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この大震災の被災会員に対して、共済

規定により当該各県からの申請に基づき

見舞い金を支給することとしていたが、

その具体的内容は平成 23年第 4回理事会

にて全会一致で承認されている。 
議案 1：「東日本大震災に関連し、被災

会員に対して以下の措置を講じたい。1)
会員の死亡、家屋の流失・倒壊・全壊・

半壊、床上浸水を A ランクとして見舞い

金 10 万円を、2)居住可能な半壊を B ラン

クとして見舞い金 5 万円を、3)一部損壊

をCランクとして2万円－を支給したい。

また、この判定を拡大常務会で行い、理

事会に報告したい」。 

更に、この措置を講じるため共済規定

細則の一部変更も同時に全会一致で承認

されている。尚、今後の共済事業推進の

ために共済規定全般にわたる見直しを行

っている。 
 12 月 16 日現在の申請に基づく見舞い

金は以下のとおりである。台風見舞い金

も同様の措置を講じている。 
◆ 宮城県所属会員 
 A：43 名、B：23 名、C：81 名 
◆ 福島県所属会員 
 A：62 名、B：49 名、C：160 名 
◆ 岩手県所属会員 
 A：19 名、B：2 名、C：9 名 

◆ 茨城県所属会員 
A：1 名、B：1 名、C：1 名 

◆ 千葉県所属会員 
A：2 名、B：2 名、C：1 名 

◆ 台風見舞い金 
A：3 名、B：0 名、C：6 名 

 
 
◇ 見舞い額 
      A： 13,000,000  円  (130 件) 
      B：   3,850,000  円  (  77 件) 
      C：   5,160,000  円  (258 件) 
総額： 22,010,000  円 
 

 
 
 
 
 
 

事務連絡第 32 号 
平成 23 年 12 月 16 日 

 
都道府県臨床衛生検査技師会長  各位 
 

(社) 日本臨床衛生検査技師会 
 

平成 24 年度助成金について(通知) 
 
平素は、当会事業活動にご協力いただ

き感謝申しあげます。 
さて、平成 24 年度の予算編成を行い、

都道府県技師会への助成について以下の

とおりとし、第７回理事会(1 月 14 日)に
提案することとしましたのでお知らせし

ます。貴会の来年度予算の編成に参考に

してください。 
記 

1．「国民医療助成金」は廃止とします。 
2．臨床検査データ標準化事業助成金 
  3 万円から 4 万円に増額しました。 
3．施設認証事業作業事務助成金ならびに

作業事務委託費 
・事務助成金として 5 万円 
・事務委託費として 1 施設あたり 2 千円 
4．公益目的事業 

1 事業 20 万 最大 40 万円 
・がん征圧啓発事業(9 月・10 月) 
・エイズ・STI 予防啓発事業(通年) 

5．従来の「教育研修事業助成金」は、「生

涯教育推進研修会助成金」に名称を変

更し、最大 100 万円とします。 
「生涯教育推進研修会」は、各都道府県

主催の研修会を申請していただき、理事

会で承認された研修会は、1 研修会につき

定額 5 万円を最大 20 研修会までとし、上

限を、100 万円として助成を行います。 
 
研修会申請等の運用については、後日、

詳細をお知らせします。 
【財政経理担当理事 髙木 義弘】 
 

 
 
 
 
 
 
 
＜宮城県＞ 
乳がん予防啓発活動であるピンクリボ

ンフェスティバル 2011 in 仙台のメンバ

ーとして、10 月 1 日(土)に街頭キャンペ

ーンを、10 月 29 日(土)に仙台市勾当台公

園を発着点としたスマイルウォークに参

加しました。街頭キャンペーンは部署ご

との決められた街頭ブースで啓発物の配

布をし、スマイルウォークに関しては、

今年 3月 11日に発生した東日本大震災の

影響もあり、関係スタッフの確保が例年

よりできないとのことで、1 コース・1,500
名のみの参加による乳がん啓発ウォーク

となりました。スマイルウォークの当日

は、この季節にしては暖かく一日中穏や

かな中で行われました。また、サブイベ

ントとして東北大のがんセンター長・大

内憲明先生とプロフィギュアスケータ

ー・八木沼純子さんとのトークショーで

は、乳がんの予防は難しいため、何より

検診で早期発見することの重要性を市民

 

東日本大震災復興支援会議                              平成 23 年 12 月 16 日 

東日本大震災会員 見舞金 

 

財政経理部                                     平成 23 年 12 月 16 日 

平成 24 年度 都道府県技師会助成金 

 

各都道府県公益事業                               平成 23 年 12 月 16 日現在 

がん予防啓発事業/HIV・STI 予防啓発事業 
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の方々に大変解かりやすく説明されてい

ました。 
私たちも臨床検査技師として、乳腺超

音波や細胞診等の業務に従事し乳がんの

早期発見に携わっている事をアピールし、

また乳がんは自分でも見つけられるため

白己検診の重要さや乳がん検診を受ける

ことの重要さを市民の方々に啓発しまし

た。沢山な方の参加も見受けられ、乳が

んについてだいぶ知識を高められたので

はないかと思われます。 【薄井千世美】 

 
 
＜岐阜県＞ 
日臨技健康増進事業の中で「乳がん撲

滅啓発事業」については、今年度より「が

ん予防啓発事業」と名称を変えて、より

広くがんに対して一般市民の関心を高め

る取り組みを行う事となりました。 
今回は、10 月 16 日(日)に開催された、

第32回岐阜市民健康まつりに協同参画し

て、一人でも多くの市民の皆様に正しい

がんの知識を広めるとともに、検診など

を通して早期発見に繋げる事が出来るよ

うな取り組みを行いました。 
具体的には、「目で見るがん」コーナー

を開設し、がんの組織や細胞の写真パネ

ルを展示すると共に顕微鏡とモニターを

準備して、市民の皆様に直接顕微鏡を覗

いて貰う事としました。また、病理・細

胞診部門を実際に行っているスタッフを

動員し、対話形式で説明が出来るように

積極的な参加を行いました。 
このコーナーには、常時複数のスタッ

フが居るように企画しましたので、市民

の皆様の質問や、顕微鏡操作などに対し

丁寧な対応がなされました。そのため、

100 名以上の市民の方が気軽に立ち寄り、

技師の説明に耳を傾けていました。 
ヘリコバクターピロリ菌の検査につい

ては、測定キットを用いて実施しました。

場所と測定時間を考慮し、限定 50 名とし

ましたが、受付開始直後に予約券が無く

なってしまう程の関心の高さでした。検

査結果としては、陽性 26 名、陰性 24 名

という結果でした。 
 この他にも尿検査と血管年齢測定を行

い、尿検査は 298 名、血管年齢測定は 700
名の検査が実施されました。 
 各医療施設より参加したスタッフも普

段とは違う形式により市民の皆様と直接

対話する事で、健康増進の意味をより深

く認識する事が出来ました。 

 
今後の活動においても臨床検査技師会

の一員としてこのような企画に積極的に

協力してもらえると考えられました。 
【平沢弘行】 

 
＜福岡県＞ 
 ここ数年、9 月～10 月は“乳がん予防

啓発”と云う事で、毎年この時期は乳が

んに関する講演会を行なってきましたが、

今年から“がん予防啓発”と云うことで

「消化器系のがんの最新治療 ～内視鏡

治療を中心に～」をメインテーマとした

講演会を 10 月 22 日(土)に開催致しまし

た。 

 
 講演①は“腫瘍マーカーについて”を

テーマに純真大学保健医療学部 学部長

の加藤亮二技師に講演して頂きました。

がんに特異的な腫瘍マーカーや関連マー

カーについてわかりやすく講演して頂き、

市民の方も、日頃あまり耳にする機会が

無い血液検査の内容に、興味深く聞き入

っておられました。私達技師も大変勉強

になりました。 
 講演②は“胃がん・大腸がんについて 

～早期発見・早期治療～”をテーマに国

家公務員共済組合連合会 千早病院 内

視鏡室長の綾部俊一郎先生に講演して頂

きました。以前でしたら、開腹手術でし

か完治しえなかった胃がんや大腸がんの

治療も、現在では、がんの初期であれば

内視鏡的手術により、がんが切除出来る

様になったそうで、最新の治療の様子を

紹介して頂きました。講演の最後に“た

とえがんになったとしても、早期発見、

早期治療をすれば完治する可能性は極め

て高いので、40 歳を過ぎたら、症状がな

くても胃カメラは年に 1 回、ポリープ等

がなければ大腸ファイバーは 2～3 年に 1
回は受けましょう”と検診の大切さを啓

発され、講演を締めくくられました。 
 質疑応答も活発に行なわれた講演会で

したが、後日、この講演会に参加されて

いた数名の方から“早速、胃カメラを受

けました”と嬉しい報告が届きました。

今後も、こういった講演会を通じ一般市

民の方や技師会員の皆様方へ、がん予防

の啓発活動に努めて行きたいと思ってお

ります。        【外山洋子】 
 
＜宮崎県＞ 
宮崎県臨床検査技師会では、昨年より

宮崎市が主催する“きて・みて・体験・

みやざき発！健康パーク”に参加させて

いただいている。この催しものは、宮崎

市健康増進課と宮崎県健康づくり協会が

主体となり、体操コーナー、測定コーナ

ー(血管年齢・体組成計・骨密度測定)、歯

科コーナー(歯科検診・フッ化物塗布)、ピ

ンクリボン触診モデルでの自己検診方法

の紹介、相談コーナー(栄養・健康・禁煙)
そしてがん細胞の展示(細胞診)を行い市

民の皆様に参加いただいてご自身の健康

について考えていただくことを目的とし

た活動である。 
宮崎県臨床検査技師会は、がん細胞の

展示を担当させていただいた。内容は、

協力者を含む 10 名で、パネル展示、実際

に顕微鏡でがん細胞(子宮がん、肺がん、

乳がん)を見ながらの説明、がん検診啓発

パンフレットの配布等を行った。特に、

子宮頸がんに関しては、がん検診の重要

性、ワクチンに関するパンフレットを配

布した。また、バルーンアート、消しゴ

ムやお菓等を配布することで親子連れ、

中高年、若いカップル、年配者と幅広い

年齢層の方々にコーナーに立ち寄ってい

ただいた。 

 
以上のような活動を通じがん検診に興

味を持っていただき、その重要性を市民

の皆様に説明した。特に子宮頸がんに関

しては、性交渉と切り離せない癌である

ため説明する方も説明を受ける側も照れ

があったり、誤解が無いように説明する

のに気をつかうが、今回は、バルーンア

ートを作製しながら女子中高生等にがん

検診とワクチン接種との両方行って初め

て癌が防げるなど重要なことを自然な形

で説明できてよかったと思われた。また、

がん検診の一つである“細胞診”につい

て、そして、そのがん診断では重要な役

割を担っている臨床検査技師(特に細胞検

査士)という職種についても紹介できた。

今回の啓発にて少しでもがん検診の受診

者が増加につながることを祈願する。 
【小牧 誠】 
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＜沖縄県＞ 
平成 23 年 10 月 23 日(日)、大浜第一病

院ふれあいセンターにおいて、乳がん予

防啓発講演会が開催されました。今回の

テーマは、「徹底的に知ろう！乳がんにつ

いて！」のタイトルで、一般の方へ乳が

んについて、臨床から各種検査まで網羅

した内容で行いました。 
講演会では、「乳がんをみつける検査の

ABC！～マンモグラフィー・超音波・細

胞診～」を、宮崎 志穂 放射線技師(琉球

大学医学部附属病院)、藤島 明子 超音波

検査士(那覇市立病院)、高良 雅美 細胞検

査士(中頭病院)が、放射線技師、超音波検

査士、細胞検査士それぞれの立場で検査

の利点や欠点を一般参加者向けにわかり

やすく説明しました。また、「乳がんにつ

いて！私といっしょに考えてみよう！」

を、久高 学 先生(Dr.久高のマンマ家クリ

ニック)に臨床医の立場で、乳がんに対す

る最近の知見、乳がん検診の重要性など

を解説して頂きました。 

 
パネル展は、乳がんを見つける検査、

マンモグラフィー・超音波・細胞診それ

ぞれの利点、欠点がわかりやすく解説さ

れた一般向けパネルを作成展示しました。

各分野における検査の実際を、写真など

を用いたパネルで紹介し、また、模型を

用いての触診体験や、実際顕微鏡にてが

ん細胞を見ていただき、細胞診標本の鏡

顕解説を行いました。  【瀬戸 司】 
 
＜福島県＞ 
 12 月 1 日の世界エイズデー、郡山駅前

広場での郡山市主催によるビッグツリー

ページェント フェスタの点灯式および学

生の下校時刻に合わせ、夕方より郡山市

保健所との共催で STI 予防啓発キャンペ

ーンを実施しました。 

 
STI 予防啓発パンフ、各種グッズ、検

査受診を促すキャッチコピー入りのシー

ルを貼付したパッケージ 800 個を作成し、

エイズの増加と検診受診を訴えながら配

付しました。気温 5 度、光のページェン

トのもとでのキャンペーンでしたが、学

生らの関心は高くエイズを含めた STI の

危険性と検査受診について理解してもら

えたものと思います。  【森 菊夫】 
 
＜神奈川県＞ 

STD 撲滅委員会は 2003 年に発足し、

年間 10 件ほどの STD 講演会を行ってい

ます。講演依頼元へ私達が出来向き出前

授業を行うスタイルです。講師はフルタ

イム勤務の 20～40 代、現役の検査技師で

す。中・高校・大学・専門学校などから

依頼があると、出向できる者が講師とな

ります。この活動は各勤務先の協力があ

って初めて出向く事が出来るのです。多

くの方々の協力を得て成り立っておりま

す。 
 なぜ、STD 講演会が必要なのでしょう

か？それは中・高校生の現状からしても

100%必要と言えます。高校生の性交率は

3 年生で男女共 46～47%(社団法人家族計

画協会)と言うデータもあります。ほぼ半

数が経験していると言う現状を受け止め

なければいけません。他人事ではなく、

皆さんの目の前の高校生がそうなのです。

高校生の未来を考えて、私達は医療現場

から出向いて話しをする方法を継続して

います。 
現役で医療に携わる私達が学校に出向

く意味は、それだけ真剣に STD 問題を捉

えているという事です。その思いを伝え

る事が出来るのは、国民の健康を守る医

療従事者ならではと考えております。「病

気は検査してみないと分からない」と言

う点からも、検査を専門にする検査技師

はメッセンジャーとして最適です。 
私達は、中・高校生が「深刻」になる

前に、「真剣」に考えるきっかけづくりの

為に出向いております。コンドームが

STD 感染予防に高い効果がある事を教え

ると共に、「正しい知識が最大の予防策で

ある」と伝えています。だから今日ここ

に来たとメッセージを投げかけています。 
STD 撲滅委員会は依頼元の希望に合わ

せて、男女一括、男女別講演など、形式・

講演内容・講演時間に対応しています。

私達は委員全員で講師を交代でやってい

ますので、講師育成にも力を注いでいま

す。教育係を中心に研修会を行いサポー

トするのはもちろん、講演会見学の機会

を持つようにしています。また講演会後

に活動報告書を提出してもらい、委員全

体で情報を共有し検証、改善を繰り返し

行っています。 
この活動は通常の検査業務からは体験

できない学びがあり、検査技師の更なる

活動の場として、皆楽しんで活動してい

ます。20 代の若い講師も大活躍です。生

徒に年代が近いので講演会が盛り上がる

ことも多いです。本当に素晴らしい活躍

をされています。出前授業は STD の根っ

こに働きかける役目を果たしている活動

であると共に、臨床検査技師の啓発活動

にもなっております。 
神奈川県から発信したSTD撲滅活動が、

今や全国に広がり嬉しい限りです。まだ

まだここからです。小さな活動が大きな

結果を生む事を目指して継続していきま

す。         【新宮千恵美】 
 
＜和歌山県＞ 
今年は和歌山大学学園祭でエイズに対

する啓発および VCT を行いました。当日

は警報が出るほどの荒天。朝からの雨が

午後に激しくなり、野外のテントは撤収。

しかし開催する学生のエネルギーは大き

く、天気などは何のその。そんな学生た

ちの性感染症への意識は意外に高く、声

をかければグループ単位で検査に応じる。

この和歌山大学には教育学部があり、未

来の教員に啓発できた意義は大きかった

と思う。今回の VCT は予定通りの人数を

時間内に終わることができた。天気がよ

ければより多くの検査が行える。手応え

を感じた 1 日でした。  【上田和義】 

 
 
＜島根県＞ 

11/27(日)出雲市において「エイズ講演

会」(島根県、島根大学附属病院、島臨技、

日臨技の主催)を開催した。講演は福井市

医師会臨床検査センターの岩佐玲子先生

から「子供たちを性感染症から守るには

～学校における性教育活動～」と題して

先進的な活動内容の紹介と臨床心理士会

の蔵あすか先生より「エイズ医療チーム

におけるカウンセラーの役割」としてカ

ウンセリングを通じてわかる患者心理に

ついて講演を頂いた。当日は医療関係者

や教育関係者など 100 名を超す参加者が

あった。 
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今回の講演会は、技師会として青少年

に対する性教育活動を進める上での参考

となり、また他団体との連携を深める契

機となったことなど有意義なものとなっ

た。          【石原研治】 
 
＜愛媛県＞ 

12 月 1 日の世界エイズデーに向け、愛

媛県では臨床検査技師会、県及び市の保

健所、地方放送局が協力して、エイズに

関する正しい知識の普及啓発活動を推進

するため、11 月 27 日にエイズ街頭キャ

ンペーンを開催しました。 
今年度のテーマは“エイズとわたし～

支えることと防ぐこと～”と題し、一般

市民のエイズに対する認識を高め、もっ

とエイズ蔓延の防止と患者・感染者に対

する差別や偏見の解消を図るため、参加

者は 2 箇所の街頭に分かれ、それぞれア

ピールを行いました。参加した方々は、

レッドリボンとティッシュ、リーフレッ

トを一袋にした啓発グッズを“家族や大

切な人とエイズについて話すきっかけに

して下さい”と先を急ぐ人々に、声をか

けながら配っていました。 
また、街頭での特設ステージでは、特

に青少年に対し、HIV・エイズ患者の報

告件数、日本での特徴、検査実施施設や

エイズ予防週間時の夜間･休日検査の実

施などエイズに関する正しい知識と予

防・蔓延防止に向け街頭アピールを行い

ました。 

 

 最初、準備した啓発グッズがなかなか

減らず、先行き不安な思いのまま積極的

に配布を試みましたが、終わってみれば

予定時間を待たず準備した啓発グッズが

無くなっていました。市民の方々のエイ

ズに関する関心の度合いは必ずしも高い

とは思えませんが、翌朝、ニュースで街

頭キャンペーンの様子が放映されたり、

12 月 1 日には「世界エイズデー」がネッ

トやニュースで取り上げられるなど、こ

うした地道な活動で、少しでも関心を抱

くキッカケとなり、感染を未然に防ぎ、

そして蔓延防止に繋がると信じます。 
【河口喜治】 

 

 
 
 
 
 
 

医療機関のための災害安全教育セミナー2012 －震災から学ぶ穴災害のリスクマネージメント－ 
・会 場：2012 年 3 月 9 日(金)～10 日(土) 
・会 場：東京大学医学部 2 号館 3 階大講堂(定数 300 名) 

東京都文京区本郷 7-3-1、地下鉄丸の内線本郷三丁目駅徒歩 10 分。東大赤門近く。 
・主 催：国際予防医学リスクマネージメント連盟 
・受講対象者：学会員、医療機関の従事者、医療産業界関係者、マスメディア、その他。 
・参加申込締め切り：2012 年 3 月 5 日 (定数になり次第締め切ります) 参加費は下記ホームペーシに提載した申込書をご覧ください。 
※ 研修会ホームページ  ⇒ http://www.urmpm.org/J/Dister2012/ 
・趣 旨：本教育プログラムは、地震、津波、原発事故など各種の大災害に対して、全国の医療機関が事前に備えるべきリスク対策、

および大災害時の緊急時対策がどうあるべきかを東日本大震災の事例から学習します。供せて、各種の大災害の発生メカニズムの紹介

が日本を代表する各界の第一人者によって行われます。大災害の実例およびメカニズムを知ることにより、各地の実情にあった医療機

関の危機管理システムの構築を行います。2 日間受講のみ参加できます。 
◇ 2012 年 3 月 9 日(金) 午前 10 時～午後 5 時 (大災害のメカニズムと病院の危機管理) 
第 1 部：東日本大震災における医療活動報告 
    ・石巻医療圏における東日本大震災への対応 
    ・東日本大震災を考える－福島県の医科系大学のトップとして 
第 2 部：教育講演会(1)  「大災害の発生メカニズム」 
    ・地震の発生メカニズム 
    ・津波の発生メカニズム 
    ・原子力炉事故の発生メカニズム 
    ・火山の発生メカニズム 
    ・都市型火災の発生メカニズム 
◇ 2012 年 3 月 10 日(土) 午前 9 時～午後 4 時 (大災害に強い病院のハードとソフト) 
第 3 部：教育講演会(2)  「大災害での人体など被害プロセス」 
    ・放射線の人体影響とは 
    ・地震の被害と対策 
第 4 部：シンポジウム   「大災害に強い病院のハードとソフト－東日本大震災に学ぶ－」 
    ・被災地の医師の立場から 
    ・被災地の歯科診療から 
    ・被災地支援看護・感染制御 
    ・大震災時の法医と病院の連携 
    ・医薬品供給・備蓄システムの構築 
    ・緊急時医療バックアップシステム、地域医療連携の情報管理 
    ・総合討論 
※ 講師等の詳細は、⇒ http://www.urmpm.org/J/Dister2012/outline.pdf 
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