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各地区学会における「味覚・嗅覚教育

講演」が全日程終了した。 
 この研修会は、前執行部が臨床検査技

師法の政令16項目への追加を要望したこ

とにはじまる。 
平成 17 年の法改正により、生理検査業

務16項目の規定は政令から省令に移行し、

法律改正によらず厚生労働省をはじめ関

係団体との合意により改正可能となり、

厚生労働省との協議が継続されているた

め、本来であれば 16 項目への追加はする

必要は無く、要望することは避けるべき

であった。 
しかし、政権が交代し、当初、民主党

は積極的にコメディカルの要望を取り上

げるとしたため、理事会の決定を待たず

要望したものである。この事実に関して

は、厚生労働省から質問を受けたが、一

度提出した要望を取り下げることは今後

の同省との関係に汚点を残しかねないこ

とでもあり、前述の 16 項目への追加要望

に関しては、やむなく「第 2 次法改正の

積み残し事項」と位置付けた(当時は耳鼻

科学会の了承が得られず、16 項目へは列

記されなかった)。このことは、政令から

省令へ移行した改正に逆行するものでな

いことを理解していただきたい。 
一方、別途耳鼻科学会より、「味覚・嗅

覚検査」を臨床検査技師の業務とするべ

く要望があり、数回にわたり協議を重ね

た。その際、同学会としては、この検査

に関する臨床検査技師の教育に懸念を示

し、学会として教育に対して積極的に協

力する意向が示された。 
このことから、「味覚・嗅覚検査」を政

策研修会の一つと位置付け、全会員が研

修することを前提に、第 60 回日本医学検

査学会を最初として各地区学会にて「味

覚・嗅覚検査講演」として実施した。 
実施に当たっては、各地区担当理事が

責任者として行ったが、各地区並びに地

区学会を担当された各都道府県技師会に、

あらためてお礼申し上げる。 
この「味覚・嗅覚検査」が追加された

場合は、臨床検査技師法が誕生した場合

と同様に、全会員への研修が義務付けら

れることは必須である。 
先の法改正時に、「会員の一人ひとりが

法改正を望んでいるのか」と指摘された

こともあり、また、味覚・嗅覚検査が臨

床検査の業務として確実に市民権を得る

のは、会員一人ひとりの積極性にかかっ

ている。そのためには、会員全員が自ら

研修を修了することが肝要である。この

研修に参加出来なかった会員へは、当会

ホームページ(会員専用ページ)にて同様

の研修を実施するべくシステムを準備中

である。準備が整い次第ご案内するので

会員の皆さんも、その準備をお願いした

い。 
この研修では、「味覚検査領域」におい

ては、電気味覚検査および濾紙ディスク

検査を中心に味覚検査の概要、評価の仕

方、特徴(味覚機能障害診断への威力)を主

に、「嗅覚検査領域」においては「身近な

生活において嗅覚がいかに大事なもので

あるか」から嗅覚障害の原因、適切な診

断と治療そして検査法についてご教授い

ただいた。 
以下に、各地区学会の実施結果と担当

した各地区担当理事の報告を示すが、全

地区では 709 名が受講し、全国学会での

受講256名を加えると965名が受講した。

これは、全会員 50,444 名の 1.91%にあた

る。          【長迫哲朗】 
 

【各地区学会開催報告】 
◇ 北海道地区 

10 月 23 日(日)10：00～12：00 
受講者数 63 名 

「検査の意義、測定方法、測定手技等に

ついてご講演していただいたが、これら

の検査について充分理解を深めることが

できた。」【東 恭悟】 
◇ 東北地区 

10 月 15 日(土)13：30～15：30 
受講者数 208 名 

「味覚・嗅覚検査については看護師が携

わっている施設もあり、早急に臨床検査

技師が専門的に検査を進めるべきと感じ

られた。」【伊藤茂雄】 
◇ 関東甲信地区 

10 月 30 日(日)10：15～12：15 
受講者数 75 名 

「この検査は自賠責や労災といった法的

に必要な部分だけではなく手術前後に必

ず行いたい検査である。将来的には人間

ドックの中に組み込むこともあり得ると

のことであり、会員の強い興味を引き出

せた。」【直井芳文】 
◇ 中部地区 

10 月 23 日(日)13：40～14：40 
受講者数 102 名 

「この検査は臨床検査技師により積極的

に業務として実施していただきたいとの

要望が紹介されたことを受け、各県でも

検査の検討を啓発していきたい。」【小林

圭二】 
◇ 近畿地区 

10 月 29 日(土)14：30～16：30 
受講者数 52 名 

「特に味覚検査は、栄養サポートチーム

に参画していることから関心が高い印象

を持った。」【森嶋祥之】 
◇ 中四国地区 

11 月 6 日(日)10：00～12：00 
受講者数 67 名 

「詳細な説明を講義していただいたが、

味覚・嗅覚検査は、医療従事者の中では

臨床検査技師の職域であるべきと考え

る。」【能村 務】【岡本由美】 
◇ 九州地区 

10 月 2 日(日)09：00～11：00 
受講者数 142 名 

「多くの参加者にとって新しい検査領域

であり興味と期待を持って参加していた。

実際検査を実施している技師からの質問

もあり、検査に対する理解が深まったと

考える。」【丸田秀夫】 
 
 

 
 
 
 

 

味覚・嗅覚教育講演                           平成 23 年 10 月 2 日～11 月 6 日 

味覚・嗅覚検査教育講演全日程終了 
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平成 23 年 11 月 11 日(金)、社団法人日

本臨床衛生検査技師会創立 60 周年、法人

化50周年の式典が品川プリンスホテルメ

インタワーで挙行された。その式典で臨

床衛生検査業務厚生労働大臣表彰が全国

92 名の方に授与され、その後、講師とし

て吉岡俊正先生をお招きし「医療国際化

時代の医療人育成」のテーマで創立記念

講演会を開催した。 
先生は学校法人東京女子医科大学副理

事長として医師としても、また、医学部

教育学の教授として国際的な大学の医療

教育の認定機構などの第一人者として活

躍されている。 
 

    
 
 先生の講演で、20 世紀は医療資源の国

際化から始まり、21 世紀は実践医療の国

際化が始まっている。 

現在日本では、医師・看護師不足が顕

在化している。緊急の問題であれば方策

として医師、看護師を国外から輸入する

事が考えられ、2009 年には看護師が日本

で仕事する事が話題になったが、医師輸

入の論議はなく、医学部の数、定員を増

やす議論に終始している。 
しかし米国では 25％が外国人医師であ

り、既に国外では医療者の国際間移動が

当たり前になってきており、そのために

も教育において医科大学認定評価機関が

発足し国際基準が設けられつつある。 
また、教育の質の保障として国内では

医療系高等教育として最近10年間の変革

として教育課程途中の医学生の教育目標

達成度を大学で統一して評価するように

なった。この為の供用試験は、日本の医

療教育に大きな影響を与えた。 
先生は、東京女子医科大学医学部

MD2011 プログラム教育目標は≪医の実

践力≫として「問題を見つけ追及する力」、

「問題解決に向け考え実行する力」 、「知

識と技能を正しく使う力 」「情報を伝える

力」、「 根拠に基づいた判断を行う力」 、
「法と倫理に基づいて医療を行う力 」≪

慈しむこころの姿勢 ≫として「患者を理

解し支持する姿勢」 、「生涯を通じて研鑽

する姿勢」「 社会に奉仕する姿勢」、「導と

協働する姿勢」、「ひとの人生へ貢献する

姿勢 」を掲げられた。 
日常の診療では、高度医療、終末期医

療でも様々な医療者がひとりの患者に関

わるようになり、医師、看護師、薬剤師

だけではなく検査技師、介護士、作業療

法士、社会福祉など医療に関わる職種が

関連しあい、それぞれの専門性が活かさ

れる「協働」が必要であり、チーム医療

という言葉が使われているが、現実はそ

れぞれ異なる背景で教育を受け、異なる

専門力をもつ職種が「チーム」を構成す

るには難しい。しかし患者中心医療を実

践するためには共通の教育が必要であり、

これも教育目標になっている。 
当会の方針は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

考えその検査技師としての自己学習を基

本とする全人教育であると共に、臨床検

査技師の人材育成は卒前、卒後を通して

欠かすことのできない考えである。 
当会は昭和27年に創設され今日還暦を

迎えるにあたって記念講演会のテーマで

ある「医療国際化時代の医療人育成」は

相応しいと思われた。  【才藤純一】

 
                             
 
 
 
 
 
医療安全管理者研修会が平成 23 年 11

月 13 日(日)秋葉原 UDX GALLERY にて

開催された。 
今回の研修会の構成は、前半で医療安

全の基礎を学び、後半で医療安全の新た

な課題として放射線、大災害を取り上げ

た。 

   
第 1 講は、『我が国の医療安全施策の動

向』と題し、厚生労働省 医政局総務課医

療安全推進室の初村恵氏が講演された。

直近の話題としては、平成 23 年 4 月に閣

議決定された「規制・制度改革に係る方

針」を踏まえ、8 月より「医療の質の向上

に資する無過失補償制度等のあり方に関

する検討会」の開催が説明された。 
当検討会は、患者・家族(遺族)の救済及

び医療関係者の負担軽減の観点から、医

療の質の向上に資する無過失補償制度等

の在り方や課題について幅広い検討を行

うことを主旨とし、補償水準、範囲、申

請、審査、支払、管理及び負担等の仕組

みの在り方や医療事故の原因究明及び再

発防止の仕組みの在り方、訴訟との関係

当について検討を行っているとしていた。 
第 2 講は、『ヒューマンエラーは、なぜ

起こる？どう防ぐ？』と題し、産業技術

総合研究所 デジタルヒューマン研究セン

ター中田 亨氏が講演された。氏は、ヒ

ューマンエラーによる事故を起こさない

ための能力として「異常検知能力」「異常

源逆探知力」「確実実行力」の三つを挙げ

られた。三つの能力のうち異常探知能力

が最も優先度が高く、異常に気付く能力

のことであり、この能力を強めるには「ゾ

ーニング」「なぞらえ」「ポップアウト効

果」を使うことが定石であるとし、事故

が起きている職場は、事故につながる異

常を早い段階で気付く事が出来ないとい

う欠陥を抱えていると指摘された。 

第 3 講は、『リスクマネージャーサポー

トツール』と題し、東京海上日動メディ

カルサービス社 山本貴章氏 が講演され

た。氏は、リスクマネージャサポートツ

ール 4 点を紹介され、一つ目は、採血時

の RSD や CRPS の話題であった。裁判に

おいては「予定通り採血出来なかった」

「注射途中で痛みの訴えがあった」とい

う二つが過失ポイントであり、採血中の

事故に際した具体的なプロトコルの作成

が重要であると述べられた。二番目は、

患者取り違えを実例分析をもとに解説さ

れた。三番目は、アラームに関する事故

事例であった。アラームに関しては、不

適切な設定やアラームに対する感受性の

問題を取り上げ、MAC チーム(Monitor 
Alarm Control Team)の事例を紹介され

た。最後に「セクハラですか？」と題し、

生理機能検査でおこりがちな事例を紹介

された。超音波検査に関する説明ポスタ

ーを示され、事前の説明が重要であるこ

とを示されるとともに、検査中の患者と

の人間関係の重要性をのべられた。 

 

日本臨床衛生検査技師会創立 60 周年記念講演会                    平成 23 年 11 月 11 日 

医療国際化時代の医療人育成 

 

平成 23 年度医療安全管理者研修会＜東京会場＞                    平成 23 年 11 月 12 日 

基礎と新たな課題＜大規模災害・放射線＞ 
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 第 4 講は、『甲状腺専門医から見た原発

事故』と題し、武市クリニック院長 武

市宣雄氏が講演された。氏は、1986 年に

発生したチェルノブイリ原発事故を研究

され、本年 3 月 11 日に発生した福島原発

事故を甲状腺専門医という立場から分析

された。 
 福島原発事故の甲状腺に関して予測さ

れる良い面と悪い面を比較表を用いて解

説され、日常診療で行われている甲状腺

疾患診断法とともにまとめられた。また、

今後の日本での原発事故発生時の周辺病

院の対応と、放射線被ばく保護対策を甲

状腺を例として述べられた。 
最後に、「原発に携わる人たちがチェル

ノブイリを他人事とみなして、安全対策

を怠っていたとしたら、許されないこと

である。しかしおきてはならない事故が

日本でも起こった以上、隠すことなくす

べての原発情報を公開して、今後の糧し

ていただくことを切望するる」と締めく

くられた。 
第 5 講は、『災害時の医療供給体制につ

いて ～首都直下型を想定して～』と題

して、東京医科歯科大学大学院医療政策

学講座河原和夫氏が講演された。 
 同氏は、首都直下型地震を、GIS(地図

情報システム)を用いて地域的・経時的な

医療・介護の需要を算定され、それに対

する医療・介護の供給体制を研究されて

いる。 
 東京都では、急速な高齢化を迎える事

態が予想されることから、地震発生が将

来にずれ込むほど介護需要は著しく増大

することに警鐘をならされた。 
また、復旧・復興体制等の問題は、医

療・介護を含めた被災者の生活再建に大

きな影響を与えることとなる。さらに、

被害を抑えるためには、平時から企業な

どが先頭を切って作成している BCP(事
業継続計画)を医療機関でも策定していく

必要があると述べられた。 

 

    
 
医療安全管理者研修会は、今後も日臨

技の政策研修会として継続して開催され

る。「賢者はその大なる者を識し、不賢者

はその小なる者を識す。文武の道あらざ

ることなし。夫子焉にか学ばざらん。而

してまた何の常師かこれあらん」が生涯

学習である。「賢者のその大なる」に触れ

る機会としていただきたい。 
【町田幸雄】

 
 
 
 
 
 
 
平成 23 年 11 月 18 日(金)、岡山市にお

いて、「臨床検査医学のミッション&チャ

レンジ」をテーマに、第 58 回日本臨床検

査医学会学術集会が開催された。同集会

のシンポジウムには、日本臨床衛生検査

技師会代表として各種認定制度担当の長

迫哲朗常務理事がシンポジストとして参

加した。 
 シンポジウムは、「臨床検査技師認定制

度の現状と今後」と題し、座長に帝京大

学溝口病院水口國雄氏と千葉科学大学大

学院三村邦裕氏があたった。 
シンポジストと各氏のテーマは、 

◇「日本臨床検査同学院が主催する認定

試験について」：千葉科学大学大学院三村

邦裕氏 
◇「遺伝子分析科学認定士制度と遺伝子

関連検査の標準化」：東海大学医学部宮地

勇人氏 

◇「日臨技における臨床検査技師認定制

度の現状と今後」：日本臨床衛生検査技師

会長迫哲朗氏 
◇「臨床検査技師認定制度の現状と今後

(病理検査技師の立場)」：順天堂大学練馬

病院青木裕志氏 
◇「臨床検査技師認定制度の現状と今後

(日本臨床細胞学会の立場)」：サイパソリ

サーチセンター畠山重春氏 
であった。 
シンポジウムは、5 名のシンポジストが

それぞれの立場で 18 分間の発表を行い、

全員発表終了後、フロアーを交え 10 分間

のディスカッションをおこなった。 
また、座長指名で兵庫県常磐大学の坂

本氏より、アメリカ国内における臨床検

査技師制度ならびに認定についての報告

がなされた。 
総括での問題点としては、同種類の認

定試験を数団体が実施しており、一元化

する事が出来ないのかと意見を述べたが

結論には至らなかった。 
一方、日臨技が独自に構築した「認定

総合管理技師制度および認定総合監理技

師制度」については、賛同の意見が述べ

られ、運用開始が待たれるところである。 
このシンポジウムでは、それぞれの団

体が臨床検査技師の認定制度に関する意

見を述べ合ったが、現在 7 団体で構成さ

れている当会の認定機構に、より多くの

学会・団体が加盟していただき、将来的

には機構が全ての認定を取り扱うように

なれば、認定制度は診療報酬にも影響を

及ぼす可能性も出てくるものと感じられ

た。以下に、今回の発表要旨を記載する。  
【長迫哲朗】

 
日臨技における臨床検査技師認定制度の現状と今後 

 
【はじめに】 

 認定機構は、日本臨床検査医学会、日

本臨床検査同学院、日本検査血液学会、

日本サイトメトリー学会、認定輸血検査

技師制度協議会、認定臨床微生物検査技

師制度協議会及び日本臨床衛生検査技師

会の 7 団体で構成され、各団体がそれぞ

れでの領域の認定を行っている。 
【日本臨床衛生検査技師会認定制度の成

り立ちと現状】 
 当会の認定制度は臨床検査技師の各専

門領域の質を担保するとともに第三者か

ら認定を受けることにより専門臨床検査

技師として価値と評価を受けるべく日臨

技生涯教育制度の専門課程の延長線上に

位置する制度として開始した。 
 平成 18 年度に認定一般検査技師制度か

ら始まった日臨技認定センター試験は 6
年目を迎えたわけであるが、平成 21 年度

までの合格者数は 277 名(合格率 61.７％)
となっているが、合格率は毎年減少傾向

にある。 
平成 22年度には第 1回目の更新を行っ

た(更新対象者 115 名、更新申請者 96 名、

申請者全員更新)。 
認定心電検査技師制度は平成19年度か

ら開始したが、毎年 100 名を超える受験

者があり合格率は8割近くとなっている。 
臨床染色体遺伝子検査師も平成19年に

開始したが、平成 21 年度から染色体と遺

伝子を分離し試験を行っている(当日は平

成 22 年度までの数値を発表している)。 
＜平成 21 年度までの受験者・合格者＞   
◇認定一般検査技師：受験者総数 449 名、 

合格者数 227 名、合格率 61.7％ 
◇認定心電検査技師：受験者総数 407 名、 

合格者数 325 名、合格率 79.9％ 
◇臨床染色体遺伝子検査師：受験者総数  
40 名、合格者数 36 名、合格率 90.0％ 
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臨床検査技師認定制度の現状と今後 
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【今後の課題】 
1 認定制度の統一化の必要性 
認定遺伝子・染色体検査師について見

てみるとこの領域に従事する技師数は少

ないが、日臨技のみならず関連学会での

認定試験がそれぞれ実施されており、今

後、一本化を図る必要があると考える。 

2 新規認定制度 
職能団体である日臨技として臨床検査

技師の人財育成の視点からも重要な役割

を持つと考えられる「総合監理技師制度」

の運用について等を検討している。 
【まとめ】 
 臨床検査技師の各種認定は単なる資格

の取得ではない。 
臨床検査を業とする技術者としての責

任、職能組織としての責任、臨床検査技

師としての評価を通じ、診療報酬へ反映

させるようにしなければならないと考え

る。          【長迫哲朗】

 
 
 
 
 
 
認定心電検査技師制度第 5 回認定試験

が平成 23 年 11 月 20 日(日)午前 9 時 30
分より、日本教育会館において実施され

た。今回の受験者数は 185 名を数え過去

最高の受験者数となった。 
試験は 9時半から 10分間のオリエンテ

ーションを行った後、9 時 40 分から 50
分間のビデオによる指定研修で始まった。

休憩をはさみ筆記試験 Ⅰ(25 問)を 60 分

間、休憩 15 分をはさみ、筆記試験 Ⅱ(25
問)を 60 分間行い予定通り午後 1 時には

全ての試験を終えた。 
試験後、受検者からは心電図判読等問

題より基礎知識の問題にてこずった旨の

話が聞かれた。 
国家資格が最大の資格であるが、臨床

検査領域の進歩に呼応してこれらに関す

る臨床検査の健全な発展・普及を促進す

るとともに、有能な検査技師の養成を図

り、国民により良質な医療を提供するこ

とを目的としており、多くの会員がスキ

ルアップを図ることを希望する。 
認定一般検査技師制度認定試験は11月

27 日(日)日本青年会館において、また、

同日、認定臨床染色体遺伝子検査師制度

認定試験を日臨技会館において実施する

予定である。      【長迫哲朗】

  
 
 
 
 
 

手話との出会い 
手話を始めて 9 年目となります。私が

手話を始めたのは、生理検査に配属にな

り一人の聾者(ろうしゃ)の呼吸機能検査

に携わったのがきっかけです。それまで

は、「聞こえなければ筆談で解ってもらえ

る」などと安易に思っていました。 
しかし、通訳の方が医療の言葉を苦労

して伝えようとされている姿を見て、自

分でなんとか伝えたいと思うようになり

ました。 
 山口県手話通訳問題研究会医療班

と「ポケットコミュニケーション」

の発刊 
 2006 年、周りの通訳者や聴覚障害者

の要望をうけて、山口県手話通訳問題研

究会に所属している医療従事者 6 名が中

心となり医療班を立ち上げました。それ

までも、聴覚障害者への事業としてイベ

ントでの健康診断等を開催していました

が、医療班立ち上げを機に、その年の医

療関係の情報をリアルタイムに聴覚障害

者、通訳者に提供する目的で定期的に研

修会等を開催することにしました。それ

と同時に運営委員会にも参加することで、

多くの情報を得る機会ができました。 
障害者の中では、「聴覚障害が一番見た

目でわかりにくいこと、聞こえないこと

から情報保障が必要なこと、言葉で説明

ができないのでコミュニケーションがと

りづらく支援が必要なこと、聞こえる人

が当たり前に成長する中で自然に身につ

く文章の構成が困難なこと、そして、聞

こえないことを理解しないとなかなか受

け入れてもらえないこと、また、聴覚障

害者を取り巻く社会もさまざまに変化し

てきていること」等が問題です。 
その聴覚障害者が最も苦手としている

のが、医療現場です。難しい医療用語と、

一方的に専門用語を使って説明する医療

関係者などは、聞こえる人でも理解する

のはなかなか困難です。どれだけの人が

本当に理解できているのでしょうか。こ

の、難しい医療現場では、聴覚障害者に

多くを求めるのは困難ですが、もし医療

従事者の一人ひとりが聞こえない立場を

理解して動くことができたら、ほんの少

しの心遣いで聞こえない人の受診をスム

ーズにできたら－そんな思いで約 2 年を

かけて「ポケットコミュニケーション」

という小冊子を作成し、今年 5 月に発刊

いたしました。 
「聞こえないということはどういうこと

なのか、補聴器の役割は何なのか、大き

な声を出して話すこと、長い説明文を見

せることで本当に伝わるのか」等につい

ても解説しています。 
決して手話を覚えることが目的ではあ

りませんが、最初のきっかけは、手話や

手真似、身振りで聴覚障害者がコミュニ

ケーションを取りたいという意識になる

よう簡単な手話を掲載しました。白衣の

ポケットからいつでも取り出せるサイズ

で、よく使う言葉を書き込むことが出来

る等の工夫をこらした、有効に活用出来

るポケットブックです。今回の出版に当

たり、地元紙の山口新聞にも掲載され、

県内の薬局や医療施設からも多くの問い

合わせをいただきました。 
障害者を取り巻く社会の変化 

 2006 年 12 月の国連総会で、「障害者権

利条約」が採択されました。日本では、

同年6月にはすでに、「障害者自立支援法」

が施行され、前年の衆議院可決成立前よ

り多くの障害者団体からの反対運動が起

こっていました。施行後はさらに、「自立

支援法訴訟」の動きが強まり、2008 年 10
月には全国 8か所の地裁で、原告 30人が、

障害を個人の責任に帰する如く負担を強

制する支援法は憲法に反するとして一斉

提訴しました。 
しかし、2009 年 8 月には政権交代、つ

まり支援法に反対の民主党政権となった

ことにより、訴訟解決への動きがはじま

り、2010 年 1 月に、「障害者自立支援法

違憲訴訟基本合意」が結ばれました。 
同時に、2009 年 12 月には、「障害者権

利条約」の批准に向けた国内法の整備、

この基本合意が重要な公文書であること

の認識を前提に、内閣総理大臣を本部長

とする「障害者制度改革推進本部」が設

立されました。 
この合意文書の前文には、「国 (厚生労

働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福

祉施策を、障害のある当事者が社会の対

等な一員として安心して暮らすことので

きるものとするために最善を尽くすこと

を約束した」とあります。 
障害者制度改革推進本部では、障害当

事者また関係者が過半数を占める制度改

革推進会議での議論を元に、障害者基本

法改正、障害者自立支援法に変わる総合

福祉法(仮称)の制定、差別禁止法の制定に

向けた議論が行われています。 
そして、障害者基本法改正は今年 8 月

 

平成 23 年度認定試験                                平成 23 年 11 月 20 日 

認定心電技師制度 第 5 回認定試験 
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                 障害者福祉に関わって･･･ 
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に施行となり、その中で手話が言語とし

て認められていますが、そこには、「可能

な限り」という一文がついておりまだま

だ問題が残されています。 
 臨床検査の変化と今後の課題 
臨床検査業務は、過去には検体検査が

主流でしたが、生理検査部門の業務拡大

が続き、現在では、生理検査は検査技師

の重要な業務の一つとなっています。ま

た、検体部門においても、採血への業務

拡大、検査問い合わせ窓口の設置など患

者様との接点は広がり、検査技師の接遇

やコミュニケーション能力が重要になっ

てきています。 
1975年に国連総会で採択された障害者

の権利宣言には、「障害者は、そのハンデ

ィキャップと障害の原因、性質、程度の

いかんにかかわらず、同年齢の市民と同

一の基本的権利を有する」とされていま

す。これを臨床検査技師の業務に当ては

めてみると、障害者に対しても健常者と

同じレベルの検査を提供する責務がある

と考えられます。同じレベルとは、たと

えば心電図の場合、単に心電図が記録で

きたということではなく、健常者には会

話により緊張をほぐし適切な指示により

正確で鮮明な記録ができるなら、聴覚障

害者にも同様にコミュニケーションを図

り緊張をほぐし的確な指示を行い同じ質

の記録ができてこそ臨床検査の専門家で

ある臨床検査技師が心電図検査を実施し

たといえるでしょう。 
検査実施担当者である技師が、聴覚障

害者に対して基本的な接し方や対応方法、

検査時のコミュニケーション方法を身に

つけることは社会に信頼される臨床検査

技師となるためにも重要です。しかし、

聴覚障害者への適切な接し方を習得して

いる検査技師は少なく、全く聞こえない

にもかかわらず、耳元で大きな声を出し

て説明したり、難解な文で筆談をしたり

する姿などに接することがあります。技

師会では、会員の技能向上のための研修

会等は積極的に行われていますが、コミ

ュニケーション能力を高めるための研修

は殆ど行われていないのが現状です。 
すでに、日本放射線技師会では平成 21

年 12 月に、「聴覚障害者のための放射線

部門におけるガイドライン」を作成して

います。検査技師会においても対応の指

針、また基本的な対応方法を示す基本的

な対応マニュアルを作成することは会員

の質的向上につながると考えられます。

そして生涯教育制度へ聴覚障害者等の障

害者への対応研修を組み入れ、障害者に

対して適切に対応できる能力を持つこと

は、一般の患者様への対応力も向上させ

ることにつながると考えます。特に声に

よるコミュニケーションが取りづらい、

また取れない聴覚障害を持つ患者様への

対応について学ぶことも必要ではないで

しょうか。 
 先日の日本臨床衛生検査技師会創立 60
周年において記念講演をされた吉岡先生

の著書の中には、「コミュニケーション力

が医療系の教育で重要な目標となってき

た」とあります。すべての人(障害がある

なしに関わらず)とのコミュニケーション

が図れるような取り組みをすることもこ

れからの医療にとっては必要と考えます。 
  尚、「ポケットコミュニケーション」

は山口県手話通訳問題研究会にて 1 冊

500 円で販売しております。この冊子に

関するお問い合わせ、ご注文は FAX にて

＜0836-51-4479＞までお願いいたします。

 
 
 
 
 
「国民医療推進協議会－受診時定額負担に反対する署名活動」の署名が 11 月 25 日迄に 
全国 69 都道県より 22,580 筆が寄せられました。 
早速、同協議会へ届けました。皆様のご協力に感謝申しあげます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国民医療推進協議会              平成 23 年 11 月 25 日 

受診時定額負担に反対する署名運動 

都道府県・他 筆 数 都道府県・他 筆 数 

北海道 1110 滋賀県 173

青森県 0 京都府 0

岩手県 534 大阪府 0

宮城県 931 兵庫県 961

秋田県 658 奈良県 560

山形県 349 和歌山県 278

福島県 821 鳥取県 287

茨城県 0 島根県 573

栃木県 386 岡山県 170

群馬県 467 広島県 0

埼玉県 1155 山口県 365

千葉県 1339 徳島県 0

東京都 382 香川県 0

神奈川県 1047 愛媛県 300

新潟県 48 高知県 800

富山県 380 福岡県 1280

石川県 0 佐賀県 215

福井県 510 長崎県 605

山梨県 948 熊本県 215

長野県 538 大分県 917

岐阜県 272 宮崎県 465

静岡県 1057 鹿児島県 140

愛知県 334 沖縄県 216

三重県 310 執行部・事務局 484


