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P1～P2 令和元年度認定認知症領域検査技師 日本認知症予防学会併設 JSDP技師講座開催報告 

P3 日臨技支部医学検査学会開催報告（３）【近畿支部】 

P4 2020年度日臨技臨床検査精度管理調査の募集内容が変更されました 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

 令和元年10月18日（金）～20日（日）に開催された第９回日本認知症予防学会学術集会に併設して10月20日

（日）にJSDP技師講座が開催され、認定資格取得者向けの「認定認知症領域検査技師資格更新のためのセミ

ナー」と資格未取得者に向けた「認定認知症領域検査技師資格取得のための技師講座」をそれぞれ行いました。

資格取得者対象のセミナーは「認知症への理解を深めるとともに、認知症患者への対応力向上を目指す」をテー

マに、資格未取得者対象者の講座は「認知症予防の正しい理解と認知症に関する基礎知識の修得」をテーマとし

ました。 

 それぞれの参加者より感想をいただきましたのでご紹介いたします。 

（担当理事：橘内 健一 ) 

令和元年度認定認知症領域検査技師 

片岡 絵美   
 10月20日（日）名古屋国際会議場にて日本認知症予

防学会併設 JSDP技師講座を受講しました。 

 私が認知症を深く知りたいと思ったきっかけは、検

査技師として患者さんへの対応はもちろんですが、家

族として、身近な人間への対応に少し戸惑いがあった

からです。 

 今回の講習では、まず認知症に対する一次予防・ニ

次予防について、生活習慣病にならない、早期に発見

するということの大切さと、三次予防である機能維

持、治療いうことについて講義していただきました。 

また、認知症ケアのポイントを具体的に教えていただ

き、これからのコミュニケーションに非常に役立つと

感じました。今回この講習を受け、検査技師として適

切な検査を行い、早期発見につなげることの重要さを

痛切に感じました。また家族としての対応も今まで以

上にスムーズに行えるように思います。 

 より一層疾患さんへの理解を深め、予防を啓発でき

るよう、また患者さんやその家族に寄り添えるような

知識を身につけていきたいと思います。 

出永 貴子  

 認知症への知識を深めたいと思い、今回JSPD技師講

座に参加させていただきました。講習会では、認知症

の予防とエビデンスに基づいたケア、概要や検査等、

ポイントを押さえた濃い内容で非常にわかりやすく、

改めて理解できてない自己課題も発見できました。 

 特に認知症の動向と施策では、国全体で認知症の方

や家族を支え、早期発見や悪化防止、予防の必要性が

理解できました。認知症の病態とケアの対応を知るこ

とで患者さんが安心して検査を受けられるよう対応に

活用したいと思います。 

 認知症は、とても奥が深く専門性を要求されるた

め、検査を正確に行い早期発見や治療に繋げるために

は、知識技術の向上は必須であることは言うまでもな

く、同時に尊厳あるひとりの人として、その方の気持

ちや想いを大切にし、丁寧に対応できるよう今後も継

続学習し、寄り添えるような技師を目指したいです。 
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猪俣 幸義  

 講座は１日で大きく２部構成になっており、午前中

が座学メインであり昼休みを挟んで午後は各班に分か

れての実習、ディスカッションがメインとなっていま

した。午前中の座学では認知症、認知機能障害、アル

ツハイマー病は明確に違いがあること、認知症の診断

基準に検体検査や画像診断は含まれていないこと、今

までは原因物質の一つであるアミロイドβ（以降 A

β）の測定は専門の医師と施設において被検者に負担

の多い脊髄液での測定であったが近年血液での測定の

技術が進んでおり、近い将来において血液検査でもA

βの測定法が確立できるかもしれないこと等の報告

や、認知症の予防の一環として臨床美術の講義があり

ました。臨床美術は、脳を活性化させ、高齢者の介護

予防や認知症の予防、改善等に効果が期待できる芸術

療法（アートセラピー）の一つで、講義の後には参加

者が実際に色鉛筆で臨床美術を実践、お互いに評価等

を行いました。 

 昼休みを挟んでの午後の実習では、ロールプレイか

ら学ぶ対応力向上の講義が２演題行われました。最初

のVTRでは、認知症と確定されていない被検者でも検

宮田 聖子  

 名古屋国際会議場で開催された日本認知症予防学会

併設JSDP技師講座に参加しました。毎回、新鮮なテー

マで勉強になります。午前中は、座学中心で認知症に

関する検査について勉強しました。日ごろ何気なく

使っている、アルツハイマー病、アルツハイマー型認

知症などの用語にも明確な定義があり、疾患を理解す

るためにも普段から使い分けすることが重要だと改め

て認識しました。また、臨床美術という認知症予防・

リハビリのためのツールもとても勉強になり、学生時

代に美術嫌いだった私でも、明日から楽しんで取り組

めそうだと思いました。 

 午後のロールプレイングや寸劇による講習では、グ

ループディスカッションを行いました。病院ごとに認

知症に関する検査の取り組み方は様々でしたが、皆さ

ん認知症に関して積極的に取り組もうという姿勢で、

私自身のモチベーションアップにもつながりました。

認知症が疑われる方にどうやって受診を勧めるのか？

という課題では班内で意見をまとめ切れませんでした

が、これからの日々の臨床の中で答えを探していきた

いと思いました。 

者の態度や対応によって検査の進み方や結果の如何ま

でもが大きく変わってしまうこと、それを防ぎスムー

ズな検査を行うためには検者として我々がどのような

準備をしておくべきか、またどのような対応が適切な

のかを各班で討議しあいました。結果として最も大切

なのはお互いのコミュニケーションであり、認知症疑

いの方では特に取り繕いや空返事等があるため、解っ

ているようでも不確かであったり、理解されていない

こともあるので、しっかりと見極めなくてはならない

こと、そのためにはできるだけハッキリと低めの大き

な声でゆっくり平易な言葉で検査の説明や進捗管理を

行うこと、そのうえで認知症疑いの被検者であっても

プライドがあり、必要以上の丁寧さは逆に失礼となり

検査が滞りかねないこと等を確認しました。 

 ２つ目のステージでの講師の寸劇は、質問者の縁者

に認知症の疑いがある場合、どのようにアドバイスし

たら良いのか、気軽に認知症の検査に来てもうらうた

めにはどのようなことをすべきか、というテーマでし

たが、ここでも様々な意見が出ました。討議では実際

に家族に認知症の方をお持ちの参加者もいて、実体験

を聞くことができたことは、この講座を受けて大変役

に立ったことの一つであると感じました。 

 これからより高齢社会となり高齢者が増えれば必然

的に認知症の方も増加していきます、認知症関連の勉

強は、これからの医療人にとって他人事ではないと私

は考えます。 

JSDP 技師講座（資格未取得者対象）  

テーマ：認知症予防の正しい理解と認知症に関する基礎知識の修得 
 

講演１ 認知症予防のエビデンス（第一次予防、第二次予防） 

 岡山大学大学院医歯薬額総合研究科脳神経内科学 講師 山下 徹 

講演２ 認知症のケアのエビデンス（第三次予防）  

東京慈恵医科大学葛飾医療センター神経内科 診療部長 鈴木 正彦 

認定認知症領域検査技師制度の規則改訂と試験について  

日本臨床衛生検査技師会 担当理事 橘内 健一 

知っておくべき認知症の概要（想定試験問題解説 1）  

認定認知症領域検査技師制度 試験 WG 委員 

知っておくべき認知症の臨床検査（想定試験問題解説 2） 

認定認知症領域検査技師制度 試験 WG 委員 
 

JSDP技師講座資格更新のためのセミナー  

テーマ：認知症への理解を深めるとともに、認知症患者への対応力向

上を目指す 
 

講演１認知症の検査に関するトピックス 

 東京大学医学部附属病院神経内科 岩田 淳 

認定認知症領域検査技師制度の規則改訂について 

日本臨床衛生検査技師会 担当理事 橘内 健一 

講演 2 認知症予防に関するトピックス -臨床美術の紹介も含めて- 

熊本第一病院 新屋敷 紀美代  

社会福祉法人三井記念病院 松熊 美千代 

ロールプレイから学ぶ対応力向上 -事例から学ぶ実際の対応を討論- 

（グループワーク、および各グループ発表）   

熊本第一病院 新屋敷 紀美代 

社会福祉法人 三井記念病院 松熊 美千代 

日本認知症予防学会理事・市立宇和島病院 高村 好実 

 JCHO 宇和島病院 原 正樹 
 

(敬称略） 
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学会長  岩井 宗男              

実行委員長 松井 まり子        温湖知新  ～ その先を見据える臨床検査  ～ 

 令和元年度日臨技近畿支部医学検査学会（第59回）

は、公益社団法人滋賀県臨床検査技師会が担当し、令

和元年10月26日（土）、27日（日）の両日にピアザ淡

海、コラボしが21において会員1,153名、学生・賛助

会員等を含めると1,610名の多数の参加のもと盛会裏

に終了することができました。 

 本学会テーマは「温（湖）知新～その先を見すえる

臨床検査～」、琵琶湖のある滋賀の地より、将来の臨

床検査の進む道を見極めるテーマといたしました。 

 学会内容は、一般演題146題、シンポジウム８、教

育セミナー11、特別講演２、R-CPC、学生フォーラ

ム、中高生支援事業、連盟企画でした。また、ラン

チョンセミナー13社、スイーツセミナー４社、機器試

薬展示27社、広告47社と賛助会員の皆様方から多数の

ご協力をいただきました。感謝申し上げます。 

 シンポジウム、教育セミナーでは本学会のテーマに

即した企画をしていただき、各会員が職場等で生かせ

るものでした。学生フォーラムは、学生さんと当会の

青年部会との交流もあり、組織力強化に向け意義のあ

る会でした。特別講演Iでは「自己と非自己の免疫

学：新しい免疫医療に向けて」と題して大阪大学免疫

学フロンティア研究センター特任教授の坂口志文先生

に免疫寛容の導入・維持機構に関する内容をわかりや

すくご講演いただき、拝聴した会員、学生等に免疫学

の臨床検査、基礎研究に対して、新たなる目標、希望

をいただきました。特別講演Ⅱでは「奇蹟のすぐそば

にいるということ～チーム医療で母子の命を守る～」

と題し、りんくう総合医療センター産婦人科部長の荻

学生フォーラムは満席 

先輩技師と学生たちが熱く語りあいました 

田和秀先生に産科緊急を取り巻くチーム連携等のご講

演をいただき、チーム医療には全員の目的意識の明確

化、各人が大事な存在であり、お互いが認め合い行動

することが、良い仕事につながることをお教えいただ

きました。先生がモデルになられたテレビドラマ「コ

ウノドリ」の一場面を思い出させる楽しさも含む講演

でした。日臨技企画は「教育制度の改革と臨床実習の

あり方」と題し、横地常広副会長、連盟企画は「臨床

検査の未来のために」と題し、京都府向日市の安田守

市長より将来を見据えた臨床検査について熱いご講演

をいただきました。皆様に御礼申し上げます。 

 最後に、準備、ご協力いただきました会員、賛助会

員の皆様、また、学会を盛り上げていただきました学

会参加者の皆様に篤く御礼申し上げます。 

各講演で熱く語られる先生方 

 

写真左上： 

特別講演Ⅰ 坂口先生 

写真右上： 

日臨技企画 横地副会長 

写真左下： 

連盟企画 安田市長 

写真右下： 

特別講演Ⅱ 荻田先生 

日臨技 学術奨励賞を受賞、

おめでとうございます。 

ますますのご活躍を！！ 
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（編集後記）今年も早いものでもう師走です。振り返えると、昨年と同様に仕事、仕事に明け暮れた年でしたと自

分への言い訳を考える月となりました。皆様も会報JAMTを読みながら今年を振り返ってみてください。 

 さて、今回は第９回日本認知症予防学会学術集会に併設してJSDP技師講座が開催され、参加された皆様の感想、

そして第59回日臨技近畿支部医学検査学会開催報告、2020年度日臨技臨床検査精度管理調査の募集内容について

と、皆様のお役に立つ様々な情報を掲載しておりますのでぜひ、お読みください。          （片山） 

 2020年度日臨技臨床検査精度管理調査の参加受付を2020年３月より開始いたします。本調査は昭和40

(1965)年より始まっており、2020年度には55周年を迎えます。順調に参加施設数を増やし、今では約4200施

設が参加される国内最大級の外部精度管理調査です。参加項目も臨床化学・血液項目以外にも、遺伝子検査

分野も含む臨床検査全般の広範囲の項目を有しています。また、本調査の参加により日臨技精度保証施設認

証制度への申請も可能です。 

 2020年度調査も昨年度同様に13コースを設けまして参加をお待ちしております。2020年度は遺伝子参加

コース「参加番号：７」の一部内容を変更しています。それに伴って「参加番号：13」も変更となります。

ご注意下さい。 

 また、2019年10月に消費税率は10％になりました。それに伴い当会の精度管理調査参加費を外税表記とし

ました。コース内容変更となりました遺伝子「参加番号：７」につきましては例年と調査項目が異なります

ので、お申込みの際はご注意下さい。 

 皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

★ 遺伝子参加コースの内容を変更しました  

★増税に伴い参加費を外税表記としました  

2019年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 

参加番号 実 施 項 目 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    

5 

輸血Ｂ（輸血すべて）      

（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験管

法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           

7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  

8 生 理 

9 細 胞 

10 病 理 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 

12 １１＋６ 

13 １１＋７          

2020年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 

参加番号 実 施 項 目 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    

5 

輸血Ｂ（輸血すべて）      

（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験

管法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           

7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  

8 生 理 

9 細 胞 

10 病 理 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 

12 １１＋６ 

13 １１＋６＋７          

2020年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 参加費 

参加番号 実 施 項 目 税抜 
2019年度 

8％税込 

2020年度 

10%税込 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） ¥22,222 ¥24,000 ¥24,444 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） ¥3,704 ¥4,000 ¥4,074 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

¥22,222 ¥24,000 ¥24,444 
（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    ¥13,889 ¥15,000 ¥15,278 

5 
輸血Ｂ（輸血すべて）      

¥16,667 ¥18,000 ¥18,334 
（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験管法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           ¥11,111 ¥12,000 ¥12,222 

旧 7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  ¥25,926 ¥28,000 ¥28,519 

新 7 遺伝子Ｂ（HCV定量、HBV定量）  ¥14,815 ¥16,000 ¥16,297 

8 生 理 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

9 細 胞 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

10 病 理 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ ¥51,852 ¥56,000 ¥57,037 

12 １１＋６ ¥59,259 ¥64,000 ¥65,185 

13 １１＋６＋７          ¥74,074 ¥80,000 ¥81,481 


