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//認定認知症領域検査技師制度// 

 認知症高齢者で日常生活自立度Ⅱ以上と認められる

高齢者は、2025年には700万人以上に上がるのではと

推計され、日本の超高齢化社会の到来と認知症対策は

国の喫緊の課題となっています。また、認知症は早期

診断から適切な治療・ケアにつなげることが重要であ

り、それには臨床検査と私たち臨床検査技師の能力が

必要とされています。そこで当会では「社会とともに

歩んでいく臨床検査技師会」との観点も含め、この課

題に積極的に取り組むために、昨年末から認定認知症

領域検査技師制度を立ち上げました。今回、その第1

回指定講習会（定員60名・受講60名）が開催されまし

たので以下に報告いたします。 

＊ 

 冒頭、宮島会長からの研修会と認知症対策への意気

込みを含めた講義（挨拶）に始まり、1日目は認知症

の疾病概論を含めた基礎の部分の講義、２日目は認知

症にかかわる臨床検査技術中心の講義で進めました。 

  特に1日目の當山先生が講義をされた認知症ケアの

部分は私たち臨床検査技師の一番関心の深い講義でも

あり、受講者の真剣なまなざしが印象的でした。２日

目は各検査分野の講義が中心でしたが、最後のグルー

プディスカッションでは、参加者４名ずつで認知症領

域での検査技師の可能性も含め「認知症患者や患者家

族に検査説明を行う場合のコミュニケーションの取り

方」について討論を行いました。参加された受講者の

実践上の悩みなども含めて短い時間でしたが討論さ

れ、発表されました。受講者の皆様それぞれが今回の

講習会に参加した意味や動機を再確認したようでし

た。 

＊ 

 受講者同士の交流や受講・受験にむけた情報共有が

必要であるとの観点から、事務局では無料グループ

ウェアであるサイボウズLiveを利用した「認知症研究

サークル」へ受講者を招待する環境も整備した旨のご

案内をしました。 

※このグループウェアへは非受講者も招待可能です。

（ninchisho@jamt.or.jpへご照会ください） 

 

担当理事 深澤 恵治 

 

 

 

１日目：２月28日（土） 
講義１「認定制度の意義と課題」                      

 宮島 喜文 
 
講義２「認知症疾病総論―認知症の原因となる各疾患―」 

日本医科大学武蔵小杉病院認知症センター  北村 伸 
 
講義３「アルツハイマー型認知症の早期発見―タッチパネル式コン

ピューターを用いた認知症スクリーニング機器（物忘れ相談プログラム：

日本光電）体験を含めて―」 
鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 河月 稔 

 
講義４「薬物療法の現状と展望―薬剤の分類、薬効、副作用など―」 

エーザイ株式会社  児玉 尚士 
 
講義５「認知症ケアの基礎と実際―認知症対応型共同生活介護事業

所あかゆらでの運営経験を含む講義とケアに関する質疑―」 
有限会社福祉ネットワーク・やえやま  當山 房子 

 
２日目：３月１日（日） 

講義１「認知症関連生理検査1―超音波検査の実機デモンストレーショ

ンを含めて―」 
東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 八鍬 恒芳 

 
講義２「認知症関連生理検査２－MRI検査を中心に―」 

市立宇和島病院 検査科  高村 好実 
 
講義３「認知症関連検体検査―タウタンパク、アミロイドβ、その他血液

検査を中心にアミロイドβの新たな検査技術開発の可能性を含めて―」 
鳥取大学医学部附属病院ワークライフバランス 谷口 美也子 

 

講義４「認知症関連生理検査３―光トポグラフィ（NIRS：日立）の実機体

験を含めて―」 
昭和大学横浜北病院メンタルヘルスケアセンター  富岡 大 

 
講義５「認知症関連生理検査４―認知症の脳波検査」 

「認知症に関する臨床検査総論―グループディスカッションに向

けて―」 
島根大学医学部クリニカルスキルアップセンターセンター 狩野 賢二 

講習会プログラム(敬称・職位略） 

サイボウズLive トップ 
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◇認知症医療に関わっていく必要性◇ 
河月 稔 

鳥取大学医学部 保健学科生体制御学講座 
 
 平成27年２月28日と３月１日に開催された認定認

知症領域検査技師第１回指定講習会で講師としてお

話をさせて頂きました。 

 その際に受講された皆様の熱心な姿を拝見し、改

めて臨床検査技師が認知症を学ぶ機会の重要性を感

じました。現在、65歳以上の25%（４人に１人）が

認知症あるいはその予備軍とされており、今まで以

上に臨床検査技師が認知症医療に関わっていく必要

があると考えます。 

 また、講習会の最後まで会場に残り勉強させて頂

きましたが、認知症の総論・検査・治療・ケアと幅

広い分野を学べる講習会でした。この認定制度の特

徴として、様々な分野の知識や技術が求められま

す。そのためにも、御講演の中でありましたが、ま

ずは認知症について正しく理解することが大事だと

思いました。 

 今回のような指定講習会で正確な知識や技術を身

につけ、これから臨床検査技師が認知症医療の現場

で益々活躍していくことが期待されます。 

◇心を通わせることの大切さ◇ 
尾辺 知子 

三重県こころの医療センター診療技術部検査室 
 
 私は、物忘れ外来や認知症病棟のある精神単科病院

に勤務しています。 

 日常、接している患者さんの中には強く検査拒否

され、どんなに説明しても「いや！」しか表現され

ない方が多くみられます。講習会に参加させて頂い

たきっかけは、そうした患者さんへの対応に毎日悪

戦苦闘しており、今の自分の方法に不安や疑問を

持っていることにありました。また、検査技術を習

得する講習会とは異なり、認知症という症状に特化

している講習会であったことに惹かれました。 

 今回の講習会では、認知症の基礎や画像診断など

学術的な講義のほか、実際に患者さんをケアされて 

物忘れ相談プログラム 

を体験してもらう 

みえる看護師さんの経験談を聞くことができまし

た。時間をかけて心を通わせる事の大切さを確認す

る事ができました。 

 また、グループディスカッションにおいても、各

施設の先生方がされている工夫や手法の話を聞くこ

とが出来ました。患者さんと同じ視線で「見る」、

「話しかける」、「触れる」といったユマニチュー

ドの対応が安心して検査を受けていただける基本手

法の一つであると認識することが出来ました。 

 明日からの実際に役立つ内容の講習会でした。あ

りがとうございました。 

 当院では、検査業務以外にも患者さんと接する機

会が多くあります。デイケアのプログラムに検査室

の時間も設けてあり、検査を受けることの必要性や

検査結果が意味することを話しています。また、精  

神科で特有の各疾患の「家族教室」にもチームの一

員として参加して、患者家族とも接しています。＜

検査室の中から検査室の外へ＞という検査技師の要

望に対し、現在行われている「検査説明・相談ので

きる検査技師育成講習会」の開催も救世主のように

感じております。  

「認知症」の人と考えるとケアの限界がある。 

認知症の「人」を焦点にするとケアの可能性が

広がる。 

 認知症の「人」からこの世の中はどのように

見えているのか？その人らしさを大切にするケ

アが望まれている。 

 人間がそれぞれ自分の「物語」を生きてお

り、病気のその物語の一部である。 

當山先生の担当講義から引用 

光トポグラフィ（NIRS：日立）の実機体験 

超音波検査の実機デモンストレーション 

被験者役を事務局員が

担当 

どんなデータが 

でるのか 

興味しんしん 
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精度管理調査50周年記念式典 

平成26年度臨床検査精度管理調査総合報告会を開催  

 平成27年3月7日（土）、東京ビッグサイトTFTホール

1000にて精度管理調査50周年記念式典並びに平成26年度

臨床検査精度管理調査総合報告会が501名の参加で盛大

に開催された。

今年度は精度管

理調査を始めて

50年の節目の年

で、報告会の中

で精度管理調査

50周年記念式典

を同時に行なっ

た。 

 式典は松本祐

之日臨技副会長

の 開 会 に 始 ま

り、宮島喜文日

臨技会長よりごあいさつをいただいた。50年を振り返

り、諸先輩方の努力と苦労対して労をねぎらい、現在は

3800施設を超える日本最大の精度管理事業として発展し

てきたことを話された。 

 来賓のあいさつとして、厚生労働省医政局長のあいさ

つとして 、医政局地域医療計画課 医療関連サービス

室の永田勝則室長及び、特定非営利活動法人臨床検査標

準協議会の濱崎直孝前会長よりご祝辞のお言葉をいただ

いた。またこの50年の間、多大なるご協力と貢献いただ

いた一般社団法人日本臨床検査薬協会並びに一般社団法 

写真左より日本臨床検査薬協会近藤専務理

事、伊藤先生、本間先生、内藤先生、宮島

会長、永田室長、濱崎前JCCLS会長 

 平成27年２月20日（金）〜22日（日）に日本臨床衛生

検査技師会館にて「平成26年度先駆的臨床検査技術研修

会 第２回腹部超音波研修会」が開催されました。私は

本研修会の企画や運営のお手伝いをさせていただきまし

たが、「腹部エコー実践力アップ」をテーマとした本研

修会は、基礎の再確認をしつつ最新情報を学び、臨床検

査技師の実施する腹部エコー検査の精度や価値を高める

ことを目的といたしました。 

 研修１日目、第１部は、「症例から学ぶ」と題し、各

疾患の見方と評価についての講義でした。症例を呈示し

て頂きながらの解説はとても解りやすく、知識を整理す

ることができました。日頃あまり症例を経験出来ない受

講生にとっては様々な症例をみることができ、よい経験

になったと思います。 

 ２日目、第２部は「苦手領域を克服」初級者が腹部エ

コーを始めて最初にぶつかる壁となる肝区域分類のマス

ターや、描出の困難な副腎、膵臓の観察方法、腹部領域

でみる血管超音波について、ライブデモを混えた講義に

より走査技術を学びました。第３部は「消化管をみる」

で、消化管の系統走査をライブデモで、疾患の見方につ 

人日本分析機器工業会の２団体に対して感謝状を贈呈し

た。さらに長年精度管理事業にご尽力いただいた４名の

臨床検査技師の方々に精度管理功労者表彰を行なった。

免疫血清部門より山梨大学医学部附属病院の内藤勝人

氏、血液部門より三越厚生事業団三越診療所の本間優

氏、細胞部門より東海大学医学部附属病院の伊藤仁氏、

輸血部門より札幌市病院局市立札幌病院の高橋智哉氏に

賞状と記念品を贈呈した。最後に宮島会長と受賞された

皆さまで記念撮影を行ない閉会とした。その後、記念講

演として宮島会長より「日本の臨床検査の未来を考え

る」と題して、これからの臨床検査そして我々臨床検査

技師について熱く心に響く講演をいただいた。 

 平成26年度臨床検査精度管理調査総合報告会について

は、午前は臨床化学、免疫血清、血液部門、午後は一

般、微生物、生理、細胞、病理、輸血、遺伝子部門につ

いて各精度管理調査委員会の委員より報告をいただい

た。各部門多くの質問があり今後の精度管理事業に生か

しながら進めて行ける有意義な報告会であった。 

 

 報告は１日で終わりましたが、精度管理調査を行ない

調査し解析し報告するまでに各委員の方々が１年間を通

して費やした時間は計り知れないものがあります。あら

ためてお礼を申し上げて、報告会が成功裡に終了したこ

とを報告致します。 

 

日臨技理事 西浦 明彦 

いて学びました。受講生のほとんどが消化管エコーは日

頃行っていないようでしたので、非常に勉強になったよ

うでした。 

 第４部は「肝疾患の診断治療に超音波を活かす」とし

て、臨床で肝疾患の診断治療に携わり、超音波検査の領

域でも活躍されている２名の医師に講演をしていただき

ました。東邦大学医療センター大森病院の住野泰清先生

には、びまん肝について、日本大学の小川眞広先生には

腫瘤性病変について講演していただきました。 

 ３日目、第５部は「緊急を要する腹部領域の超音波検

査」で、腹部領域の緊急症例についての講義で、腹痛等

の症状がある場合の超音波検査の進め方や、評価方法に

ついて学びました。第６部は「臨床に役立つ超音波検

査」臨床医が納得する超音波レポートの書き方について

学びました。 

 ３日間の研修中は、受講生も非常に熱心に勉強してお

り、皆メモをとりながら真剣に聴講している姿に感激い

たしました。受講生にとっても、今後の超音波検査の精

度向上に役立つ研修会になったものと思います。 

前橋赤十字病院 有馬 ひとみ  
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 前回、蘇生について概要を話しました、今回は蘇生講習会についてです。 

 インターネットで蘇生講習会と検索すれば詳細な情報が得られます。全国各地で、消防、日本赤十字社、日本救急

蘇生協会、日本ACLS協会等などの組織団体が講習会を開催してます。成人の蘇生についてはBasic  Life  Support

（BLS）を６～７時間で、Immediate Cardiac Life Support（ICLS）を８時間で、また Advanced Cardiac Life  

Support（ACLS）を２日間で修了するコースなどがあります。一部の講習会の概要を紹介します。（図1） 

 これらの講習会はおもに実技が中心で、一定の成績にて修了認定されます。当然のことながら事前学習が必要とな

り、またそれにより学習効果が高まることはいうまでもありません。一例として日本救急医学会が認定するICLSコー

スの内容について説明します。（図２）１日のコアとなるスキルはBLS・AEDであり、その後のセッション（気道管

理、モニター・除細動）では、午後のセッションに必要となるスキルを器材を使いながら学びます。インストラク

ターが到達目標までにファシリテートしてくれます。 

心肺蘇生 ②蘇生講習会について （寄稿）ＪＡ愛知厚生連海南病院 志水 貴之  

     種類 

  
アメリカ心臓協会

（AHA） 

BLS 

日本救急医学会  

ICLS 

アメリカ心臓協会

（AHA） 

ACLS 

主な受講者 
医療従事者 

（医療関係者） 
医療従事者 医療従事者 

蘇生対象 

 講習内容 

成人、小児、乳児 

心停止 

気道閉塞 

  

成人 

心停止 

  

成人 

心停止 

重症不整脈 

急性冠症候群 

脳卒中 

講習日数（時間） １日（約７時間） １日（約８時間） ２日 

準拠ガイドライン AHAガイドライン 救急蘇生法の指針 AHAガイドライン 

図1. 主に医療従事者向けの蘇生講習会  

時  間 内    容 

08：30~08：35 5 受 付 

08：35~08：45 10 オリエンテーション 

08：45~09：05 20 ICLS 講義 

09：05~09：10 5 移動 

09：10~10：20 70 BLS・AED 

10：20~10：30 10 休憩 

10：30~11：20 50 気道管理    

11：20~11：30 10 休憩 

11：30~12：20 50 モニター・除細動 

12：20~13：10 50 昼食・休憩 

13：10~13：25 15 デモンストレーション 

13：25~13：30 5 移動 

13：30~14：40 70 VF・VT 

14：40~14：50 10 休憩 

14：50~15：50 60 PEA・Asy 

15：50~16：00 10 休憩 

16：00~17：00 60 Mega-code 

17：00~17：10 10 修了式・後片付け 

 図2．日本救急医学会ICLSコースプログラム例  
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 午後のセッションはシナリオ形式で

午前中学んだスキルを駆使し、チーム

蘇生をしながらアルゴリズム（手順）

を理解します。このセッションは受講

生が自分たちで「気づき・分析・修

正・達成」というサイクルを繰り返し

ながらケースシナリオを進めていきま

す。 

 １日のスケジュールはかなりタイト

です。覚えることもたくさん有り、事

前学習の大切さをご理解いただけると

思います。しかしこのコースでは、不

十分な事前学習やコース中の失敗、ま

た思考回路がフリーズしてしまっても

心配いりません。シミュレーション教

育の良いところ、すなわち高機能シ

ミュレーター（マネキン）を相手にし

ますので、実際の患者さんに影響する

わけではありません。 

 むしろその体験が「気づき」とな

り、臨床につながると考えられている

からです。受講することにより何か新

しい発見があるのではないでしょう

か？ 
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 健康チェックの検査結果を説明し、他の

関連する検査を説明することで検査に精通

し、また相談し易い感覚を与えて信頼を植

え付けることができる。  

三重県 滋賀県 

 今回の「検査と健康展」は大型ショッピング

モールで開催したこともあり、参加していただ

いた方は３０代から４０代の方が多く、大腸が

ん検診などの検査を通じて検査の重要性を知っ

ていただく事が出来た。 

 スタッフとして係わった検査技師には一般県

民の意識をしる機会となった。今後も継続して

いきたい。  

 本事業によって、臨床検査技師（会）とい

う職種（職能団体）をアピールできたと考

る。また、アンケートによる臨床検査技師の

知名度調査について、知っているとの回答が

65%と、昨年の45%から20ポイント上昇した。

昨年に引き続いて参加する来場者を多く見受

けられ、徐々に知名度が上がってきたことが

示唆された。 

和歌山県 

鳥取県 

 自分の血糖値や血管年齢を知ることで，生

活習慣病に関する興味を持っていただくこと

ができた． 

 顕微鏡やパネル展示により，臨床検査技師

とその役割，臨床検査について関心を持って

いただくことができた．  

広島県 

 従来、技師のみで説明を行っていたが、

医師が加わることで内容の濃い説明・相談

が可能になったと思われる。  

岡山県 

 掲示してあるポスター（日臨技の配布資料

を拡大した）を興味深く 

見ている人も多かった。会場は若い人が多く

来場する店舗だったので、 

検査を受ける人もあり盛況だった。 

 体験型の健康展にすれば、若い人がより多

く来場する可能性があった。 

 公益社団法人 大阪府臨床検査技師会では、平成26年度

「全国検査と健康展」を12月６日（土）、大阪府医師協同組

合本部ビル７階にて開催しました。 

 今回は「検査と健康展」の中に、がん予防啓発に関する

フォーラムを組み入れ、フォーラムを行う講演会場と、検査

体験コーナーや検査相談コーナー、健康ポスター・パネル展

示を行う検査展会場の２会場で開催しました。 

 講演会場では、「第５回がん検診フォーラム」として

『知って得する「肺がん」のこと』をテーマに、日本のがん

死亡者数の中で最も多い「肺がん」について取り上げまし

た。第１部では、国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 

臨床検査科 寺本友昭技師に「肺がんの細胞診検査 ― が

ん細胞～て、どんなん？ どうやって、みつけんの？－」と

題し、細胞診検査の概要と臨床検査技師・細胞検査士の仕事

内容についてわかりやすく講演頂きました。第２部では、大

阪府立成人病センター がん予防情報センター疫学予防課長  

中山富雄先生に『肺がんは他人ごとではありません。あなた

の話です。身を守るすべはなんでしょう？』と題し講演して

頂き、51名の参加がありました。 

 本年も昨年同様、日本臨床細胞学会大阪府支部細胞検査士

会の後援のもと、細胞検査士研修会参加単位が認められ10名

の参加がありました。 

 検査展会場ではがん検診啓

発パネル展示とともに、スパイ

ロメーターを用いた肺年齢の測

定19名、左手薬指先の皮膚下毛

細血管を観察する「血管美人」

30名、老化を進める原因物質と

して注目されているAGE（終末

糖化産物）の測定による細胞年

齢測定36名の方々が検査体験コーナーや検査相談コーナーに

参加されました。また、技師会活動の広報として日臨技リー

フレットや日臨技季刊誌“ピペット”等を配布をし、これら

を通して、府民の皆さんにはがん検診の重要性とともに、臨

床検査に携わる臨床検査技師の業務の一端も知って頂けたの

ではないかと思います。 

 厚生労働省はがん検診の受診率を50％以上とすることを目

標にがん検診を推進していますが、大阪府のがん検診受診率

は全国的にみてかなり低いのが現状です。公益社団法人 大

阪府臨床検査技師会では、「検査と健康展」の中で「がんの

検査に携わる臨床検査技師」として、がんの早期発見に繋が

るがん検診の重要性を府民の皆さんに引き続き啓蒙していき

たいと考えています。 

（編集後記）右手を膝の上で時計回りに回しその手を水平に回したまま頭の上に持って行き、下から見ると反時計回

りに見える。見る位置によって見え方が変わってしまう。立ち位置によって考え方も変わる。先輩に教えてもらった

事がある。意見がぶつかったら相手の後ろに立ったつもりでその人と同じ方向を見てみる。すると、どうしてこう考

えるのか少しわかる気がするよと。奥さんの後ろに立って見た。女性の気持ちは難しい。        【中井】     


