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年 頭 所 感       髙田鉄也 

2011 年、初春のお慶びをもうしあげます。 
 例年のこととはいえ、昨年は国内外を問わず激動の年でありました。 

それは、医療界にも波及し、夢の育ちにくい事柄に終始した感があ 

ります。 

 当会は、昭和 27年に創設され、人生に例えると還暦を迎えようとし 

ています。その活動は、公益法人とはいえ検査技師のための職能団体 

としての活動が中心でありましたが、昨年 4月に執行部が一新され、 

学術的な専門職である技術職の“検査技師”が、医療を基にして国を 

考える検査技師としての“転換への挑戦”の幕開けとなりました。 

 その中心に据えたのが、検査技師としての自己学習を基本とする全 

人教育であります。教育は国の基礎であり、我が国は大改革のすえ明 

治時代が成功したのは、国が教育に全力を注ぎ多くの人財を育成した結果です。 

日本の伝統的文化は自分に与えられた責任を自覚し、その責任を果たすという権利より義務を大

事にしてきました。 

しかし、戦後教育には国や家族という概念が無く、国の利益より自分の利益を優先し、権利が責

任を優先する人間を作り上げました。結果、自分の国を知らない人間が増え、誇りと自信を持った

社会が形成され難くなりました。 

人間の生物としての独自性となる進化の過程を解析する DNA 技術が進歩しましたが、能力的には

人間以外の動物は生まれながらに完結しており、その知識は自然が与えます。 

人間の能力は未完成であるがゆえ、ギリシャ時代から、教育が必要という考えが続いています。 

われわれは技術職であり、その倫理的な責務は誠実、公平性であり、専門性とは無関係に社会の

一員である人間としての責務と一致します。 

我が国の教育基本法を作り上げた米国(GHQ)ですら、その倫理審査委員会において“技術者が提

供するサービスは、正直、不変性、公平性であり、公衆の健康・安全に捧げられるもので、倫理的

行動原理の遵守を要求する専門職の行動基準に基づき遂行する”としています。 

“我々の考える事ではない、一介の技術者にすぎない･･･”という者が仲間であって欲しくはない

と願っておりましたが、現実は厳しいものであり、人に教える、人に伝えることの難しさを実感し

た年でもありました。 

一介の技術者にすぎない我々技術者も社会の一員として国を考える成熟した姿を見せることは

責務ではないでしょうか。 

 今年こそ、間違った権利を責務よりも優先させる権限争議的な考えを一掃し、検査技師のみなら

ず専門職として医療に携わる技術者が結集することを願い、その魂を国民のために捧げるための全

人教育を目標と考えております。 

ところで、新しい年を迎え、朝陽に向かい手を合わせる人は老若男女を問わず多いと思いますが、

僅か数時間前の、生まれ変わる意志を持った清らかで潔い夕陽の姿に“ありがとう”と手を合わせ

る人もいるはずです。 

そこにこそ日本人の真の姿があり、DNA には日本人としての魂が生きていると信じたいものです。 
【MTJ 2011.1.1 号に掲載・原文】 
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去る 12月 9日厚生労働省合同庁舎会議

室において第 3 回厚生労働省のチーム医

療推進方策検討ワーキンググループ（WG、

座長＝山口徹・虎の門病院院長）が開催

された。 

今回は前回に引き続き、各職種の現状

と課題について、7 人の委員からヒアリン

グを行った。 

同省は年度内に、チーム医療のガイド

ラインとなる事例集をまとめる方針だが、

これまでのヒアリングについて委員から

は、「成功事例ばかり。それを取り込めな

い病院が全国にたくさんある」「好事例で

なくても、チーム医療が保証されるシス

テムを考えなければならない」と、個別

の事情に配慮した方策を検討すべきとす

る指摘が出た。 

また、「チームを結成するために人材を

確保しなければならない。人材の確保に

はどうしてもお金が必要になる。診療報

酬の手当がないと」との意見も出された。 

 この日の WG では、先ず言語聴覚士の

森田秋子委員(初台リハビリテーション病

院 ST 部門チーフ)は、リハビリテーショ

ンにおけるチーム医療について、「重要な

のはカンファレンス」と強調。 

その一方で、収益の関係で次第に開催

が困難になっている現状もあることから、

保険点数の設置などカンファレンスを開

くための環境を整備する必要性を示した。 

 また、作業療法士の中村春基委員(兵庫

県立総合リハビリテーションセンター)は、

医療、介護、福祉といった幅広い連携が

リハビリで求められることから、「医療チ

ームだけでは完結しない」また、作業療

法士は、理学療法士、言語聴覚士ととも

に患者の QOL 向上に努めているところ

から、さらなる調査の実施を要望。いま

のままでガイドラインの策定は困難とし

て、本 WG は「来年度も続けてほしい」

と結んだ。 

医療職等 16 団体で構成される「チーム

医療推進協議会(代表：北村善行前日本放

射線技師会会長)」を代表して発言した取

出涼子委員(初台リハビリテーション病院

教育研修局 SW 部門チーフ)は、医師と看

護師も含めて「メディカルスタッフ」と

呼ぶことを提案し、多職種で役割分担を

考える視点の意義を強調した。パラメデ

ィカルとの表現は死語であり、コメディ

カルという表現も現状を見ると相応しく

ないとした。 

また、がんや糖尿病など、4 疾病におけ

るチーム医療に関する実態調査の必要性

を訴えるとともに、職種間の対応が法律 

上で不明確な行為の明確化 

に着手すべきとした。 

一方、近森正幸委員(近森病院院長)は、

「（チーム医療は）アウトカムが出るよう

にやるべきだ」と繰り返し強調。マンパ

ワーが不足している現状を「堂々巡り」

とした上で、「専門職の病棟配置に点数を

付けるところに持っていかないとアウト

カムも出ないし、日本の医療はよくなら

ない」と訴えた。 

 
委員の意見を受け、山口座長は「総論

として皆さん、大きな異論はないと思う。

具体的な事例としてガイドラインにでき

るかが、この WG の成果にかかわってく

る。また、先程、放射線技師が述べた薬

のミキシングなどグレーゾーンというの

であれば、その具体例を出し合い引き続

きこの場で協議を続けていきたい」と述

べた。 

「チーム医療推進方策検討ワーキング」

の情報は、この会報 JAMT でリアルタイ

ムに報告しているが、見落とした会員の

ために今まで議論をまとめたので掲載す

る。 

この議論は第 1 回、第 2 回の WG の内

容をまとめたものである。 

１ チーム医療を推進するための基本的

な考え方 

○ 我が国の医療は非常に厳しい状況に直

面しており、医学の進歩、高齢化の進行

等により医師や看護師の許容量を超えた

医療が求められる中、チーム医療の推進

は必須である。 

○ チーム医療を推進する目的は、専門職

の積極的な活用、職種間の有機的な連携

を図ること等により医療の質的な改善を

図ることであり、そのためには、①コミ

ュニケーション、②情報の共有化、③チ

ームマネジメントの 3 つの視点が重要で

ある。 

○ 医療スタッフ間における情報の共有の

ための手段としては、定型化した書式に

よる情報の共有化や電子カルテを活用し

た情報の一元管理などが有効である。 

○ 患者もチーム医療の一員という視点も

重要であり、患者に対して最高の医療を

するために各職種がどのように協力する

かを考える必要がある。また、患者もチ

ームに参加することによって医療者に全

てを任せるのではなく、自分の治療の選

択等に参加することが必要である。 

○ チーム医療を展開する中で、医師が

個々の医療従事者の能力等を勘案して

「包括的指示」を積極的に活用すること

も重要な手段であるが、「包括的指示」の

要件等をあまり定型化しすぎると医療現

場の負担増になる可能性に注意が必要で

ある。 

○ チームの質を向上させるためには卒

前・卒後の教育が重要であり、専門職と

しての知識や技術に関する縦の教育と、

チームの一員として他職種を理解するこ

とやチームリーダー・マネージャーとし

ての能力を含めた横の教育が必要である。 

○ 急性期、回復期、維持期、在宅期にお

いて求められるチーム医療のあり方はそ

れぞれ異なるものであり、各ステージに

おけるチーム医療のあり方を考えるとと

もに、各々のチーム医療が連鎖するよう

な仕組みの構築が必要である。 

２ 急性期・救急医療の場面におけるチ

ーム医療 

○ 高齢者に対しては、高齢者に特徴的な

廃用症候群や低栄養状態などの様々な合

併症に対応するための対策が必要であり、

そのためには急性期の段階からの対策が

重要である。 

○ 急性期医療におけるチーム医療につい

ては、現状ではマンパワーが限られてい

ることから、尐数の専門職が課題に応じ

てチームを編成する「専門部隊型のチー

ム医療」が中心となっている。「専門部隊

型のチーム医療」においては、質の高い

チーム医療の提供は可能であるが、カン

ファレンス等により情報共有のためのす

りあわせが必要であるため、処理能力に

は限りがあり、手術室や ICU などのリス

クの高い患者に対するチーム医療には適

している。 

○ 今後の急性期医療におけるチーム医療

においては、十分な専門職を病棟に配置

する「病棟配属型チーム医療」により、

必要な患者全てに対して、必要な時に十

分な質の高い医療サービスを提供するこ

とが期待されている。 

(例) 急性期における栄養サポートチーム

(近森病院)の取り組み 

管理栄養士を病棟に配属し、患者の身

体所見等の確認を直接行ったり、業務の

標準化や電子カルテによる書式の標準化

を通じた情報共有を図ったりすると共に、

院内 PHS を活用し、どこでも連絡をとれ

る状態にし、必要な時に必要な症例に対

して NST 介入を行っている。 

３ 回復期・慢性期医療の場面における

チーム医療 

○ 回復期のチーム医療においては、褥清

対策や栄養管理、感染対策といった課題

に対応することが求められており、その

ためには病棟への様々な専門職の手厚い

配置が求められている。回復期リハビリ

テーション病棟においては、診療報酬に

おける配置基準よりも多くのリハビリス

タッフや ST、配置基準には規定されてい

ない管理栄養士、社会福祉士等を配置し

ている。 

(例)回復期におけるチーム医療(長崎リハ

ビリテーション病院)の取り組み 

専門職間の縦割りを解消するため、医
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師を含めた医療職は全て臨床部の所属と

したほか、ナースステーションをスタッ

フステーションと、ナースコールをスタ

ッフコールと変更するなどの工夫を行っ

ている。48 床に対してスタッフ 76 人と

いう手厚い配置を行っており、看護を基

盤として互いに他職種を尊重し、明確な

目標に向かってそれぞれの見地から評価

を行い、専門的技術を効率よく提供する

観点からチームアプローチを行っている。 

４ 在宅医療の場面におけるチーム医療

(医療・介護・福祉の連携) 

○ 在宅医療において、質の高い医療を効

率よく提供するためには、①チームの統

合性、②チームのスピード性、③チーム

の効率性の３つの要素が必要である。 

○ 在宅医療における医師と看護師の連携

については、患者対応のスピードが求め

られるとともに実施する医療行為には

様々なものがあることから、在宅医療を

担う医療機関と訪問看護を担う機関が提

供する医療に関する哲学や実際のやり方

を共有することが重要である。 

○ 入院から在宅への移行支援については、

在宅チームが主導して在宅への移行準備、

試験外泊等を実施する仕組みを構築する

ことが必要である。 

○ 在宅医療において、患者・家族の不安

を取り除くために24時間対応は非常に重

要であり、確実な連絡体制を確保する必

要がある。 

(例)在宅医療におけるチーム医療(クリニ

ック川越)の取り組み 

医師と看護師の一体化したチームで提

供する医療の哲学・実施方法を共有する

とともに、電子カルテを活用してリアル

タイムに情報共有を行っている。 

医療機関と訪問看護機関の緊密な連携

を前提に、医師の指示を工夫するととも

に、看護師の臨床能力評価に応じて実施

可能な医行為を決めることにより看護師

の裁量権を拡大している。在宅緩和ケア

においては、薬剤師が関わるケースが増

加しており、麻薬等の薬剤の配送や服薬

指導、中心静脈栄養の調剤等の役割を担

っている。 

５ 医科・歯料の連携 

○ 口腔ケアは誤嚥性肺炎予防の基本であ

り、医療・介護の現場で歯科医師・歯科

衛生士をチームの一員として活用するこ

とにより、高齢患者において特に重要な

合併症の予防が期待される。 

(例)医科歯科連携におけるチーム医療(長

崎リハビリテーション病院)の取り組み 

歯科診療オープンシステムを活用して

非常勤歯科医師と歯科衛生士を活用した

医科・歯科連携を行っている。 

６ 特定の診療領域等におけるチーム医

療 

○ 特定の診療領域や課題に応じて、様々

な職種による治療チームを構成してチー

ム医療を実践することにより、各職種が

それぞれの専門性を発揮した業務に取り

組むことが可能になり、医療の質と効率

性の向上といった効果が期待される。 

(例)特定の診療領域等におけるチーム医

療の取り組み 

○褥瘡対策チーム(脳血管研究所美原記念

病院の例) 

看護師が褥清発生リスクを随時評価し、

医師・薬剤師・看護師がベッドサイドに

て薬剤選択及び治療方針の決定を行い、

ハイリスク患者に対して積極的な体位変

換を実施する取組により、ハイリスク患

者が多い中で褥瘡発生率を低く抑え、治

癒率も良好な水準となっている。 

・リハビリチーム(脳血管研究所美原記念

病院の例) 

医師及びリハビリスタッフがリハビリ

の適応の確認を行い、リハビリスタッフ

と看護師が連携して、超早期からのリハ

ビリを実施するとともに、日常生活援助

にリハビリ的看護ケアを導入するなどの

取組により ADL の改善度合いが向上し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 医療スタッフの業務の効率化・業務

負担の軽減 

○ 急性期の医療において、現在は個別の

課題に応じて必要な専門職を集めた「専

門部隊型のチーム医療」が行われている

が、十分なマンパワーを確保して必要な

専門職を病棟に配置する「病棟配属型チ

ーム医療」が望ましい。 

(例)薬剤師の病棟配置による薬剤管理の

取組 

薬剤管理において、薬剤師を病棟に配

置し、医師と協働した薬物療法の検討、

注射薬の調製、医師・看護師と協働した

点滴投与時の注意事項の確認等を実施す

ることにより、薬剤に関するインシデン

ト報告件数が減尐する効果が現れている。 

○ 全日本病院協会が実施した看護師の業

務に関する調査によると、依然として看

護師が機器点検や物品管理、検体搬送等

の業務を実施しており、他職種との業務

分担等による業務の見直しが必要である。 

           【小沼利光】 
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◇ 日臨技認定センター平成 22 年度

の認定試験は全て終了しました。 
 

① 認定心電技師 
 平成 22 年 10 月 24 日(日) 

 TKP 八重洲ビジネスセンター 

受験申込者 123 名 

受験者         121 名  

② 認定一般検査技師 

平成 22 年 10 月 31 日(日) 

TKP 八重洲ビジネスセンター 

受験申請者 91 名 

受験者        89 名 

③ 認定臨床染色体遺伝子 

 平成 22 年 12 月 5 日(日)  

日臨技会館 

認定臨床染色体 3 名 

受験申込者 3 名 

受験者      3 名 

認定遺伝子 

受験申込者 8 名 

 受験者         8 名 
 

認定一般検査技師の試験前日の 30 日(土)

は、JR 東海道線が東京駅－熱海駅で 4 時間

運転見合わせ、羽田空港発着の 16 便、成田

空港発の 19 便が欠航となる大きな台風 14

号が接近し開催が危ぶまれましたが、当日

午前３時には温帯低気圧となって三陸沖ま

で離れ無事開催することができました。 

今回受験された方々の合否は認定審議会

等で審査の後、発表される予定です。 
 

◇ 認定一般検査技師更新 
初回認定一般検査技師試験で取得された

技師の認定更新に 96 名の技師の皆様から

申請していただき書類審査を終えました。   

 

日臨技認定センター 
 

 

 
更新される技師の皆様方は指導者として 

また、スペシャリストとして積極的に後輩

の育成に力を注いでいただきたいと願って

おります。      【長迫哲朗】 

 

◇ 認定一般検査技師認定資格更新 

 指定講習会 予定 

1 九州臨床検査技師会 

  平成 23 年 2 月 5 日(土)－6 日(日) 

  ナースプラザ福岡 

2 近畿臨床検査技師会 

  平成 23 年 2 月 20 日(日) 

  奈良婦人会館 

3 中部臨床検査技師会 

  平成 23 年 3 月 5 日(土)－6 日(日) 

  富山国際会議場 

4 四国地区臨床検査技師会 

  平成 23 年 3 月 6 日(日) 

  香川大学医学部 
 

◇ 認定心電検査技師認定資格更新 

 指定講習会 予定 
1 関東甲信地区臨床検査技師会 

  平成 23 年 2 月 11 日(金)－12 日(土) 

  大宮法科大学院 

 

 ◆今月号の主要記事 ◆ 
1P 年頭所管 

2P 第 3 回チーム医療 WG 報告－① 

3P 同－②・日臨技認定センター 

4P 都道府県公益事業－① 

5P 同－② 

6P 同－③・臨薬協プロモーション委員会 

7P   

8P お知らせコーナー・編集後記 
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乳がん撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｺﾝｻｰﾄ ! 
10 月３日(日)には、富山市においてピ

ンクリボン街頭キャンペーンを、10 月 17

日(日)には、富山県民会館で乳がん撲滅キ

ャンペーンコンサートを、また、11 月７

日(日)には、高岡市において乳がん撲滅キ

ャンペーンとして乳がん・子宮頸がん検

診啓発のパネル展示および乳がん自己検

診補助パットを配布しました。 

多くの県民と接し臨床検査ならびに臨

床検査技師の日頃の業務内容と乳がん検

診・子宮がん検診の大切さを広く県民に

訴えました。     【成瀬 智】 

  
 

 

 

啓発活動のﾓﾃﾞﾙとして ! 

10 月 31 日(日)、茨城県総合福祉会館に

おいて、公開講座「乳がんの検診と診断

について」を、公開講演として「乳がん

の最新治療について」を、また、シンポ

ジウムを、乳がん看護認定看護師、超音

波検査士、緩和ケア認定看護師 の方たち

と行いました。 

展示コーナーでは、体験コーナー＜乳

がんセルフチェック講座＞、乳がん診断

説明コーナー＜乳腺画像・細胞像・病理

組織像＞、健康コーナー＜骨密度測定、

自己血糖測定、パッチテスト、ＢＭＩ測

定＞、展示コーナー＜協賛メーカー各社、

疑似乳房製造メーカー、乳がん専用下着

メーカー＞、臨床検査技師紹介コーナー

を設置しました。 

  
乳がん予防啓発事業の必要性を訴え、

積極的に外部の視点を取り込んでいく 

ことによって、本活動が社 

会での認知や対象者に対す 

る効果を上げられたと感じる。 次年度も

継続的に乳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ます。 

【門馬敏郎】 

 

 

健康祭りに参画 ! 

10 月 31 日(日)に、深谷市総合体育館に

おいて、第5回深谷市福祉健康に参画し、

まつりにおいて、一般市民を対象に 600

個のピンクリボン、パンフレット、油取

り紙を配布して、乳がん撲滅の啓発活動

を行いました。 

「糖尿病予防検査」として簡易血糖測

定及び検査相談も併せて実施しました。 

【麻生富美枝】 

   
 

 

 

検診ﾓﾃﾞﾙでｾﾙﾌﾁｪｯｸを ! 

 10 月 17 日(日)、江東区主催江東区民ま

つりにおいて開設したレクチャーコーナ

ーにて、来場者に、乳がん触診モデルを

利用したセルフチェックの方法を実践し

ていただくと共に、乳がんセルフチェッ

ク用お風呂シールを配付した。 

また、健康チェックとして骨密度や血

管年齢の測定コーナーを設置・運営し臨

床検査技師に関する情報やメタボリック

シンドロームなどに関する情報をポスタ

ー展示した。 

 
乳がん触診モデルの実践は未経験者が

多く、参加者に強く印象づけるものであ

った。乳がんセルフチェック用お風呂シ

ールは風呂場などのガラス部に貼り付け

使用するもので、繰り返して使え、今回

実践した内容に関しての反復復習効果も

期待できる。     【杉岡陽介】 

 

 

 

乳がんから、あなたを守る ! 

9 月 23 日(木)、京都市勧業館“みやこめ

っせ”において、乳がん検診啓発ポスター

の掲示、検診をすすめる冊子やピンクリ

ボングッズの配布を行った。 

【広瀬真理】 

   
 

 

 

乳がんﾌｫｰﾗﾑで啓発 ! 

10 月 16 日(土)、第 1 回乳がん検診フォ

ーラムを開催した。教育講演として、超

音波検査、細胞検査について講演した。 

また、特別講演として、府民や会員を

対象に、乳腺外科専門医から“最近の乳が

ん治療について”、臨床検査技師から“超音

波検査でわかること・わからないこと”、

“乳腺の細胞診って、どんな検査なの?”を

講演した。参加者には、乳がん検診に関

する小冊子を配布した。 

 【清水隆之】 

  
 

 

 

映画「余命」を上映 ! 

10 月 16 日(土)、やまと郡山城ホールに

おいて、乳がん関連の映画上映会「余命

＜2009 年公開、松雪泰子主演＞」を行う

とともに、検診と自己検診の重要性や臨

床検査の啓発パネルを展示した。 

乳がんは自身で見付けることのできる

稀ながんである。そのため自身による触

診の習慣を付ける重要性を訴えた。 

映画は、乳がんを題材に家族の絆を描

いた内容である。乳がんで自分自身も家

族も悲しませないよう、お互いの大切な

人を守る意識をしっかり持ってもらう啓

発活動とした。 

    【林田雅彦】 

  
 

都道府県技師会 公益事業 
この事業は、国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

活動です。 

 会報掲載原稿の無い県は、報告書に

基づき掲載しています。 

 

 

P 04 
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市民公開講座を開催 ! 

10 月 31 日(日)、神戸市健康づくりセン

ターにおいて乳がん検診の重要性を一般

市民へ啓蒙することを目的に“乳がん検

診促進キャンペーン市民公開講座”を開

催した。臨床検査技師の立場からは、乳

房超音波の検診・診断・治療における有

用性を、患者の立場からは、体験者から

のメッセージ～乳がん検診のすすめ～を

話していただいた。 

更に、医師の立場からは、乳がん検診

のすすめを講演した。  

検診の重要性は早期発見・早期治療に

あるので、症状が無くとも各自が自分を、

家族を、友人を守るという自覚のもと自

ら足を運ぶことが大切であるということ

がどの講演にも共通していた。 

検診を受けることは、自分のためだけ

でなく、家族や友人や社会を守ることに

つながるという実感が来場者の方々によ

く伝わる講演であった。 【真田浩一】 

   
 

 

 

音無美紀子さん講演 ! 

10 月 3 日(日)、ピンクリボン運動 in 和

歌山に参画した。紀北地区における講演

会では検査技師による病理検査の説明に

加え、乳癌の診断、乳癌の治療、乳房の

形成の講演が行われた。紀南地区におい

てはパネルディスカッション及び MMG

やエコー検査機器の見学会、乳房模型用

いた触診体験、さらに音無美紀子さんに

よる講演会を行った。両地区においては、

紀三井寺・熊野本宮大社のライトアップ

を行った。 

雨中の開催であるにもかかわらず、紀

北・紀南会場合わせて 400 名を越える方

が参加された。講演会では大勢の方が乳

癌の検査・治療をはじめ、乳房摘出後の

形成術の最前線の話に興味を持たれ、検

査室見学会では最新の検査機器に興味深

そうに眺められていた。 

   
 

今回全国紙の地方版に掲載され、また、

地方局ではあるが、テレビ和歌山と NHK

和歌山放送局の取材を受け、10 分程度の

特集を組んで放送され当技師会会員が乳

癌診断における重要な役割を担っている

ことと、当技師会が乳癌検査啓発の取り

組みを積極的に行っていることを県民に

知らしめる事ができた。 【上田和義】 

 

 

 

ﾋﾟﾝｸのﾕﾆﾌｫｰﾑで啓発 ! 

平成 22 年 10 月 23 日（土）松江市のく

にびきメッセにおいて、県環境保健公社

等の主催による乳がん征圧の啓発事業と

して、「ピンクリボン講演会」が行われま

した。当技師会は協賛の形で地元自治体

などと一緒に事業に参加しました。 

技師会は、乳がんの検査の中で、腫瘍

マーカー、乳腺エコー、細胞診に関する

資料を作成し、粗品等とともに参加者に

配布しました。(写真のピンクのユニフォ

ームが技師会員です。) 

 当日は、医療関係者だけでなく一般の

方の参加者も多く、用意した配布物もあ

っという間になくなるほどに盛況でした。

今回の活動を通して、乳がんに対する関

心が高いということを改めて感じること

ができました。さらに臨床検査技師の仕

事についての紹介もすることができ、と

てもいい機会となりました。【遠藤恵子】 

   
 

 

 

健康ﾌｪｽﾀ 2010に参加 ! 

平成 22 年 10 月 16 日(土)、17 日(日)の

両日、午前 10 時から午後 6 時まで名古屋

市緑区大高町のイオン大高ショッピング

センターで愛知県国民健康保険団体連合

会および愛知県主催の健康フェスタ2010

が開催されました。昨年同様、愛知県臨

床衛生検査技師会として参加させていた

だきました。 

健康フェスタ 2010 の目的は「生活習慣

病予防およびメタボリックシンドローム

の啓発」と「特定健診・特定保健指導の

受診勧奨」で、当技師会としては来場者

に子宮頚部癌および乳癌の細胞診標本を

顕微鏡で見ていただき、異様な癌細胞か

ら進行癌の怖さを実感していただきまし

た。 

進行癌になった時の体への負担や経済

的負担について説明し、早期発見の重要

性をプロジェクターに投影した資料とと

もに解説しました。 

また、現在話題となっている子宮頸部

癌ワクチンについても簡単にお話ししま

した。ワクチンでは完全に予防できない

ことを説明し、定期的な検診の重要性を

改めて強調し、検診案内のパンフレット

の配布も同時に行いました。 

   
その他のコーナーでは健康づくりポス

ターコンクール入選作品の展示と保健師

や栄養士のスタッフによる血管年齢測定、

足裏バランス測定、スタンプラリー・抽

選会などのイベントを展開していました。 

参加状況は、アンケートに答えていた

だいた方が両日合計で 780 名、そのうち

技師会担当のがん細胞の鏡検には 559 名

の来場がありました。買い物に見えた方

で健康に関心のある様々な年齢層の来場

者に対し、検診の重要性を訴えることが

できました。それと同時に検診の場での

臨床検査技師という職業をアピールする

ことができました。   【所 嘉朗】 

 

 

 

微小乳がんの早期発見に ! 

11 月 21 日(日)、佐賀県青年会館におい

て、乳がん予防啓発講演会“乳がんの早

期発見と低侵襲な手術を目指して”を開

催した。微小乳がんの発見とその治療法

についての話が中心であった。多くの写

真や図表を用い、市民にも分かり易い講

演であった。 

医療現場が患者さんへなるべく侵襲が

尐なく、また生存率の向上へ繋げる技術

の開発や習得に努力している様子が市民

にも伝わったと思える。 

また、病理や遺伝子検査を行う検査技

師の姿も講演内に織り込んでいただき臨

床検査技師への理解も得られた。 

【田辺一郎】 

 
 

 

 

自己検診のﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ ! 

 10 月 17 日(日)に、長野市生涯学習セン

ターにおいて、一般市民公開 

講演会を開催しました。臨床 P 05 
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検査技師、放射線技師による講演に加え、

乳がんの治療に関する医師に講演を行い

ました。 

 また、パネル展示やリ－フレットを配

布し、乳がん自己検診法のデモンストレ

ーションを行い、当日参加された 120 名

の皆さんへ啓発活動を行いました。 

【北村弘文】 

   
 

 

 

      予想以上の反響 ! 

 10 月 17 日(日)、徳島駅前においてパン

フレット・ポケットティシュを配布し、

乳がんの早期発見を呼び掛ける啓発活動

を行いました。乳がん検診や自己検診の

方法に加え、県内の検診実施施設につい

ても記載した。 

 その後、更にパンフレットの配布を依

頼する問い合わせがあり、予想以上に今

回啓発した内容に対する反響があった。 

            【庄野和子】 

   
 

 

 

 

乳がんのこと知ってますか ! 

 10 月 3 日(日)、新日本海新聞社中部本

社において、市民公開講座「女性に増え

ている乳がん」を開催しました。当日は、

保健学科教授の“乳がんは予防できる？”、

また、検査技師による“乳がんに関する

臨床検査”をお話していただきました。 

市民の方からは「大変興味深い話しで

あり、今後もぜひ開催して欲しい」との

声が多く聞かれ有意義な講演会でした。 

【原 文子】 

   
 

 

 

 

 

公開講演会と街頭活動 ! 

 11 月 13 日(土)、前橋市において公開講

演会と乳がん撲滅街頭キャンペーンを行

いました。講演会では、乳腺・内分泌専

門医による、最近の乳がんの話題、自己

検診の方法や治療を話していただきまし

た。また、日本パラメディカル協会によ

る欠損部位修復のためのエピテーゼおよ

びメディカルメイクのパネルや、自己検

診のための乳がんモデルを展示しました。 

 街頭では、リーフレットやポケットテ

ィシュ等を配布し、検診の重要性を啓発

しました。       【井田伸一】 

   
 

 

 

 

大切な“おっぱい”を守るには ! 

11月 13日(土)には、札幌市において「検

査 de フェスティバル 2010」を開催し、

「ピンクリボン Q&A」や「ピンクリボン

クイズ」、乳がんの模型の展示および関

連パンフレット配布を行いました。 

最大待ち時間が 1 時間以上というブー

スもあり、市民の健康への関心の高さに

驚かされました。待ち時間の有効活用と

して DVD 上映や臨床検査技師のアピー

ルも取り入れました。 

  
 また、11 月 27 日(土)には、帯広市にお

いて、市民公開講座「あなたの大切な“お

っぱい”を守るには」を開催しました。 

   
乳がんによる死亡を尐なくするため、

乳がん検診の意義(必要性)を、超音波検査

における臨床検査技師の係わりや、放射

線技師によるマンモグラフィーの紹介、

更に、医師による“乳がん検診の実態や

治療や患者のケア”を講演しました。  

            【東 恭悟】 
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つくば臨床検査教育・ 

研究センター 開設 ! 
 

 臨床検査分野の教育・研究・診療の支

援サービスを提供する機関として、筑波

大学附属病院の起案をもとに、本格的産

学連携事業とする“つくば臨床検査教

育・研究センター”が 12 月 3 日にオープ

ンした。 

 
 教育支援としては、勉強会やセミナー

の開催を主体とした卒前・卒後・生涯教

育生涯をとおした人材育成を促進すると

しており、今後大いに期待される。 

  

 

 

新型インフルエンザウイルス

流行時の検査態勢の手引き 
 

 政策医療振興財団が行った「新型イン

フルエンザ流行に備えた検査態勢構築に

関する研究」＜平成 21 年度研究報告＞を

もとに作成された同手引きが公表され

た。この手引書は、小松和典＜国立病院

機構東京病院臨床検査技師長＞氏を主任

研究員とする国立病院機構がまとめたも

ので、臨床検査部門における一般的感染

予防対策にはじまり、インフルエンザウ

イルス感染予防対策、検体採取迅検査キ

ット、業務全般に関する対応がまとめら

れている。 

 国立医療機関における検体採取の状況

をまとめたアンケートによると、臨床検

査技師が検体採取をおこなっている施設

は 2％にとどまり、98％は医師や看護師

となっている。 

更に、検体採取の方法をガイダンスし

た施設は 21％であり、検体採取が検査結

果に与える影響を議論されていない状況

が報告されている。 

 昨年の流行時にも、全国の医療機関か

ら「検体採取が出来ない検査技師は不用

だ」という臨床側の声がよせられている。

検体採取が検査結果に与える影響は大き

く、これは臨床検査全般に関わる問題で

あり、解決策が急がれる。 

そのためには、検査技師の十分な研修

が必要であり、早急な体制整備が必要で

あると同時に、各病院施設における診療

部門とのコンセンサスが重要である。 

尚、同手引書は、当会ホームページか

ら閲覧可能となっており、これを参考に

各医療機関における流行時検査態勢の整

備が望まれる。 
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森重彦会長を偲んで 
 

世の中の一切、 

常に変化し生滅し 

て永久不変なもの 

はないという、仏 

教の根本原理であ 

る諸行無常の響き 

が、森重彦の急逝 

として人々に驚き 

故 森 重彦 氏    と、悲しみを与え 

ました。 

通夜の日、降りしきる冷たい雨にも関

わらず会葬の人々の列が絶えず 600 人以

上にも及びました。延々と続く参列者を

目の前にして貴方の偉大さと信望の厚さ

を垣間見た気がします。 

貴方は臨床検査技師として社会保険千

葉病院で血液分野を専門としてひたすら

研鑽されていましたね。そして検査科を

まとめてこられ、緒方技師長の後任とし

て技師長職になられました。 

医療のなかで社会情勢は社会保険病院

に対して厳しい運営を迫られていました

が、その状況下でよく頑張ってこられま

した。一緒に飲みながら、「こんな厳しい

時に危機感を持っている者が少ないのだ

よね」とふと漏らす言葉がありました。 

病院長の信頼の厚い貴方は病院長と一

緒に医療経営セミナーに参加され、御ふ

たりで受講される姿をよく見かけたもの

です。自分の病院を愛し、検査科を愛し

病院の存続に必死だったと思います。 

貴方は胃がんを患い胃の半分を切除さ

れた時がありましたね。私共が見舞いに

行った折、大病を患っているにも関わら

ず慌てず、騒がずの達観された人柄に接

し深く感銘を受けたものです。 

貴方は 2010 年 12 月 10 日夕刻、突然

として 57 歳の命が天に召されました。 

千葉県臨床検査技師会長として責任感

の強い貴方は様々な技師会活動の精力を

傾けられ、千臨技の様々な研修会、イベ

ントの活動はもとより、行政や医療関連

団体等との折衝や会合を誰かに任せるで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はなく率先して身をもって活動されてき

ました。その責任感によっても、疲れも

極限にきていたのではないでしょうか。

貴方が亡くなった今、千臨技は混迷を深

めています。 

しかし、このような時こそ悲しみにく

れるだけではなく、理事の皆が団結し、

森会長の志半ばである臨床検査技師に対

する想いを貫く覚悟で千臨技を盛りたて

ていかなければならないでしょう。 

貴方の技師会活動はもう20歳代から始

まり 30 数年に及びます。関東甲信地区臨

床検査技師会では事務長、副会長を歴任

されました。 

この間にもう一つの悲しい出来事があ

りました。当時東京都技師会の会長、関

東甲信地区技師会の会長の岩井会長が同

じく若くして亡くなられました。森会長

は岩井会長とは関連病院仲間として、特

に絆が強く朋友として二人三脚で関東甲

信地区技師会を引っ張ってこられました。

その岩井会長が亡くなられた時は異常な

ほど悲しまれ落胆されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴方は亡くなる寸前まで毎年、命日に

は墓参りをされていますね。 

今回、私共と 11 日から泊まりで館山の

民宿で貴方を労う意味もあってゆっくり

しようと企画していたのですが、亡くな

る前日に「11 日に岩井さんの墓参りして

から行くよ」と電話を頂きました。しか

し、突然の訃報によって実現せずに終わ

ってしまいました。 

私にとって忘れられないことは、私が

日臨技会長選挙に立候補した折、私の理

解者であり、朋友であった貴方は、関東

甲信地区の、あの逆風の中で、「おかしい

よ、筋も骨も無いのか！日本の臨床検査

のためにも、検査技師のためにも俺はや

るよ！」と決断し、言ってくれました。 

いつも温和な貴方ですが、あの時、義

をもって立つ凛とした爽やかな男の姿を

感じました。 

それ以降、迷うことなく私の為に身を

粉にして選挙活動をしていただきました。

今、この恩を返すことなく盟友の死に接

し悔しく残念でなりません。 

持ち前の誠実さ、卓越した認識をもっ

て築き上げられた人柄は、諸先輩や同僚、

また後輩から最も人望の厚い人でした。

このような貴方の人柄はいつまでも心に

残っていくでしょう。 

臨床検査技師の為に粉骨された貴方に

敬意を表します。 

貴方の事をすべてここに表わしきれな

い文章力を情けなく思いながら、何か大

事な事を書き忘れた気がしています。 

森重彦会長本当にお疲れ様でした。安

らかにお休みください。 

心から哀悼の意を表します。 合掌 
 

前千葉県臨床検査技師会会長 

日本臨床衛生検査技師会副会長 

           才藤 純一 

 
 

 

 

 

 

 

訃 報 
社団法人千葉県臨床検査技師会 

森 重彦会長が、急病のため、平成

22 年 12 月 10 日 逝去されました。 

 告別式は、平成 22 年 12 月 14 日(火) 

午前 9 時 30 分より、千葉県市原市

五所 ライフケア八幡堂にてしめや

かに執り行われました。 

森会長は、前関東甲信地区副会長

でもあり、生前のご尽力に感謝しご

冥福をお祈りいたします。 合 掌 
 

 
 

 

 

 

 

平成 22年度地区会長会議開催 
 

 平成 22 年度の地区会長会議が、12 月 18 日(土)に開催された。この会議で

は、事業進捗状況が報告および今後の事業展開が説明された。主な報告事項

としては、 

・新方式による会費納入の登録者は 81.5%＜左図参照＞となっている。 

・施設認証に関して、基幹施設 167 中 153 施設を審査したところ要件を満た

す施設は 58 施設であり、申請者の生涯教育履修修了がされていないケースが

多い。一般施設からの申し込み状況は、東京 20、福岡 16、愛知 10、茨城 8

で、その他は 0~６となっている。この制度は今後の管理加算への盛り込みを

はじめ政策面でも重要であり、多くが申請するよう指導を願いたい－とした。 

また、今後の事業展開においては、 

・新法人申請は平成 23 年度 9 月を予定している。 

・当会は平成 24 年に創立 60 周年を迎えるが、公益法人として式典を行うた

め、1 年前倒しし、平成 23 年 11 月を予定している。 

その後、新法人認可後の事業において質疑並びに意見交換が行わ 

れた。      ⇒ 8 ページへ続く P 07 

 

 

 

会費納入新方式地区別登録者数＜12/20現在＞ 

 

地  区  会員数   登録数   登録率  

1 北海道             2,846              2,363  83.0  

2 東北             5,417              4,579  84.5  

3 関東甲信           14,671            11,844  80.7  

4 中部             6,500              5,514  84.8  

5 近畿             7,728              5,675  73.4  

6 中国             4,064              3,521  86.6  

7 四国             2,216              1,869  84.3  

8 九州             6,592              5,429  82.4  

   不明 -                161  - 

        50,034        40,794  81.5  
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◆ 平成 23 年 1 月～3 月 

＜1 月＞ 

・  1 日～3 日：休日 

・  4 日：仕事始 

・  5 日：日衛協新年賀詞交換会 

・  7 日：日衛協調査指導中央委員会 

・11 日：日本病院会新年賀詞交歓会 

・13 日：全日本病院協会創立 50 周年式典 

・15 日：精度管理調査定量部門システム打合 

・15 日：精度保障部会議 

・20 日：常務会議 

・20 日：医療関連サービス振興会 

・20 日：認定一般検査技師制度審議会 

・20 日：認定心電検査技師制度審議会 

・20 日：認定染色体遺伝子検査師制度審議会 

・20 日：認定センター認定制度協議会 

・21 日：日臨技中央認定委員会 

・22 日：精度管理調査生理 WG 会議 

・22 日：理事会・各部会議 

・22 日：技師制度対策委員会 

・23 日：医療安全研修会＜兼理事研修会＞ 

＜2 月＞ 

・  5 日：精度管理調査 WG 部門代表者会議 

・11 日：検査値標準化部会 

・17 日：常務会議 

・18 日：学会組織委員会 

・18 日：第 60 回学会運営部会 

・18 日：第 60 回学会展示説明会 

・18 日：第 61 回学会運営部会 

・19 日：理事会・各部会議 

・19 日：技師制度対策委員会 

・19 日：表彰委員会 

・20 日：理事研修会 

・23 日：第 57 回臨床検査技師国家試験 

＜3 月＞ 

・  5 日：精度管理調査総合報告会 

・10 日：常務会議 

・11 日：医療関連サービス振興会評議員会 

・12 日：理事会・各部会議 

・12 日：技師制度対策委員会 

・13 日：理事研修会 

・26 日：平成 22 年度第 2 回定期総会 

**************************************** 

◆ 平成 23 年度予定＜暫定＞ 

4 月 1 日~30 日：臨床検査月間 

・4 月  9 日：理事会① 

4 月 15 日：世界医学検査デー 

・5 月 14 日：平成 23 年度第 1 回定期総会 

・6 月 4~5 日：第 60 回医学検査学会＜東京＞ 

・9 月 10 日：理事会② 

・9 月 30 日：一般社団法人移行申請手続き 

・11 月 11 日：創立 60 周年記念式典 

・11 月 12 日：理事会③ 

＜平成 24 年＞ 

・1 月 14 日：理事会④ 

※3 月   3 日：新法人理事会① 

※4 月 21 日：新法人理事会② 

※5 月：一般社団法人総会 
 

 上記＜※＞は、一般社団法人として、平成

24 年 3 月に認可された場合の予定である。 

 また、新法人としての最初の理事は＜法律＞

により、現執行部が移行する予定。 

尚、詳細な予定および各事業予定は、後日確

定次第お知らせします。 

執行部予定稿 
＝各部電子会議は除く＝ 

 

 8 ページより続く･･･ 

・今後支部で開催される研修会は、職能に関する研修会となっているが、学術的な研修

会はどうか？ 

⇒ 職能団体としては、政策的な研修会とする位置付けが重要である。しかし、実施内

容は学術研修となることに違いはなく、職能の核は“学術”であることだ。 

・移行のスケジュールは理解するが、活動はいつからになるか？ 

⇒ 基本的な形は現在と変わりは無く、来年度から新体制を考慮した事業展開としたい。 

・事業展開において、支部と県との関係はどうなるのか？また、県を支部単位にする考

えはないか？ 

⇒ 県との関係は“委託契約”となる。県を支部･･･との考えは、法人格として対等との

視点で体制がつくられる。かたちは別団体ではあるが、県との協調・連携は勿論、支部

の幹事数を各県 1 名としていることで理解して欲しい。 

その他、日臨技として行う研修会は、日臨技でなければできない研修会をしてほしい。

特に、リーダーを育てる研修会を望む意見があった。また、一般会員の意識が薄いこと

に加え、若い層の入会意識が無い－との声も聞かれたが、これに対して、「会員のメリッ

トではなく、非会員のデメリットを打ち出す」との考えが示された。これに関連して会

長から、大阪府技師会の“年頭所感”での考えに敬意を表するとのコメントがあった。 

 

 

 

 

 

臨薬協プロモーション地区委員会 
 

標記委員会は、今回より臨薬協と臨床検査薬卸協議会での開催とし、日臨技会員につ

いては、招待させて頂く形にしたいとの申し入れがありました。 

参加する場合は、事前に開催地区の正幹事宛に連絡することになりました。 

同協会は、「検査業界の健全なる発展を補完するために、地区委員会を通して、今後も

体外診断用医薬品プロモーションガイドラインの啓発活動を続けてまいります。つきま

しては、本活動を御協会の会員の皆様にもぜひ聞いて頂きたい」との意向を持っており、

参加される場合は、各地区正幹事宛に連絡してください。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

編集室 
◇明けましておめでとうございます。 

◇いよいよ新法人への移行手続きや創立 60 周年を迎える準備に入ります。かなり多忙な 1 年となり

ます。会員一団となり頑張らねばなりません。当会は、政府や他団体に見うけられる内部抗争的な

姿は見られないのが幸いです。昨年の TV ドラマの「税金払わない奴は日本の道路を歩くな！」の

セリフが妙に頭に残っており、結構勉強になりますね。 

◇会誌「医学検査」も年 6 回の発行に変更されます。それに伴い、会報 JAMT も会誌に組み込まれ 

ます。その狭間の情報やお知らせは、逐次 Web 版の会報 JAMT としてホームページに 

掲載する予定です。それが、会報のバックナンバーとなります。    【TAKADA】 P 08 
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