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深澤恵治 

P1～P2 平成30年度臨床検査技師のための臨床研究とCRCに関する研修会開催報告 

P2～P3 平成30年度 認定認知症領域検査技師 第5回認定指定講習会開催報告 

P3～P4 平成30年度先駆的臨床検査技術研修会 生理機能検査研修会報告 

P4 事務局からのお知らせ 
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平成30年度 

平成31年２月10日（日）に職能拡大推進事業「臨床

検査技師のための臨床研究とCRCに関する研修会」が

日臨技会館において開催されました。この事業は臨床

検査技師がCRCを含めた臨床研究に携わる人材とな

り、そのすそ野を広げることを主な目的としたプログ

ラムです。 

講義１では公益財団法人神戸医療産

業都市機構 医療イノベーション推進

センター 河野健一センター長補佐に

「臨床研究の倫理と規則～臨床研究の

規則全般～」として臨床研究に携わる

ための導入となる、臨床研究の倫理と

規則について講義いただきました。 

講義２は京都大学医学部附属病院 

臨床研究総合センター 笠井宏委特定

准教授に「臨床研究を実施する体制～

企業治験と医師主導治験～」として臨

床研究に携わる人材について、それぞ

れの実施体制と準備から終了までの流

れを講義いただきました。 

講義３は岡山大学病院 新医療研究

開発センター 治験推進部臨床研究

コーディネーター部門 東影明人主任

検査技師に「臨床研究コーディネー

ターの役割～活動の実例～」として臨

床検査技師が臨床研究の専門職である

CRCとして参画する場合の活動の実例

をあげて、CRCの業務内容と役割からそれらを理解す

るための講義をいただきました。 

講義４は株式会社医療システム研究所 治験支援部 

中島文晴氏に「臨床研究コーディネーターのキャリア

写真左：講義の様子 

写真下：演習の様子 

アップ」と題し、CRCとして活躍する

臨床検査技師のキャリアアップにつ

いて、治験施設支援機関（SMO）でど

のようなキャリアを積んできたのか

紹介していただき、臨床検査技師の

職域の広さについて理解することを

目的に講義いただきました。 

最後の演習では株式会社医療システム研究所 中島

文晴氏と当会担当者がファシリテーターとなり「信頼

性確保のために臨床検査技師に期待されること～モニ

タリング、監査及び適合性調査の実際～」と題し、モ

ニタリング、監査及び適合性調査において求められる

ことはどのようなことか、なぜそのようなことが求め

られるのかを理解することで、臨床研究における検査

部門・臨床検査技師への期待を考察し、ステップアッ

プを図るきっかけとなることを目的に演習を行いまし

た。 

（専務理事 深澤 恵治） 

河野健一 

センター長補佐 

笠井宏委 

特定准教授 

東影明人 

主任検査技師 

中島文晴氏 
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廣田 啓子  

 以前よりCRCの求人に興味があり、どういった仕

事内容なのか知りたくて今回の研修会に参加する

ことにしました。 

 講義は実践でご活躍の臨床検査技師の方々によ

る内容の濃いお話でした。なかでも興味深かった

ことは、製薬会社の企業治験の他に医師発信の医

師主導治験があることです。企業が採算性等の問

題から参入しない希少がん等、罹患数は少ないけ

れども医学的に必要性が高い医薬品・医薬機器の

導入促進につながるとても有益な仕事だと感じま

した。その研究が承認されるよう支援するCRCもま

た有益な仕事だと感じます。そして研究・治験承

認のゴールに辿り着くまでには、普段の検査室で

の検査データが必須で、検査実施環境、精度管

理、検体保存・保管方法、文書保存等も大変重要

であることを再認識しました。当然の話ですが、

検査に対する日々の姿勢をさらに正していきたい

と強く思いました。 

松岡 紗織  

 東京でも降雪があった２月の３連休初日の翌日、

CRCに関する研修会は行われました。生理機能検査し

か経験していないなかで、個人医院に務める身として

幅広く知識を学びたいと思い、治験分野の研修会にも

出席してみることにしました。 

 事前に治験に関する知識がどの程度あるのかアン

ケートがあり、会場で事前に資料を確認していると、

グループに分かれディスカッションとありました。そ

のため、ディスカッション前の講義は普段にもまして

真剣に聞き入る他ありませんでした。治験は薬剤師の

方が主に活躍されている場なのかと思いきや、現場で

は検査技師の割合の方が多いことも勉強になりまし

た。また、今までは企業主体治験が大多数たっだけれ

ども、医師主体で行われる研究も増えてきたことも学

びました。全く未経験、専門用語も分からなければ、

もちろん手技もわからない。そんなレベルの私でした

が、ディスカッションはグループ配分が良く、課題を

こなすことができ、よかったです。検査技師として仕

事分野の幅が広がっていることも学べました。 

 今後、職場でこの研修会で学んだ知識の応用ができ

ればと思います。貴重な講義を拝聴できました。あり

がとうございました。  

平成30年度 認定認知症領域検査技師 

日本の超高齢化社会の到来と認知症対策は国の喫緊

の課題であることは周知の事実です。その対応として

昨年12月25日の閣議において、今後の認知症対策が次

のように閣議決定されました。平成27年に制定された

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン：平成29

年改定）の進捗状況の報告から一層の取り組みを強化

し、厚生労働省が中心的役割を担い、引き続き「共

生」を重視しながら「予防」の取り組みも強化、推進

するというものです。このことは、認知症患者やそれ

を取り巻く医療者・家族を含めた介護者が、より良い

医療を選択できるような地域の構築だけでなく、認知

症の発症予防について正式に国を挙げて啓発すること

や、適切な体操等のエクセサイズを地域で提供する場

の構築等が考えられるというものです。そのような中

で認知症の診断と予防に関して臨床検査の重要性も近

年盛んにクローズアップされてきています。また、当

会が日本認知症予防学会と共に立ち上げた認定認知症

領域検査技師制度は年を追うごとに会員の注目度が上

がってきていることは確かです。今回はその第５回指

定講習会が、大阪医科大学附属病院 講義実習棟第２

講義室において平成31年２月23日（土）、24日（日）

に開催されましたので報告いたします。 

１日目は認知症疾病総論を含めた基礎の部分の講義

を行いました。疾病総論、薬物療法、認知症のケア、

神経心理検査等なじみの薄い難しい内容も各講師が趣

向をこらして、わかりやすい講義となりました。特に

疾病総論を担当していただいた、神戸学院大学総合リ

ハビリテーション学部作業療法科の阪井一雄教授には

混同しそうな認知症の疾病総論に関して詳しくお話し

いただき、内容も新たな発見につながるものとなりま

した。また、今回も一番に重きを置いた「認知症ケア

の基礎と実際」では、橿原市介護支援専門員連絡会 

会長で認知症予防専門士でもある木曽江津子氏にご自

身の施設での取り組みを交えながら講義いただき、受

講者の一人一人が真剣なまなざしで聞き入っているの

が印象的でした。  

２日目は認知症に関わる臨床検査技術や知識が中心

の講義であり、認定試験で出題される比重が多いこと

も含め、積極的にメモを取り、講義終了後に講師の先

生に質問を投げかける受講者の姿も見られました。各

講師陣も“ここがポイント！”と丁寧に教示し、熱気

あふれる講義となりました。講習会の最後には本年度

で終了となる認知症対応力向上事業（B講習）への対

応も踏まえた認定指定規則の改変と認定に関する講習

会事業のスケジュールを説明しました。来年度認定試

験を受けられる方はもちろんのこと、2022年度から実

施される認定更新制度に関して参加される方々が、真

剣に聞き入る場面も見られました。 

今回も多くの方々のご参加を賜りまして、誠にあり

がとうございました。 

（専務理事 深澤 恵治) 
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平成30年度 先駆的臨床検査技術研修会  

～ 最近の植え込み型心臓デバイスの治療と生理検査 ～ 

平成31年２月23日（土）、24日（日）に日臨技会

館にて生理機能検査研修会が開催されました。近年

ペースメーカーや植え込み型除細動器等の心臓デバイ

スが進化し、より生理的で病態にマッチしたモードの

選択が可能となっています。生理検査を行ううえで最

新のデバイスの設定や治療適応について知っておくこ

とは非常に重要であるため、最新の情報を知ることを

主な目的としました。 

まず、「植え込み型心臓デバイスが必要な病態に

ついて」獨協医科大学埼玉医療センター 循環器内科

の中原志朗准教授に臨床的な背景を中心に基調講演し

ていただきました。次に「近年の植え込み型心臓デバ

イスと遠隔医療を念頭においた心電図」と題して、日

本メドトロニック株式会社の湯浅勇人氏にリードレス

ペースメーカの植え込み手順やフォローアップ等を講

演いただきました。１日目の最後は「植え込み型心臓

デバイス治療前後の心電図の読影①」としてワーク

ショップ形式の研修を行いました。大阪警察病院の小

林博技師が心電図判読を基礎から講義され、その後実

際の心電図を皆で判読することで、判読手順が理解で

きる構成にしました。 

 ２日目の最初は「植え込み型心臓デバイス治療前後

の心電図の読影②」と題して、当会認定心電検査技師

制度審議会会長を努めている三菱京都病院の山田宣幸

技師が１日目よりレベルを上げて、最新の情報までを 

盛り込んだ講演と心電図の読影を講義されました。最

後の２題は心臓超音波検査の講義でした。まず、「心

臓再同期療法前後の超音波」と題し、筑波大学附属病

院の内藤博之技師に心エコーでの各検査手法を用いた

診断へのアプローチを丁寧に講演いただきました。最

後は、本研修会の企画をお願いした鹿児島大学病院の

水上尚子技師にペースメーカー治療前の注意すべき疾

患と治療後に問題となる疾患を豊富なエコー画像を用

いて講義いただきました。 

 心電図のワークショップと心臓超音波検査の両方を

聴講することができ、本テーマについて理解を深める

ことができた研修会となりました。  

（担当理事 竹中 正人） 

宮地 奈保美（医療法人協和会 協立病院） 

 ２月23日（土）、24日（日）に大阪で開催された認

定認知症領域検査技師第５回認定指定講習会に参加さ

せていただきました。この講習会に参加しようと思っ

たきっかけは、高齢化社会を考え認知症分野で臨床検

査技師ができることはないか、そして、そう遠くはな

い未来の自分の予防のためです。研修内容は、総論か

ら始まり、介護現場の実態・認知症に関わる検査等、

動画を交えてわかりやすく説明していただきました。

また、頸部血管エコーのデモンストレーションでは血

管の走行を見ることができ、生理検査に携わっていな

い私にも理解できました。認知症も早期発見・早期介

入が必要で、軽度認知障害(MCI)の段階で発症を遅ら

髙本 さおり（神戸赤十字病院） 

３回目の受講になります。１回目は認定資格を取得

するため、２回目は再度勉強するため、３回目はどの

ように認知症分野を進めていけばよいのかを考えるた

めに受講しました。 

 当院では認知症分野の取り組みがあまりなされてい

ないこと、そして私自身の知識不足・経験不足のため

何かを提案し動くことができませんでした。今回、原

点に戻って受講したことで、取り組みが進んでいない

今なら検査技師が中心となって発信していけることが

たくさんあるということに気づきました。学び、感じ

たことを持ち帰り、できることから実践していけるよ

うに頑張りたいと思います。たくさんの方と出会い、

各施設での取り組みや地域での活動等の話を聞くこと

ができ、とても貴重な機会でした。 

 多職種の先生方・各検査に関する先生方の充実した

内容の講義、そして有意義な講習会を企画してくだ

さった役員の方に感謝いたします。 

超音波検査の実機 

デモンストレーション  

せることができます。そのためには患者様に関わる周

りの方々の気づきや理解が必要です。現在、自施設で

は看護師が認知症の検査を行っています。今後は、こ

の研修を活かして臨床検査技師が検査に対応できるよ

うにしていきたいと思っています。 



（編集後記）最近は暖かかったり寒かったりという日々ですが皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

春の訪れとともに花粉症のシーズンも本格化しつつありますが桜の開花が楽しみな時でもあり、また新たな出発に

向かって様々な準備をされていることと思います。 

 さて、来月の15日は“Biomedical Laboratory Science Day”です。この日の目的は国際的に臨床検査技師が

health careを提供するための役割についてその意識を高めることにあります。来週の21日より、イギリスで

International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS)の会議が開催され、更に詳しい内容をお持

ちして次号では最新の情報をお届けしたいと思いますので楽しみにお待ちください。         （片山） 
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坂上 敦（伊勢崎市民病院） 

 私は、普段生理機能検査に携わっていることもあ

り、中でも苦手意識の強い植え込み型心臓デバイスに

関して改めて勉強し直したいという思いから今回の研

修に参加しました。 

 １日目は、植え込み型心臓デバイスが必要な病態に

ついて獨協医科大学埼玉医療センター循環器内科中原

志朗先生に、近年の植え込み型心臓デバイスと遠隔医

療を念頭においた心電図について日本メドトロニック

株式会社の湯浅勇人先生に、植え込み型心臓デバイス

治療前後の心電図読影①を大阪警察病院の小林博先生

に講義いただきました。２日目は、植え込み型心臓デ

バイス治療前後の心電図読影②を三菱京都病院の山田

宣幸先生に、心臓再同期療法前後の超音波検査につい

て筑波大学附属病院の内藤博之先生に、ペースメー

カー治療前後の超音波検査を鹿児島大学病院の水上尚

子先生に講義いただきました。 

 この２日間の研修会を通して自分の知識不足を再認

識すると共に、新たに得られた知識もたくさんありま

した。難しい内容もありましたが、とても勉強になっ

た研修会でした。今回の経験を生かし日々の検査業務

に精進していきたいと思います。 

菅野 朋恵（公益財団法人金森和心会 針生ヶ丘病院） 

 近年の植え込み型心臓デバイスの進歩に加え、高齢

化の進行、また診断能、治療効果の向上、適応範囲の

拡大から心臓デバイス植え込み患者様は今後ますます

増加し、より身近なツールになっていくことが予想さ

れます。生理検査を担当する私たちもこのような患者

様と遭遇する機会が多くなることから、複雑化するデ

バイスの機能、設定を理解し、心電図などの検査デー

タを適切に判読する能力が求められると痛感しまし

た。また、検査技師による検査説明の取り組みも進む

なか、患者様が安心して検査を受け、より良い日常生

活を送っていくためのサポートをする役目もあると感

じます。 

 ワークショップ形式の講義では自分ならどのように

判断し、結果を報告するかという緊張感を持ちつつ取

り組めました。また私自身、心エコー検査の経験はあ

りませんが、超音波像を多数使用した分かりやすい講

義で、心臓デバイスによる心機能の改善を目の当たり

にしました。同時に治療前後の正確な検査は患者様の

予後に大きく影響しうることも実感できました。今後

も研鑽を積み確実な検査の継続に努めていきたいと思

います。 

■2019年度年会費の領収書は会員専用ページから発行できます 

・２月27日に口座振替が完了された方は、会員専用ページから領収書の発行ができます。 

・初年度の年会費としてお支払いただいた方は、会員証がお手元に届いた段階（4月1日以降）で発行が可能となります。 

ここを選択 

※発行日・宛名を変更、入力することができます。 

※複数回発行する場合は領収書に再発行と表示されます。必ず入力内容を確認のうえ発行してください。 

※残高不足等で口座振替ができずに３月27日に再振替される方、口座解約等で振替ができず払込票でお支払いただく

方は、お支払から１週間前後で領収書発行が可能となります。 

入力が済んだら 

ここをクリック!! 


