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EXPO2011 に参加して 
 
(社)埼玉県臨床検査技師会理事 

中村 道子 
2011 年 6 月 24 日から 26 日まで東京都

千代田区の科学技術館にて第28回日本医

学会総会博覧会が開催された。 
私は、埼玉県臨床検査技師会の理事と

して埼臨技の有志と共に、「わかろう医

学・つくろう健康 EXPO2011」の検診・

検査体験コーナーの中心血圧測定の実務

を担当させていただいた。 
前日に機器の取り扱いと検査の意義に

ついての説明を受け本番に臨んだのだが、

最初は“コツ”がつかめず、再測定をするこ

とが多くて時間がかかることもあった。 
10 人をこなす頃より、だんだん要領が

得られ、ちょっとした腕の傾きと位置の

調整で上手く測定することができるよう

になった。 
健康ブームと言われて久しいが体験に

来た方は自分自身の健康状態について本

当に関心が高いことを実感した。もちろ

ん健康に関心があるから体験コーナーに

来たと思うが熱心に勉強しているし、質

問をしてくる方も大勢いた。 
頸部血管エコー検査、血管内皮機能検

査、体脂肪測定、骨密度測定の結果を並

べて、動脈硬化はどの程度進んでいるの

か、これからどうしたらよいかなど準備

してきた質問事項を次々と読み上げる方

もいてびっくりであった。 
横須賀からきた91歳の元気なおじいさ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
んは検査の体験を楽しみにしていたこと、

動脈硬化はどの程度進んでいるか気にな

るなどの話をされたので、数値結果につ

いて説明をして最後に、「気になるようで

あれば、かかりつけ医か近くの病院に行

って相談してください」とのことばで締

めくくりとした。 
今回、初めての経験であったことから

機器の操作や運用面で多少の不安もあっ

たが、始まってしまえば、動脈硬化、血

圧についての説明をしながら体験者の反

応を確かめ、自分なりに楽しみ、充実し

た時間を過ごすことができた。また、臨

床検査技師の仕事が多くの方々に知って

いただけたことは、職能団体の役員とし

ても大変喜ばしいことと思えた。 
業務・会務多忙の中、企画運営を推進

された日臨技米坂副会長、長迫常務理事

をはじめとし、当日実務に携わった東京

都、神奈川県、埼玉県技師会の皆様に厚

く御礼申し上げます。 
------------------------------------------------------ 
昭和大学 藤が丘病院 臨床検査部 

新井 祐司 
2011 年 6 月 24 日から 6 月 26 日に開催

された第28回日本医学会総会イベントの

『ケンサ EXPO2011 検診体験コーナー』

の講師として参加しました。 
 この検診体験コーナーには「頸動脈エ

コー」、「骨密度測定」、「血圧」、「体組成」

があり、私が担当したのは骨密度測定で

す。今回の測定では超音波の透過率を測

定原理とし、踵に専用ジェルを塗り検査

し、結果は自動で計算され、実測値およ

び平均値と対比されたグラフがプリント

される機器でした。 
私は現在、検体検査に携わっていて、

骨密度の測定は経験がなく不安でしたが

担当者の説明を受け、測定してみると実

際考えているより簡易に測定することが

できました。 
骨密度測定というと、興味のある方が

多い検査のひとつですが測定する機会は

多くないのが現状です。今回の体験コー

ナーは気軽に来て測定ができるとあって

私が担当した初日(平日)は、高齢の方が多

く見られました。検査は 2 台の測定器を 3
名の技師が交代で行いました。 

午前中は整理券を配布していた為、時

間に余裕がありゆったりとした時間の中

で検査しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
徐々に測定にも慣れてスムーズにでき

るようになり、午後は整理券を廃止し、

フリーで順番に測定しました。その頃に

なると測定者 3 人が測定結果に対する説

明も適切に行うことができました。 
1 日目は 300 名位の方を測定しました

が、多くの体験者が、『結果はどうだっ

た？異常ではない？』と聞かれることが

多く、健康への関心の深さを感じました。 
また、異常値がでることもあり、心配

される方がいましたが、当初の打ち合わ

せ通り、『今回の検査はあくまでも体験で

す』と前置きをし、検査結果を説明した

後、『早めに病院に行って受診することを

お勧めします。』と体験者に伝え、あまり

悲観的にならないように心掛けました。 
 昼休みには各ブースを見学して回りま

したが、多くの方で賑わっており、テレ

ビで見たことがある人気芸人がゲストと

して来ており、会えて何だかラッキーな

日となりました。 
 通常業務は病院内で病気を抱えている

方々を検査していますが、今回は健常人

の方を測定し、誰もが健康に不安があり、

関心が高いことが実感できました。 
私は、1 日だけの参加でしたが、今回の

測定結果が異常値となり、本来ならば何

も治療出来ずにいた方が、この体験コー

ナーがキッカケとなり治療していただけ

れば、体験者の健康維持に少しは貢献す

ることができたと思います。 
このように病院では経験することが無

い大変貴重で有意義な1日となりました。 
 次回は皆さんもこのようなイベントに

参加してみてはいかがでしょうか。日常

業務では遭遇することがない新しい発見

が待っているかもしれませんよ。 
------------------------------------------------------- 
(株)テクノラボ 

           杉岡 陽介 
6 月 24 日(金)から 26 日(日)の会期で科

学技術館において開催された第28回日本

医学会総会、「わかろう医学・つくろう健

康 EXPO2011」体験博覧会の検診・検査

体験コーナーで頸動脈エコー検査体験の

担当として参加させて頂きました。 
本来博覧会は４月に行われるはずでし

たが震災の影響により延期されての開催

でした。当日は梅雨とは思えない快晴、

学生から年配の方まで幅広く 
参加され、検査体験コーナー 

第 28 回日本医学会総会・博覧会 

わかろう医学つくろう健康 

EXPO2011･･･へ参画 

1P：日本医学会：“わかろう医学・ つくろう健康 EXPO2011”  2P：マタニティフィットネス協会：“マタニティ＆ベビーフェスタ 2011”
3P：認定資格更新指定研修会・データ標準化・精度保証セミナー 4P：輸血療法の危機管理体制に関する研修会 

P 1



Vol.17 No.17                  会報 JAMT ホームページ掲載              平成 23 年 7 月 19 日 
 

 
    

では整理券を配布しておりましたが、午

前中でほぼ全ての検査で配布終了になっ

てしまい大盛況でした。 
体験コーナーと言えどもとても綺麗な

血管の方から、”んっ! ”って方まで幅広い

症例の数々、日頃からの健診と自分の体

を知る事の大事さを実感させられました。 
体験終了後に撮影した画像と結果説明

用紙を体験者へ渡しましたが普段もらえ

ないとても貴重な記念撮影だとみなさん

に喜んで頂けました。 
また参加された方の中には第58回日本

医学検査学会にて同時開催されたケン

サ”EXPO”09 のデータを持参され臨床検

査技師さんだろって声をかけて頂いたり

もしました。 
本総会は 4 年に１度の開催との事で他

の展示も充実しており、参加された方々

は真剣な表情でメモを取ったり写メを撮

る方もいらっしゃり健康や健診への関心

の高さが伺えました。 
 
 
 
 
 

 
 
本年で 3 年連続参画しているマタニテ

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 2011 が 7 月 16 日

(土)・17 日(日)の両日開催された。 
昨年までは東京ビッグサイトにて行わ

れていたが、本年から会場をパシフィコ

横浜に移し、規模を一回り大きくしての

開催となった。 
本来であれば 4 月 2 日・3 日に開催予定

であったが、3 月 11 日に発生した東日本

大震災の影響により一旦中止が発表され

たが、改めて時機をずらしての開催が決

定された。 
 昨年まで 3D 超音波検査による胎児エコ

ー検査の体験だけであったが、今回から

3D が 4D エコーとなり、加えてヘルスチ

ェックコーナーを新設し臨床検査を体験

していただいた。 
4D エコー体験では機器が昨年度まで

より 3 台増加し 10 台の運用で、1 人 10
分の体験で 1時間当たり 60名の妊婦さん

のお腹に超音波をあて、ご両親・おじい

ちゃんおばあちゃんとお母さんのお腹に

いる赤ちゃんとの対面をしていただいた

が、例年のごとく歓喜の声が各ブースに

広がっていた。 
 また、新設のヘルスチェックコーナー

は、簡易血糖測定、指尖酸素飽和度測定、

血圧測定、指尖ヘモグロビン濃度測定、

骨塩定量測定、CAVI／ABI での動脈硬化

検査を神奈川県技師会の支援により行っ

た。 
2 日間の体験者数は、簡易血糖測定

1,449 名、指尖酸素飽和度測定 1,827 名、

血圧測定 754 名、指尖ヘモグロビン濃度

測定 1,317 名、骨塩定量測定 650 名、動

脈硬化測定が 637 名と体験数にバラツキ

があったが、これは測定時間による差で

あると思われ待合椅子には多くの妊婦さ

ん、家族の方が並ばれた。 
 特にお腹の赤ちゃんへ十分な酸素を含

んだ血液が流れているかチェックするた

めか、酸素飽和度測定に人気があり、貧

血気味の妊婦さんには指尖ヘモグロビン

濃度測定が人気であった。 
また、おじいちゃんおばあちゃんには

簡易血糖測定、動脈硬化測定コーナーに

人気が集まった。 
 

  
 
新設したコーナーではあるが人気は

上々であり、協会からは来年からは是非

企画の段階から参画してほしい旨の言葉

が聞かれた。ちなみに来年は4月7日(土)8
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きました神臨技の

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い

たし厚くお礼申しあげます。 
            【長迫哲朗】 
------------------------------------------------------- 
フェスタに参加して･･･ 
 

横浜船員保険病院 

中村 千鶴子 
マタニティ&ベビーフェスタの血糖測

定に参加しました。 
血糖測定＝妊婦さんの血糖測定と思っ

ていた私の目の前に一番はじめに座られ

た方は、ちょっとマッチョなイクメン!?  
今回のフェスタでは妊婦さんや産後の

方とそのファミリー、ご主人や祖父母の

方もヘルスチェックを受けられました。 
ご自分で穿刺をして頂いてから血糖測

定する旨を説明すると、「えっ!?自分で刺

すの･･･」と尻込みするパパや、「何、怖

がってるの？」と、隣で平然と穿刺をす

るママ。ママの血糖測定を心配そうに見

ている子供たち。本当に沢山の家族が参

加され、測定をする私たちも昼食をとっ

た 30 分以外は、休憩を取る暇もないほど

盛況でした。 
穿刺をした瞬間、手から汗が溢れ(大げ

さではなく本当に手から玉の汗が出るの

です)血液が流れてしまい、血液の吸引出

来ない方が何人かいらして驚きました。 
「親が糖尿病なので･･･」と心配そうにし

ている方や、血糖値が高くても、「昨日い

っぱい飲んだからねえ」とあっけらかん

としているおばあちゃん。 
院内で、糖尿病と診断されている方の

指導とは違い、その方の背景も分からな

い初対面の方にお話をする難しさ。特に

血糖値が異常値の方に対してはどのよう

にお話しして良いか戸惑い、どうか正常

値でありますようにと、祈りながら、測

定をしていました。 
今回、院内で指導をしているだけでは

できない貴重な体験をさせいただきまし

た。糖尿病療養指導士(CDEJ)の資格をと

り、すこしは指導ができるようになって

きたかなと思い上がっていた自分に、ま

だまだ未熟な現実を突きつけられました。

今後も一層の精進をしなくてはと、気持

ちを新たにしました。 
------------------------------------------------------ 
報徳会西湘病院 

         川口 美里 
7 月 16 日(土)、17 日(日)にマタニティ

＆ベビーフェスタに参加しました。 
初めにこのお話を頂いた時に、どの位

の人数が来るかまで予想も出来ず、緊張

しながら会場へ向かいましたが、予想以

上に妊婦さんや旦那さん、お子様連れが

検査に来て正直驚きました。 
 16 日は血圧測定コーナーを担当しまし

たが、『健診で測ってるからいいや』と他

の検査に移動していく方も多かったので

すが、測定に来た妊婦さんや旦那さんに

『何ヶ月ですか？』、『性別は分かりまし

たか？』と話す機会があり、嬉しそうに

答えてくれた姿を見て測定している私も

思わず笑顔になったのを覚えています。 
血圧測定コーナーとは違い、CAVI 測定、

ABI 測定、骨塩定量測定コーナーに多く

の方々が並んでいました。 
 17 日は骨塩定量測定コーナーを担当し

ましたが、16 日同様、多くの方々が CAVI
測定、ABI 測定、骨塩定量測定コーナー

測定に並んでいて、ほぼ流れ作業で検査

を行いました。 
骨塩定量検査が超音波で測定出来ると

初めて知って、受付が終わった時に私も

検査してみましたが 20 代なのに 30 代と

結果が出て、食生活と運動と日光浴を心

がけようと思いました。 
 2 日間を通して、20 代の妊婦さんが少

なく、自分の母親世代が 

マタニティフィットネス協会 

マタニティ＆ベビーフェスタ 

2011･･･へ参画 
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20 代前半で子供を産んでいた時とは違い、

30 代前後で初産の妊婦さんが多いと感じ

ました。 
少子化進行が浮き彫りになったと同時

に、未婚化・晩婚化の背景である、『子育

ての負担感及び子育てと仕事との両立の

困難さ』、『個人の結婚観、価値観の変化』、

『親への依存期間の長期化』等が今の時

代を反映しているのではないでしょうか。 
 この 2 日間を通して改めて健診の大切

さ、健康な身体作りと生活習慣の見直し

を、スタッフを始め多くの来場者に少し

でも伝わればこのマタニティ＆ベビーフ

ェスタ 2011 を行った事に意義があると

思います。 
------------------------------------------------------- 
浅草寺病院検査科 

浦山亜紀子 
今回、マタニティ＆ベビーフェスタ

2011 の 4D 超音波体験コーナーに参加さ

せていただきました。 
東日本大地震の影響で開催が心配され

ましたが、無事開催となり 2 日間で 2 万

人以上の多くの方が来場され大盛況でし

た。 
その中でも 4D 超音波体験コーナーは

大変な人気で、抽選で当選した方をお受

けするのですが倍率が高く残念ながら外

れてしまった方も大勢いらしたようです。 
このフェスタで私たち技師は、妊婦さ

ん、そしてそのご家族と共にお腹の赤ち

ゃんに声をかけ 4D 超音波を行いました。

赤ちゃんがお腹の中で手や足を動かした

り、あくびをしたりする様子を一緒に喜

びあうことは普段では経験できない貴重

な体験でした。 
また、このフェスタでのスタッフ達は

チームワークがとても良く、一緒に活動

できることは楽しみのひとつになってい

ます。 
たくさんの妊婦さんに来ていただき大

変な 2 日間でしたが、それ以上に楽しい

ことがたくさんあった 2 日間でした。 
多くの笑顔を見ることができ、人と接

する喜びを改めて確認することができま

した。また来年、マタニティ＆ベビーフ

ェスタは開催されます。 
次回もたくさんの笑顔を見ることがで

きるよう頑張りたいと思います。 
 
 
 
 
日臨技認定センター主催の認定資格更

新研修会を開催いたします。 
認定資格保有者のみならず、受験を希

望されている方または心電図に興味のあ

る方の参加をお待ちしております。 
詳しくは日臨技ホームページをご覧の

うえ申込下さい。 
「生理検査の安全管理と 

心電図の再確認」 

期 日：平成 23 年 8 月 28 日(日)9：00～ 
会 場：日本大学医学部記念講堂 
申 込：平成 23 年 8 月 15 日(月)〆切 
参加費：8,000 円 
◇ 講義内容 
8：30～ 受 付                      
9：00～ 第 1 講 
・マスター運動負荷試験と緊急時の対応 

帝京大学医学部附属病院中央検査部 
富原 健 技師 

※ 技師だけで行う場合のマスター負荷

試験の安全対策と緊急時の対応について

学ぶ－ 
10：00～ 第 2 講 
・生理検査のレベルアップに必要な接遇 

杏林大学医療福祉相談室 
  加藤 雅江 MSW 

※ 患者からの情報を見逃さないスキル、

安心・安全に検査を受けられる患者接遇

のスキルを学び、加えて患者クレーム対

応について医療ソーシャルワーカーの観

点から学ぶ－ 
11：00～ 第 3 講 
・心電図検査の安全対策 

～患者対応を中心に～ 

東海大学医学部付属病院生理学検査科 
          福士 広通 技師 
※ 患者の移動動作介助、検査時の患者

姿勢、院内感染防止など心電図検査に関

わる安全対策について確認する－ 
13：00～ 第 4 講 
・心電図検査の安全対策 

～機器管理を中心に～ 

天理よろづ相談所病院臨床病理 CE 部門 
           吉田 秀人 技師 
※ 何気なく使用している機器(除細動器

を含む)ついて、管理方法、注意点、機器

管理マニュアルや管理不備による事例、

改善策など、心電図検査を安全に行うた

めの機器管理について臨床工学士の観点

から学ぶ－ 
14：00～ 第 5 講 
・心電図波形を理解する基礎電気生理 

東京医科歯科大学難治疾患研究所生体情

報薬理学       古川 哲史 医師 
※ 心電図波形の成り立ちを学び、危険

な心電図がどのような機序で波形として

表れるかを学ぶ－ 
15：40～ 第 6 講 
・心電図から病態を診る 

～治療を要する心電図波形とは～ 

日本医科大学多摩永山病院循環器内科 
草間 芳樹 医師 

※ 医師へ報告をしなければならない心

電図(治療を要する心電図)を学ぶ－ 
------------------------------------------------------- 

          

◇ 認定一般検査技師 

資格更新指定研修会予定 

 
1 平成 23 年 8 月 20 日(土)・21 日(日) 
  関東甲信地区臨床検査技師会 
  一般検査研究班研修会 
  自治医科大学病理学教室 
 
2 平成 23 年 9 月 3 日(土)・4 日(日) 
  石川県臨床検査技師会 
  第 9 回スキルアップ講習会 
  中部大学生命健康科学部 
3 平成 23 年 9 月 4 日(日) 
  長野県臨床検査技師会 
  平成 23 年度終期一般検査研修会 
  松本歯科大学 
4 平成 23 年 9 月 18 日(日) 
  石川県臨床検査技師会 
  北陸一般検査研究セミナー 
  金沢医科大学病院 
5 平成 23 年 9 月 24 日(土) 
  山口県臨床検査技師会 
  知っておきたい ! 一般検査の話 
  JA 小郡第一総合病院 
 
 
 
 
 
 平成 23 年度 データ標準化・精度保証

セミナーを各地区学会にて開催します。 
以下に日程および講 師を紹介します。 

 
◇ 北海道地区 
日時：平成 23 年 10 月 22 日(土) 14：40 
会場：とかちプラザ 
講師：斎藤 篤 
◇ 東北地区 
日時：平成 23 年 10 月 16 日(日) 11：40 
会場：山形テルサ 
講師：斎藤 篤 
◇ 関東甲信地区 
日時：平成 23 年 10 月 30 日(日) 13：45 
会場：前橋市民文化会館 
講師：荒木 秀夫 
◇ 中部地区 
日時：平成 23 年 10 月 23 日(日) 13：40 
会場：名古屋国際会議場 
講師：岡田 元 
◇ 近畿地区 
日時：平成 23 年 9 月 10 日(土) 13：00 
会場：アークレイ株式会社京都研究所 
講師：山本 慶和 
◇ 中国四国地区 
日時：平成 23 年 11 月 6 日(日) 9：00 
会場：アスティ徳島 
講師：細萱茂実 
◇ 九州地区 
日時：平成 23 年 10 月 1 日(土) 15：20 
会場：熊本保健科学大学 
講師：篠原 克幸 
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 現在募集中の“輸血検査に関する全国

研修会”の締め切りが迫っております。

まだ、申し込みをされていない方は至急

お申込み下さい。詳細はホームページを

ご覧ください。 
------------------------------------------------------- 
日 程：平成 23 年 8 月 21 日(日) 

9:00～16:20 
会 場：日本教育会館(3 階)一ツ橋ホール 
受講料：無料＜資料代として 2,000 円＞ 
ただし、非会員の臨床検査技師は、資料

代を含み 12,000 円となります。 
申込先：日本臨床衛生検査技師会 
〒143-0016 東京都大田区大森北 4-10-7 
郵送または FAX にて申し込んで下さい。 
FAX03-3768-6722 
講義内容： 
◆「行政が望む輸血療法における臨床検

査技師の役割」 
厚生労働省医薬食品局血液対策課 
伯野 春彦  

◆「輸血検査の進歩－安全性向上のため」 
東邦大学医療センター大森病院輸血部  
奥田 誠 

◆「ABO 不適合輸血のメカニズム」 
昭和大学横浜市北部病院 臨床検査部 
石井 規子 

◆「輸血副作用対策として何をするか」 
都立駒込病院 輸血・細胞治療科 
奥山 美樹 

◆「危機的出血時の対応」 
菊名記念病院 麻酔科 
小堀 正雄 

◆「危機管理上の適切な輸血療法」 
東京大学 病態診断医学講座 
高橋 孝喜 

------------------------------------------------------ 
輸血検査に関する研修会としては、平

成 17 年度および平成 19 年度に全国研修

会を開催するとともに、各都道府県単位

で実技研修会を実施しました。 
当時の厚生労働省の指導により、時を

みて今後も輸血検査の研修を実施し質の

担保を図られることが伝達されました。 
平成 17 年 6 月 9 日、厚生労働省医薬食

品局血液対策課長から当会に対し、「血液

製剤の適正使用推進に係る臨床検査技師

の育成強化について（依頼）」（厚生労働

省薬食血発第 0609002 号）が発出され、 
その内容は、 
------------------------------------------------------ 
血液製剤の適正使用推進に係る臨床検査

技師の育成強化について(依頼) 
 標記については、「安全な血液製剤の安

定供給の確保等に関する法律」第 8 条に

医療関係者の責務として規定されており、

貴会におかれても、血液製剤の適正な使

用に御尽力いただいていることと存じま

す。さて、「血液製剤の適正使用推進に係

る先進事例等調査結果及び具体的強化方

策の提示等について」（平成 17 年 6 月 6
日付け薬食血発第 0606001 号都道府県衛

生主管部（局）長あて厚生労働省医薬食

品局血液対策課長通知）で示したとおり、

輸血部門に専任の責任医師を置いている

医療機関は少なく、各医療機関における

血液製剤の適正使用推進には実態として

輸血医療に関して専門知職を有する臨床

検査技師の積極的な関わり及びこれを支

援する院内の理解と協力体制によるとこ

ろが大きいと認識しています。しかし、

輸血療法は直接人命に関わるものであり、

より一層の専門的知識が要求される領域

でもあります。 
 このような状況の下、医療機関に対す

る院内体制の整備及び医学教育における

適正使用に関する教育の充実促進はもち

ろんですが、貴会におかれましても、下

記の事項について関係者に周知の上、御

配慮いただきたく、よろしくお願い申し

上げます。あわせて、貴会会員にも周知

いただきますようよろしくお願い申し上

げます。 
記 

1．臨床検査技師の卒前教育の一環として、

輸血療法の講義及び実習（特に血液製剤

の安全性の確保及び適正使用に関するこ

と）を充実させること 
2．貴会で行っている生涯教育研修制度な

どを活用して、輸血療法の全般的・統合

的な知識及び技能（特に血液製剤の安全

性の確保及び適正使用に関すること）を

取得せるための体制整備を図ること 
------------------------------------------------------- 
でありました。 
「血液製剤の適正使用に関しては『安全

な血液製剤の安定供給の確保等に関する

法律』により医療関係者の責務として規

定されていますが、輸血部門に専任の責

任医師を配置している医療機関は少なく、

その実態としては専門知職を有する臨床

検査技師の関わり及びこれを支援する院

内の理解と協力体制によるところが大き

いと認識されます。 
輸血療法は直接人命に関わるものであ

り、一層の専門的知識が要求される領域

でもあり、医療機関における院内体制の

整備および医学教育における適正使用に

関する教育の充実促進が重要であります。

すなわち、当会が行っている生涯教育研

修制度などを活用し、輸血療法の全般

的・統合的な知識及び技能(特に血液製剤

の安全性の確保及び適正使用に関するこ

と)を取得させるための体制整備を図るこ

とが指摘されたわけです。 
一方、日本輸血学会より「輸血療法の

実施に関する指針(改正案)」が示され、医

療機関における輸血業務の一元化、更に

は「臨床検査技師」という職名が記され

ました。診療報酬改定に向け「輸血管理

料」の新設についても、同学会と当会が

歩調を併せて要望し認められました。 
厚生労働省及び輸血学会との話し合い

において特に要望されたことは、 
①医療機関における輸血業務一元化へ向

けた事業、 
②その継続的・全国的な事業展開を図る、

③認定輸血検査技師の増加対策 
であります。 
これを受け、全国研修会を開催し周知

徹底を図るとともに、それを基本とした、

基本的輸血検査を加えた伝達講習会を各

県単位で実施しました。これにより、全

国研修会においては、約 800 名の会員(同
時期会員数の約 1.8％)、各県にて開催し

た実技研修会では、会員 1 万 3,000 名の

技術を担保したところです。 
------------------------------------------------------- 
 各都道府県技師会単位では毎年度輸血

検査研修会を実施していますが、全国規

模の開催は行われないままに経過してい

ることもあり、この事業を更に推進し基

本的輸血検査の周知と技術担保のため今

回の全国研修会を企画しました。 
更に、合意の得られた各地区において

全国研修会の伝達とともに実技研修会を

実施することとし、現在準備中です。 
この研修会は政策研修会と位置付けた

当会の今後の活動にも関わる重要な研修

会です。 
監督官庁である厚生労働省も注目して

おります。一人でも多くの会員が参加さ

れることを望みます。 
          【米坂 知昭】 
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事務所の窓に 

グリーンカーテンがつきました

 
 今年の夏は異常に暑いです。 

事務所の窓にグリーンカーテン(ゴーヤ)
を取りつけました。 

苗を植えてから僅か 2 週間でこの成長ぶ

り。人間の成長と比べると･･･速いこと速い

こと！見習いたいものです。 
よく見ると、成長しながら、取り残され

ないように、網目に自分でツタを絡ませる

知恵もすごいですね。 
花も、あの苦味を想像できないような意

外と可憐な花です。花言葉は「強壮」。効能

はミネラルが豊富なうえに、血圧も下げる

そうです･･･本当かなあ？ 【TAKADA】


