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深澤恵治 

P1 疑義解釈により『聴力検査』の業務内容が明確化！ 

『聴力検査』に自覚的聴力検査、他覚的聴力検査及び行動観察による聴力検査が含まれる 

P2～P3 平成30年度初級・職能開発講習会を各地で実施 

P3～P5 全国「検査と健康展」2018 各地からの報告 第４回 
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常務理事 丸田 秀夫 

耳鼻科領域の業務範囲拡大については日本耳鼻咽喉

科学会、日本言語聴覚士協会との連携のもとに平成28

年より三者会議において検討を重ねてきた。当会から

の聴力検査等についての業務範囲拡大と、日本言語聴

覚士協会からの平衡機能検査等の業務拡大について、

三者で合意書を交わし、厚労省をはじめとする関係各

所との調整を行ってきた（JAMTマガジン2017 3月号に

詳細掲載）。 

臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24

号) 

第１条 第16号に規定する聴力検査 
 

聴力検査（気導により行われる定性的な検査であって次に掲

げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたものに限

る。） 

イ 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの 

ロ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの 

ハ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの 

ニ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの 

 その結果、当会からの要望については、現在、臨床

検査技師が行うことができる、“聴力検査”の中に自

覚的聴力検査、他覚的聴力検査及び行動観察による聴

力検査 が含まれるとの解釈を得ることができた。具

体的な検査の例を以下に示す。 
 

自覚的聴力検査 

・標準純音聴力検査、自記オージオメーターによ

る聴力検査 

・標準語音聴力検査、ことばのききとり検査 

・簡易聴力検査  等 
 

他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査 

・鼓膜音響インピーダンス検査 

・チンパノメトリー 

・耳小骨筋反射検査 

・遊戯聴力検査 等 

 今回の疑義解釈により、左記、耳鼻咽喉科領域の生

理学的検査が、法的に臨床検査技師が行うことができ

る検査であるとの判断を得ることができた。関連業務

に従事する会員においては、法的に認められた臨床検

査技師の業務として積極的に関与していただきたい。 
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行い、代表者がプレゼンします。さらに、当会で昨年度

より運用を始めたeラーニングの説明やコンテンツ内の

「医療人・職能人スキル」も講習会内で紹介していま

す。 

県内同世代の会員が集い、10年後、20年後の臨床検査

のあり方について熱い議論が展開されています。自施設

の実情を意見交換し、問題点を抽出し、改善（夢）に向

かって何が必要か。明日から自施設でどう取り組むか。

真剣に議論していただく、有意義な企画となっていま

す。 

本講習会は各日臨技支部並びに都道府県技師会にご協

力いただき、これまで平成29年度12会場、平成30年度11

会場で開催（開催予定含む）しました。会員一人一人が

今後の臨床検査のあり方について考え、実践できる臨床

検査技師の育成を目指して来年度も実施を予定しており

ます。 

（代表理事副会長 横地 常広） 

政府が進める「地域完結型医療」の担い手として、

我々、臨床検査技師も多様なニーズに対応できる人材育

成に取り組む必要があります。当会では、入職後の早い

段階から臨床検査と医療を取り巻く環境の変化等を的確

に把握し、時代を先取りできる医療人、職能人としてス

キルアップを図っていただくため、卒後３年から10年の

若手会員を対象とした「初級・職能開発講習会」を３年

間の継続事業として実施しています。 

本講習会は会長講話で「医療情勢や検査技師の方向性

について情報を知ることや職能団体として法改正、業務

拡大等を推進する組織強化の重要性」を、基調講演で

「患者本位の医療を担うメディカルスタッフの一員とし

ての資質を養うために何が必要か」を伝え、その内容を

もとにグループワーク行います。グループワークでは①

スタッフの意識改革と組織強化への取り組み②業務体系

の変革（受動態から能動態へ）③生涯教育の意義とあり

方の３つからグループごとにテーマを選択、意見交換を

清水 みゆき:大垣市民病院 (平成30年4月岐阜会場） 

 この度、岐阜県臨床検査技師会主催の初級・職能開発

講習会に参加いたしました。私は入職５年目ですが、今

回のような職能に関する講習会に参加することは初めて

で、非常に興味深く講習会を聴講しました。 

 会長講話の「医療現場が求める臨床検

査技師像」（深澤専務理事が代理講演）

について、私たちの医療業界を取り巻く

環境について学び「これから10年先の未

来の医療について、どうなるのか？」

「現状維持ではなぜダメなのか」日ごろ

の臨床検査の業務を行う上では、全く考

えることのなかった、医療人としての私

について深く考えさせられました。 

 また、横地常広副会長の「医療現場が

求める臨床検査技師の育成」について

は、AIにより消える職業として、私たち

臨床検査技師がどの位置にいるのか。な

ぜその位置にいるのか。様々な視点から

解説していただき「私自身にできること

は何があるのだろう？」「そんなことも

臨床検査技師は可能なんだ」と新たな発

見がありました。 

 後半のグループワークでは、いろいろ

な専門、他施設の同世代の６人で、３つ

のテーマから自由に選択し、最後に発表を行いました。

私は、生化学・免疫検査を担当していますが、生理検

査、病理検査、細菌検査と違う分野の担当の方もみえ

て、違った視点からの意見を聞くことができ、情報共有

の大切さを感じました。 

 その中で、私たちのグループは「意識改革と組織強

化」について話し合いました。コミュニケーションをと

ることで、他職種との連携もうまくいく。そのためには

どのようなことが必要かプレゼンを行いました。その他

会長講話 

（深澤専務理事） 

基調講演 

（横地副会長） 

グループワーク 

のグループも、コミュニケーションの重要性について発

表があり、私たちの悩みはみんなとも共通している、知

恵を集結すれば問題解決の糸口が見えてくると感じまし

た。 

 初級・職能開発講習会、初めは全く何をするのか見当

もつきませんでしたが、受講してみて、私たち臨床検査

技師は職能人であって、技量（スキル）の向上は基よ

り、将来に向かって輝くためには、多様なニーズに対応

できる臨床検査技師であること。またそれを自覚するこ

とが必要だと感じました。 

高橋 朋子：日本医科大学付属病院  

（平成30年11月東京会場） 

 今回、初級・職能開発講習会に参加し、現在の医療情

勢から臨床検査技師の現状、医療現場に求められている

検査技師について考える良いきっかけになりました。医

療業界に限らずAI化が進んでいる昨今、採血や超音波検

査等、これまで人の手でやるという意識の強かった検査

でさえAI化されつつあるという現状は衝撃的で、これま

でのように検査室内で真面目にコツコツと仕事をしてい

るだけではいけない時代に来ているのだと痛感しまし

た。また、実際に訪問医療を行う検査技師の話を聞き、

病院内での検査技師の存在意義について考えるきっかけ

になったのと同時に、検査技師としてまだまだできるこ

とは沢山あると気付かされました。 

 一人一人が検査技師の未来について考え行動するこ

と。今、一歩踏み出すことが大切なのだと感じました。 
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藤森 祐多:慶應義塾大学病院 (平成30年11月東京会場） 

 今回の講習会を受けて、とても良かったと思っていま

す。 

 宮島会長と横地副会長から日常業務を行っているだけ

は聞くことのできない、医療情勢や今後求められる臨床

検査技師像についてお聞きし、今後の自分の理想像につ

いて自分自身で考える機会を得ることができました。ま

た、グループワークでは様々な施設で働いている皆さん

とのコミュニケーションによって、職場に対する問題意

識や今後の臨床検査技師像について考えを共有し、職場

は違っても同じような思いをもって臨床検査業務を行っ

ているということも確認できました。 

 今後もこのような講習会があれば参加して、臨床検査

技師同士、刺激し合い、成長できる機会を大切にしてい

きたいと思います。 

遠藤 麻美：公立学校共済組合関東中央病院 

（平成30年11月東京会場） 

 私は日頃、生理機能検査室で患者さんと直接関わって

います。 

 今回、「初級・職能開発講習会」に参加し、将来の臨

床検査のあり方について改めて考える良い機会となりま

した。会長と副会長の講演ではAIの導入により減少して

いくとされる検査業務に対して臨床検査技師としてどの

ように携わっていくか、多職種連携医療の実践のために

は思っていた以上に技術や知識が必要であることに気付

きました。また、専門的な知識や技術はもとより、検査

室の中にとどまらず多能性としてどのように患者さんと

関わっていくのか学びました。 

 グループディスカッションでは「スタッフの意識改

革」について議論しました。各々の施設の同世代の技師

の悩みや考えを聞ける貴重な経験になりました。このよ

うな他施設の技師の方と交流できる機会があれば今後も

参加していきたいです。 

 これからは検査のプロフェッショナルとして高い専門

性を目指し、更にチーム医療の一員として飛躍したいと

感じました。 

写真左：宮島会長講話 

写真下：グループワーク後の発表 

11月 10日（土）家族

連れや買い物客で賑わ

うJR浦和駅西口コルソ

１階 コルソ通りにて平

成30年度全国「検査と健康展」（埼玉会場）を開催し

ました。内容は、骨密度測定、血管年齢測定、検査相

談、乳がん触診検査体験を行い、今年も鼻腔検体採取

モデルを使用した、検体採取体験と臨床検査技師が鼻

腔からの検体採取をできるようになったことを再度PR

しました。 

当日は秋晴れの最高の天気と新聞の折込チラシのお

かげで、開始前から長蛇の列となり、その列は途切れ

ること無く、終了の16時まで続きました。来客数は約

480名を超え、大変盛況でした。イベント来場者から

は「昨年も測定してもらって良かったので、今年も来

ました」「とても親切な先生に相談できて良かった」

等、多くの感謝の言葉をいただきました。 

大きなトラブルもなく、終える事ができたのも臨床

検査専門医会からお越しいただいた佐藤先生、山本先

生と当日運営スタッフ34名の皆様のお陰だと思いま

す。ありがとうございました。 

（埼玉県臨床検査技師会 濱田 昇一）  

 石川県では11月10日

（土）に「検査と健康展」

をぷち健康チェックと

題し、アピタ松任店にて開催しました。昨年とは異なる

地区で開催し、ショッピングにいらした方を対象とし

て行いました。昨年同様に宣伝等は行わなかったにも

かかわらず、234名という多くの方に参加していただく

ことができました。 

 受付と同時に臨床検査技師紹介資料を配布し、骨密

度、物忘れチェック、肺年齢、体組成、血管年齢の検査

を行い、それらすべてに検査説明を実施しました。ま

た、通りに面した場所で臨床検査技師紹介のDVDを視聴

できるようにし、会場を囲うパネルに臨床検査技師紹

介の掲示をすることで、通行人にも臨床検査技師を

知っていただけるよう工夫しました。 

 平均年齢64歳、最少年齢26歳と、幅広い年代の方に健

康および検査に対して興味を持っていただくことがで

き、スタッフは忙しく大変でしたが充実した活動とな

りました。 

（石川県臨床衛生検査技師会 木村 由） 
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 11月10日(土）に「検

査と健康展」を廿日市

市市民ホールにて開催

しました。毎年恒例と

なった血管年齢、肺年齢、骨密度測定、簡易血糖検

査、認知症スクリーニング（物忘れ相談プログラ

ム）、無料検査相談、エコー検査や顕微鏡を使った

キッズ検査体験を行いました。 

 物忘れ相談プログラムは昨年より受験者数が増え、

認知症に対する社会の関心が高まっているからではな

いかと考えられます。さらに、平成30年７月豪雨災害

において広島県臨床検査技師会がDVT検診を行った活

動を紹介したポスターを作成し、DVT検診体験を行い

ました。こちらも好評で行列ができるほどでした。 

（広島県臨床検査技師会 中島 静） 

全国「検査と健康

展」2018宮崎を11月10

日（土）宮 崎 イ オ ン

モールイオンホールに

て開催しました。 

 企画内容は、子供も大人も楽しく体験できる構成に

しました。①みんなでできる心肺蘇生法（宮崎ICLS普

及委員会）②臨床検査体験コーナーは、肺年齢検査、

ABI（血圧脈波検査）、ヘモグロビン推定値測定③が

ん予防啓発（がん細胞標本、パネル）④医師による健

康相談コーナー⑤栄養相談コーナー（栄養士会より２

名管理栄養士派遣）⑥モニターでの臨床検査技師の仕

事の紹介等で構成しました。 

 アンケートでの「イベントの満足度」は、大変満足

または満足が94.3%と高く、来年度に向け、誰でも参

加できる楽しい検査と健康展にしていきたいです。 

（宮崎県臨床検査技師会 神田 一夫）  

 全国「検査と健康展

in  Ibaraki」をつくば

国際会議場で開催しま

し た。サ ブ テ ー マ を

「認知症 正しく知っ

て 互いに和やか」と

し、150名を超える市民に来場いただき、健康増進へ

の関心を高めるイベントとなりました。ヨガやフラダ

ンスの体験コーナーは、楽しみながら自分のペースで

できる健康な身体作りとして、毎年人気が高まってお

り参加者も増加しています。 

（茨城県臨床検査技師会 赤津 義文）  

 今回、「検査と健康

展」を開催したショッ

ピングプラザエルパは

福井県嶺北地方にあり、国道８号線沿線に面してお

り、JRの駅からは離れているため、来場者のほとんど

は車かバスといった環境にあります。 

 高校生をタ－ゲットとして心電図や超音波、尿検

査、血液型検査を体験し、少しでも臨床検査技師に興

味を持ってもらえればと思い企画しましたが、PR不足

からか叶いませんでした。しかし、小学生のお母さ

ん、お父さんがたくさん参加され、熱心に体験されて

いました。会場の選定や効果的な広報の仕方、開催時

期を考慮しつつ来年度に繋げていきたいと感じまし

た。 

（福井県臨床検査技師会 加藤 幸久） 

 今回の「検査と健康

展」は会場に近くに商

業施設があったこと

と、事前のパンフレッ

ト配布等のPR効果があったためか、250名という多く

の市民が来場されました。しかし、来場者の多くは生

理検査が目的で、待ち時間が長くなり、待てずに帰ら

れた方もかなりおられたようで、待ち時間の対応が今

後の課題となりました。 

 また、今回の会場は広さがバスケットコート１面程

度で狭いことが危惧されましたが、各ブースの配置が

よかったためか例年、来場者が少ない病理や一般の

ブース等にも多くの市民が訪れ、臨床検査のアピール

ができました。 

（長崎県臨床検査技師会 望月 哲朗） 

 平成最後の「検査と健

康展」を11月11日（日）

にイオン南風原店にて開

催しました。当日は、理

事を中心に32名が実務員で参加し、昨年同様ショッピ

ングセンターとタイアップすることで、来場者も多く

（600名）、準備した配布資料は13時前には無くなる

ほど盛況でした。親子連れも多く、中には臨床検査技

師を目指す小学生もおり、母親共々熱心に説明を聞

き、エコー機や顕微鏡を興味深く見ていました。SAS

コーナーでは多くの方がビデオに真剣に見入っていま

した。また、毎年このようなイベント（骨密度測定

等）をやって欲しいとの意見も多く聞かれ、今後もこ

のような企画を通して臨床検査技師の認知度向上及

び、人材発掘に寄与できればと思います。 

（沖縄県臨床検査技師会 運天 芳浩）  



Vol.25No.3                会報JAMT ホームページ掲載                   平成31年2月1日号 

（編集後記）梅のつぼみも膨らみ、気がつけば立春を迎えます。平成30年度も終わりに近づくとともに、平成という時代

も終焉を迎えようとしています。TVでは平成をふり返る特番が流れ、過ぎ去りし時代を懐かしんでいます。 

 この業界にとっても正に激動の時代であったように思います。先日の安倍首相の施政方針演説成長戦略「第４次産業革

命」の中では、人工知能(AI)、ビッグデータ、IoT、ロボット等のイノベーションを取り上げ、今後、グローバルスタン

ダードに則って、コーポレートガバナンス改革を進めると明言しています。臨床検査業界も次期戦略を早急に練らなくて

はなりません。10年後、20年後の変化を見据えた当会のありたい姿を現実なものとする準備を早めているところです。立

春を機に決意を新たにしたところです。                                (滝野) 

 第５回宮城県臨床検査

技師会「検査と健康展」

を11月17日（土）イオン

モール富谷にて開催しま

した。検査体験コーナーでは頸動脈超音波検査、血管

年齢、肺年齢、骨年齢の各検査、ストレスチェック、

物忘れ相談プログラムを実施し、臨床検査技師による

説明を行いながら、検査を体験していただきました。

検査専門医による検査説明相談コーナーにも、臨床検

査技師が交代で入り、検査説明について学ぶ機会とな

り、参加スタッフにとっても貴重な経験になったと思

います。 

（宮城県臨床検査技師会 小野寺 佳子） 

 11月17日（土）津田沼

モリシアホールにて全国

「検査と健康展in Chi-

ba」を開催し、各種検査

の他、医師による検査説明・相談を行いました。地元

の習志野市HPへの掲載や新聞への折込広告を行った結

果、来場者は昨年より増加しました。実血管年齢測定

（CAVI）、肺年齢測定、骨密度測定、皮下脂肪測定、

貧血検査を行い、来場者の95％は「満足」と答えてお

り、継続を望む声も多く聞かれました。地道な活動が

少しずつ実を結んでいるのだと思います。待ち時間

等、改善する点はありますが、今後も地道に開催して

行きたいです。 

（千葉県臨床検査技師会 東 和彦） 

 11月17日（土）イオン

モール熊本（嘉島町）に

て「検査と健康展」を行

いました。商業施設で開

催ということもあり、ご家族連れが多く来場されまし

た。若いご夫婦やカップルが目立ち、若い方たちの健

康意識の高さがうかがわれました。健康チェックで

行った血管年齢測定、骨密度測定は大いに賑わい、肝

炎コーディネーターによる肝炎の説明コーナーも人気

でした。延べ人数で675名の来場があり、臨床検査技

師のよいPRができたと思います。 

（熊本県臨床検査技師会 田中 信次）  

 長野県では「検査と健

康展」を11月18日（日）

にアイシティー21にて開

催しました。 

 約200名の来場があり、検査試薬や時間に限りがあ

る中でしたが、検査待ちの方を他の検査に案内する

等、臨機応変に対応し、多くの方に検査を体験してい

ただくことができました。 

 「初めてこの検査を体験した」等という声も聞かれ

ました。また、待ち時間には臨床検査技師についての

DVDを見ていただき、あまり知られていない臨床検査

や、検査技師について知っていただくことができる活

動となりました。臨床検査についての正しい知識とそ

の普及・啓発を行う活動としての成果が得られたと思

います。 

（長野県臨床検査技師会 井出 充） 

11 月 18 日（日）に イ オ ン

モール熱田にて「検査と健康

展を開催しました。今回は臨

床検査体験と健康チェックの

二本立てで企画しました。 

臨床検査体験コーナーとし

て、小さな子供たちを中心に

白衣を着て尿に関わる検査（尿量、色調、定性）、細

胞（血液、癌）に関わる検査および超音波検査をクイ

ズ形式で体験してもらいました。また、無料健康

チェックコーナーの骨密度、血管年齢測定、検査結果

説明は年配の方に人気でした。さらに同コーナーの待

合い周辺に、臨床検査技師紹介DVDおよびパネルを展

示することで、待ち時間にも臨床検査技師をアピール

することができ、多くの方から質問を受ける光景も見

られました。 

今後も臨床検査についての正しい知識とその普及・

啓発および今後を担う子供たちに臨床検査に興味を

もっていただくため活動していきたいと思います。 

（愛知県臨床検査技師会 刑部 恵介) 


