「性感染症予防啓発講演

会」の案内が生徒たちになされたようだ。開催日は勤

労感謝の公休日。遊び盛りの生徒たちがせっかくの休

みにお堅い講演会に来るだろうか？ 

 当日、会場の準備を整えひと息した後、講師の先生

が控室入り。客足は鈍い。 

 一般来場者は20名程度、学生は少なく空席はスタッ

フでなんとか埋め体裁を守った。 

 来場者のなかに学生向けに性教育を行っている父兄

グループがおり協力を願い出てきた。試行錯誤して校

内で講演会などを企画するが苦労しているようだ。こ

の出会いを大切に今後の企画に生かしていきたい。 

 （編集後記）  

 全国で桜が咲き始め、春を感じられるようになりました。春と言えば出会いと別れの時期。異動・

転勤・引越し・入社・退職・入学・卒業…など自分をとりまく環境が移り変わっていく方が多いかと

思います。悲しい大切な人との別れもあれば、希望を胸に喜びや期待を持っている方やそのような中

での出会いもあると思います。人との出会いは必然とも言われています。地球上に沢山の人間の中

で、その人に出会う確率はおよそ６５億分の１。その中から、地球上でたった一人の人間との出会い

や縁は必然であり、深い意味があるのではないでしょうか。また新社会人の方や、職場の変わられた

方は慣れない環境で戸惑いの中で失敗や反省も多々あるかと思います。そんな中でも自信を失わず、

気持ちを切り替えて一つひとつ、目の前のことに取り組んで行けば、今の失敗や試行錯誤して、苦労

して掴んだことは新しい世界で飛躍的な成長となる礎になると思います。世の中、全て意味のある

事。そう信じて日々を過ごしていきたいですね。                  【坂西】 

                                                                    


