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日臨技医療政策企画  

平成29年１月15日（日）日臨技会館に於いて59名

（天候不順、体調不良により４名の欠席）の参加者の

もと、「日臨技医療政策企画～認知症領域での検査技

師実践啓発講習会」が開催されました。この講習会は

昨年に引き続き企画されたもので、臨床検査技師の認

知症医療への参入を啓発するために全国より参加者を

募って開催されましたが、当日は日本列島全般に数年

ぶりの大寒波が到来し、日本海側では大雪の影響で交

通網が麻痺、東海道新幹線も大幅な遅れが出るような

中での開催となりました。講師の先生方の到着が心配

される中、プログラムの順番変更など、参加者の皆様

には大変なご迷惑とご心配をおかけしたことを、担当

理事としてお詫び申し上げます。 

 今回の講習会の目玉企画としては

日本認知症予防学会の浦上克哉教授

による『認知症の理解～基礎そして

医療政策から見る認知症』でした。

大雪の影響で講義時間を変更し、午

後の１コマ目となったため、受講者

としては一番つらい時間ではありま

したが、先生の話術と認知症への熱

意により、一人の脱落者もでず熱心

に聴講されている姿が印象的でし

た。もちろん、鳥取大学医学部保健学科の河月稔先生

による『認知症と臨床検査技師の関わり』も、最新の

話題を取り入れながらの講義であり、参加者は熱心に

メモを取っていました。日臨技企画として設定した

『日臨技認知症対応力向上モデル県として選定された

経験をもとに～愛媛県・長野県の取り組み～』や『認

知症検査の活用事例～長谷川式簡易知能検査評価ス

ケールを取り入れた在宅医療現場での初診セット項目

と患者対応』は、日臨技や都道府県技師会さらには各

施設での取り組み方のヒントとなる講義であり、本当

に有意義な内容となりました。 

 もちろんグループディスカッションも各グループで

積極的な討論が行われ、参加者からは「本当に来て良

かった」と評価を頂きました。 

浦上克哉教授 

 最後に多忙を極める公務の時間を割いて宮島日臨技

会長が飛び入り参加し、閉会の挨拶で認知症医療への

参入について熱い思いを参加者に語りかけ閉会となり

ました。 

認知症医療への臨床検査技師としての介入は待った

なしの状態であり、各臨床検査技師が認知症の知識を

深めていくのは当たり前のこととなりつつあります。

日臨技は今後も様々な形で認知症関連の話題を会員の

皆様に発信し続けて参りますので、ご期待ください。 

担当執行理事 深澤 恵治  

グループディスカッションの様子 

 別室に物忘れ相談プログラムの体験コーナーを設置 
 

 会場では日本光電工業にご

協力いただき、“物忘れ相談

プログラム”を３台設置し、

体験コーナーを設けることが

できました。この“物忘れ相

談プログラム”は、本講習会

で基調講演をいただきました

浦上克哉先生が考案した“痴

呆症診断装置および痴呆症診断プログラム”をタッチパネルコ

ンピュータに搭載し、自動化したものです。テスト項目は、

「言葉の即時再認」「日時の見当識」「言葉の遅延再認」「図

形認識」で構成されており、患者は低ストレスで約５分という

短時間で結果を確認することができるようになっています。 

 認知症早期発見へ臨床検査技師が貢献するための１つのツー

ルを体験していただくことで、各施設における認知症領域への

対応力向上につなげていただければと考えております。 

 当日は休憩時間、昼休みを利用して自由参加で行い、８割の

方々が検査体験を行ないました。 

事務局政策調査課 板橋 匠美 
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グループディスカッション討論結果報告 
「病棟・在宅・災害時における認知症領域への取り組みと課題」をテーマに10グループに分かれ、グループディスカッション

が行われました。４グループの討論内容を紹介いたします。 

【Ｅグループ】 

 桑山 安代（静岡市立静岡病院）  

【内容の概要】 
 早期発見・早期治療の観

点から、通常の検査以外

に、患者と接する検査技師

ができることを考えた。 

 病棟、在宅の場面では、

技師として日常の検査中に

接した時の患者さんの態度

や、検査に対する拒否反応

から、医師や看護師が気づ

かない患者の変化に気づく

ことができるのではないか。他職種連携として、認知症を疑った場

合に情報共有し早期発見につなげられると思う。また、検査時に行

う患者さんへの説明や声掛けの会話、家族との会話の中で患者さん

の変化に気づき認知症を疑うことができる。 

 災害時には、避難所などの環境の変化で認知症を発症、悪化させ

ることが懸念されるので、認知症のスクリーニングを行い、早期発

見と避難所内の配置やすみわけにも役立てるられると思う。 

【取組み】 
①積極的に患者さんに接し、早期の変化に気づけるようにする。 

②患者さんの態度や拒否反応に対する対応力の習得。 

③認知症への理解を深める。 

【課題】 
 認知症について、多くの医療者が理解を深めることが必要だと思

う。具体的に、どんな対応をするが正しいのか、技師としてどこま

で介入できるのか、法的なこと、医療的なことを含め許される範囲

はどこなのか、わからない部分を明らかにして対応方法を身につけ

なければならない。臨床心理士の仕事にどこまで踏み込めるのか。

また、施設の考え方や理解度でも仕事内容が変わってくる。 

【まとめ】 
 これまでの脳波検査、超音波検査、血液検査だけでなく、神経生

理学的検査を施行するためには、患者さんとの会話の仕方、対応態

度が重要になると思われるので、患者さんへの対応を学ぶこと、認

知症という病気の理解を深める必要がある。 

 技師としてどこまでできるかわからないが、積極的に介入して早

期発見に寄与するべきである。       

【Ｆグループ】 
安藤 早苗（岩手県立中央病院）  

【内容の概要】 
 具体的な取り組み方法までは結論がでませんでした。認知症領域に

関しての現在の自分たちの状況をグループ内で話し合い、今後どうし

ていくのが望ましいかという話合いになりました。 

【取組み(私たちの現状) 】 

・薬剤師などはすでにこの領

域に進んでいて、検査は遅

れていた…。 

・技師が早期にスクリーニン

グを行っても、診断・治療

に携わる医師は？（認知症

領域の医師不足のために技

師が関わる話が立ち消えに

なったことも…） 

・地域の取り組みはどうなっ

ているのだろう？（まった

くわかっていない、知ろうとしていなかった） 

・今日この講習会に参加してみて初めて技師がこういう検査ができる

 とわかった。 

・認知症にも症状にいろいろ特徴があり、学ぶことで患者対応を適切

に行うことができるとわかった。 

・災害時に関わるとすれば、DVT検診時などに認知症への適切な対応

と認知症の早期発見などが考えられる。 

【課題】 
・早期発見に取り組んでも、診断・治療の受け皿は大丈夫なのか？ 

・認知症検査の技術が、技師全体で統一化され、一定レベルまでにな

ること。 

・行政とのつながりをどのようにしていくのか。（普段から連携が必

要だが、技師会ごと？施設ごと？ また、情報がすべての技師まで

届いていない） 

・各都道府県技師会でも認知症サポーターを増やすための取り組みが

必要。 

・他の職種（認定看護師さんなど）から患者対応の実際を学ぶなども

必要。 

【まとめ】 
 認知症を勉強して医師に進言できるような技師になっていこう！ 

【Ｇグループ】 

浮ヶ谷 匡恭（社会医療法人社団木下会 千葉西総合病院)    

【内容の概要】 
 今回の講習会では、国家戦

略として認知症の早期発見・

対応が求められており、臨床

検査技師がこの分野で活躍す

る機会があるかもしれないと

いう事が理解できました。 

 現状の業務環境を考慮した

上で、この領域に臨床検査技

師が参加する意義を洗い出そ

うと考えグループディスカッ

ションを行いました。 

【取組み】 
 まず病棟での取り組みについては、認知症ケア加算の適用となる

施設であればラウンドへ継続して参加することが必要であると考え

られます。今後、神経心理検査が普及し臨床検査技師が加算要件と

なる可能性もあり、積極的な参加が必要だと感じました。しかし、

認知症ケア加算がなくとも病棟業務に携わる臨床検査技師が増加す

れば、自ずと検査に関わる機会があると考えられます。 

 次に在宅での取り組みですが、患者と積極的に関わる必要のある

現場であり、接遇や看護・介護のノウハウを身につけて業務を行う

必要性があると考えられます。臨床検査技師が在宅医療チームに将

来密接に関わっていくための重要な接点になり得ると思いました。 

 続いての災害時の取り組みは、臨床検査技師が重要な役割を担う

のではないかと個人的に思いました。罹災後の環境の変化によっ

て、認知症が顕在化する高齢者は少なくないと考えられ、被災者と

のコミュニケーションの中で認知症（又はその傾向）を発見できれ

ば、早期の治療へと繋がると思います。その為、他の医療者と連携

してそのような被災者の兆候を拾い上げる役割を担う必要があると

考えられます。 

【課題】 
 病棟・在宅・災害時のいずれの場合にしても、普段検査室で行っ

ている業務とは異なる領域であり、新たな知識・技術が必要とさ

れ、また、実践していくには課題が多いと感じました。 

 『検体採取』に携わるのは勿論の事、『検査説明・相談』に乗れ

る必要があり、『病棟業務』に参画する態勢が必要であり等々、い

ずれもチーム医療における臨床検査技師に要求されるスキルが必要

となってきます。 

 まずは、臨床検査技師に対する認知症についての啓発が必要であ

ると考えます。例えば、講習会だけではなく、在宅でも研修できる

（次ページへ続く） 
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【Ｈグループ】 

相原 治幸（新東京病院）    

【内容の概要】 
 私達のグル―プでは、病棟・

在宅・災害時と区別するより、

真っ先に言えることは、認知症

と向き合う前に相手（患者さん

や医師）の話を聴くことからス

タートし、医師と患者さんの橋

渡しをすることが重要だとの意

見が出ました。 

【取組み】 
 医師と患者さんの橋渡しをするには、コミュニケーション能力向

上や検査結果へのコメント（患者さんから得られる情報で認知症を 

ようなプログラムがあれば良いのではないかと思いました。 

【まとめ】 
 認知症の早期発見・対応はもはや社会的要請です。これに応える

ためには、臨床検査技師が認知症領域への関与を深めていく事が必

要であると考えられます。 

【Ａグループ】 

講習会当日は、会場では他６グループにも討論内容を発表していただきました。 

こちらは発表内容のホワイトボードのみ掲載いたします。 

【Ｂグループ】 

【Ｄグループ】 

【Ｉグループ】 【Ｊグループ】 

疑う所見など）、院内啓蒙活動、県技師会主催の認知症研修会によ

るネットワーク作りなどが取り上げられました。 

【課題】 
 コミュニケーション能力向上としては、向き合う患者さんの立場

を尊重しつつ、必要な情報を正確に的確に聴取しなければならず、

聞き上手の手腕が問われます。検査結果へのコメントも患者さんの

置かれている立場や環境の違いから、得られる情報は様々であり、

医師への伝達が過小にも過大評価にもなっては困ります。院内への

認知症啓蒙には検体検査や生理検査などの検査技師が関わる領域か

ら波及することが期待されますが、これだという具体的なアプロー

チを絞りだせませんでした。また、個々の活動も積極的にすること

が望まれますが、県技師会主催で認知症研修会を開催し、地域で協

力・相談しあえるネットワークが必要だと感じました。 

【まとめ】 
 国家戦略である認知症対策（新オレンジプラン）普及も重要です

が、先ずは、患者さんなど相手に対し聞き上手な検査技師を目指す

事で私達のグル―プは一致しました。 今回、全国から領域も立場

も違う検査技師が、認知症という避けられない問題に使命感や危機

感を感じ研修に参加しており、グループディスカッションを通し、

前半の講演も含め、貴重な時間を過ごすことが出来ました。 

【Ｃグループ】 
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 病棟業務導入の取り組みを開始した施設や既に実践している施設の事例を収集し、導入までの経過、実際の運用などについ

てシリーズで紹介しています。 

 第11回目は、輸血後感染症検査において検査部門から患者、他職種へ必要性を啓発することで実施率向上を図った事例で

す。患者のためになることを第一に考え、成果へとつながった取り組みを紹介します。 

事務局政策調査課 板橋匠美 

第３回 

 各分野の職域拡大に関する日臨技の取り組みをシリーズでご紹介します。 

■  病棟業務の取り組み11 

そこで、輸血に係る職員が中心となり、どうしたら検査して

もらえるのかを考え始め、患者が自分自身を感染症から守るた

めに必要な検査だと思えば、絶対に検査するに違いないと、患

者への啓発活動に力を入れることとした。 

 

【実際の運用】 
まず、輸血を実施した患者をふたつに場合分けして運用し

た。 

①継続して当院を受診する場合 

②地域のクリニック等へ紹介する場合 

今まで行ってきた電子カルテでの注意喚起に加え、輸血の申

し込み時に、輸血の同意書と一緒に「輸血後感染症検査受診の

お願い」の書類が印刷されるようにし、医師から患者に渡して

もらうようにした。輸血製剤の危険性は著しく低下したものの

ゼロではないため、感染症に罹患するかもしれないこと、もし

感染症に罹患した場合には生物由来製品感染等被害救済制度が

あること、この救済を受けるためには輸血前後の感染症検査が

必須であることを明確に記載した。さらに「あなた自身をお守

りするために輸血を受けてから３か月以降を目安に輸血後感染

症検査を受診して頂きますようお願い申し上げます」と大きく

表示した。 

輸血後感染症検査受診依頼フロー図 

【施設名】 
 公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院  
 

【病院概要】 
当院は東京都の南部に位置する地域医療支援病院である。前

身は、明治31年に東京府世田谷村立隔離病舎として設立され、

昭和18年に都制施行とともに都立荏原病院と改称した。平成18

年に都立から財団法人へ運営移管し10年が経過、今年で119年目

を迎える。現在は羽田空港から車で13kmの好立地を生かして、

輸入感染症に対応できる「第一種および第二種感染症指定病

院」としての役割も担っている。 

標榜診療科は21、病床数は506床（一般450、精神病床30、感

染症病床20、ICU６床）、１日平均外来患者数700名規模の病院

である。病院機能としては、地域医療支援病院、東京都エイズ

診療拠点病院、東京都災害拠点病院、東京都脳卒中急性期医療

機関、東京都がん診療連携病院（大腸がん）である。連携医登

録制度や協定病院制度を通して地域の医療機関と強い関係を築

いている。 
 

【検査部概要】 
検査科は検査技師27名（常勤24名、非常勤３名）で、24時間

の救急医療に応えている。採血と生理は診療外来のある１階

に、検体検査（輸血含む）と病理、細菌は地下１階に分かれて

いる。外来採血は常駐職員２名と生理や当直者からの応援にて

繁忙時間帯をカバーしており、１日平均180名ほどである。検体

検査は入院を含め250～300検体を処理している。入院患者の検

体は朝６時の当直時間帯から受け付けており、９時には緊急検

査の報告ができるよう努めている。 

当院では、専門性向上のために資格取得を奨励しており、細

胞検査士５名、超音波検査士５名、心電技師５名、睡眠検査士

５名、糖尿病指導士５名、NST療法士２名、緊急検査士４名など

の専門資格を取得した技師がいる。技師の平均年齢は35歳で、

20代～30代前半が６割を占めている。経験の浅い職員が多い

が、病棟カンファレンスや放射線科との勉強会を通して研鑽し

ている。 
 

【実践している取組み】 
今回紹介するのは、輸血後感染症検査（HBV、DNA定量、HCV

コア蛋白、HIV抗体）の実施率向上を目指して、その重要性を患

者本人や家族に理解してもらい、自ら検査を受けに来てもらお

うという試みである。 
 

【導入までの経緯】 

当初は、輸血後３か月を過ぎると「輸血後感染症セットを

オーダしてください」という注意喚起がカルテを開くとポップ

アップされる仕組みを構築した。しかし、繰り返し出される注

意喚起も閉じてしまえばそれまでであり、一向に実施率は10％

に届かなかった。 

輸血担当から「輸血を実施する患者さんは年間300名、この

規模の病院としては決して多くはない。ひとりひとりの患者さ

んに直接お願いしてはどうか？電子カルテのシステムに任せる

だけでは変わらない」という発言があった。この発想の転換か

らスタートした。 

病棟にて輸血後感染症検

査の必要性を説明している

様子 
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（編集後記）節分は冬から春に季節を分ける立春以外に立夏、立秋、立冬があり、季節の始まりの日の前日のことで年に４回あ

ります。季節の変わり目には邪気（鬼）が生じると考えられていたため、それを追い払うための悪霊払いとして豆まきが行われま

した。柊鰯（ヒイラギイワシ）を飾る風習もあります。大阪で行われていた恵方巻を丸ごと黙って１本を食べるイベントが今では

全国に広がり、具材もかんぴょう、きゅうり、椎茸などからサーモン、イクラ、エビなど海鮮までさまざまになってきています。

この季節の変わり目にインフルエンザに罹り、寝込んでいる私としては、病魔退散の願いを込めてこの編集後記を書いています。

（苦笑）                                                  【土居】 

輸血の翌日に病棟へ「説明希望日連絡票」を送り、患者説明

の日程調整を看護師やクラークの協力を得て行った。指定の日

時に検査技師が病棟へ出向き、患者やその家族に対し輸血製剤

の危険性や検査の必要性をより詳しく説明するというフローと

した（前ページのフロー図を参照）。イラスト入りの資料を作

成し、紙芝居の形式で患者に説明を行い、その内容と検査の受

診目安日を記載した資料を渡した。 

当院を継続して受診する場合

は、電子カルテの注意喚起と医師

へのメールを行い、患者の受診を

待つこととした。 

他院への紹介の場合には、退院

時の書類と一緒に「輸血後感染症

検査のご依頼」の書類を渡しても

らうこととした。この用紙には、

○月○日に輸血を実施したこと、

厚生労働省の指針に基づき輸血後

感染症の検査が必要なことを伝

え、検査結果を荏原病院に返信し

ていただくよう依頼した。 

この取り組みを始めたのは2015

年10月で、2016年10月までの１年

間に輸血を実施した人はのべ263

名であった。説明を希望しない、

日程の調整がつかない等を除く93

名（40.9％）に説明を行った。輸血後感染症検査を実施した患

者数は2017年１月現在80名で実施率は30.4％となった。うち12

名は紹介病院での実施であった。 
 

【実践後の課題あるいは他職種からの取り組みへの評価】 
限られた診療時間内で輸血後感染症検査の重要性を患者に伝

えることは難しい。また、重要性を認識していても検査オーダ

を出さない医師が少なからず存在する。 

30％という実施率に満足はしていけないが、１年で10％から

30％へ実施率を飛躍させたことは、技師の地道な啓発活動の成

果と評価している。 

この活動を通して感じたことは、患者のためになることな

ら、医療現場で働くどの職種でも協力し合う気持ちがあるのだ

ということである。感染症の検査をしなければならないという

「ルールを守ってください」というお願いよりも、「患者さん

のために」とお願いすることが肝要である。 

輸血後感染症検査のご依頼 

（見本） 

また、協力をお願いする相手にどうしたら負担が少なくなる

のかを第一に考えなければならない。多忙を極める看護師の協

力は、患者さんと面会できる時間だけを調整して欲しいと伝え

たことで、病棟クラークの協力も得られ、気持ちの負担を減ら

せたと考える。思ったほど大変でなかったとの評価があった。

退院時の書類に「輸血後感染症検査のご依頼」を新たに追加す

ることは、地域連携係に依頼した。返信の宛先を輸血検査室に

し、結果管理などの煩雑な業務負担をなくした。これも依頼す

る部署の負担にならないよう配慮をした。 
 

【実践したことによる課題】 
説明後、患者に不明点を確認し、質問を受ける努力をした。

よくある質問を集約しQ&Aを作成する必要性を感じている。これ

は今後の課題である。 

この取り組みを通して、多くの患者が「何のための検査なの

か、前回との変化が何を意味するのか」などの不安を持ってい

ることを改めて感じた。今後は、特定の輸血後感染症に限ら

ず、検査について説明ができる技師の育成が必要と考える。 
 

【結語】 
輸血後感染症検査の必要性を啓発することが重要であった。

「患者さんのために必要な検査をしたい」と他職種にも伝え、

負担を軽減して依頼することが導入の要であると感じた。今後

も患者のために何ができるかを検査科の立場で考えていきた

い。 

財団法人東京都保健医療公社 荏原病院  

検査科技師長 小林 真実   

≪担当理事のつぶやき≫ 
 

 輸血後感染症の実施比率が上がらないことは、安心安全な医療

の提供が出来ていないことになります。どの施設でもこの事に尽

力していることと思いますが、荏原病院さんでの取り組みによっ

て大きく実施率が上がったのは患者さんのためにとてもすばらし

いことだと思います。"チーム医療"という言葉の本質は"いかに

患者さんのために役立ったのか？"が問われるのではないでしょ

うか？昔、私たちが好きだった"縁の下の力持ち"ではなく、積極

的に臨床検査技師が患者さんの前に出て、患者さんのための医療

行為を実施する必要があるのではと思います。今回は輸血業務と

いう視点からの取り組みでしたが、又違った臨床検査技師によ

る"チーム医療"での取り組みの発表も期待します。 

【深澤】 

 

【認知症ケア加算】 

平成28年度診療報酬改定では「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」を踏まえた認知症患者への適切な医療を評価して

います。 基本的な考え方として、「身体疾患のために入院した認知症患者に対する病棟における対応力とケアの質の向上を図るた

め、病棟での取組や多職種チームによる介入を評価する。」こととして、認知症ケア加算１：イ 14日まで150点、ロ 15日以降30点、

認知症ケア加算２：イ 14日まで30点ロ 15日以降10点が新設されました。 

 残念ながら、施設基準に臨床検査技師の職種名称はありませんが、「認知症領域検査技師」の認定を受けた臨床検査技師の方々が

病棟で、認知症ケアに係る多職種チームの一員として活躍されることが期待されています。 

（政策調査課） 

施設基準 認知症ケア加算１ 認知症ケア加算２ 

（１） 

保険医療機関内に、①～③により構成される認知症ケアに係るチームが設置されてい

る。 

①認知症患者の診療について十分な経験と知識のある専任の常勤医師 

②認知症患者の看護に従事した経験を有し適切な研修を修了した専任の常勤看護師 

③認知症患者の退院調整の経験のある専任の常勤社会福祉士又は常勤精神保健福祉士 

認知症患者が入院する病棟には、認知症患者のアセスメントや看護方法等

について研修を受けた看護師を複数配置する 

（２） 
（１）のチームは、身体的拘束の実施基準を含めた認知症ケアに関する手順書を作成

し、保険医療機関内に配布し活用する。 

身体的拘束の実施基準を含めた認知症ケアに関する手順書を作成し、保険

医療機関内に配布し活用する。 


