
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

横地常広 

P1 法改正速報！『医療法等の一部を改正する法律案』衆議院通過！！ 

P2～P3 平成29年度認定認知症領域検査技師制度 JSDP技師講座開催報告 

 P4～P5 日臨技eラーニング第３回『バリューレゾルーション™』 ついにOPEN！ 
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 ３月10日、内閣より国会へ提出されていた『医療法等

の一部を改正する法律案』が、衆議院の議場に上がっ

た。 

 ５月12日(金)、第193回国会・第19回衆議院厚生労働委

員において、『医療法等の一部を改正する法律案（内閣

提出第57号）』について塩崎厚生労働大臣から提案理由

の説明がなされ審議が開始された。法案は７項目からな

りその第１の項目として『病院等の中で検体検査を行う

場合の施設の構造設備等に関する基準の創設、衛生検査

所等において行われる検体検査の精度の確保に関する基

準の明確化の措置を講ずるほか、検体検査の分類は厚生

労働省令で定めることを規定すること』が示された。 

第20回（5/17）・21回（5/19）・22回（5/24）各委員会

において提出法案に対し委員より多くの質疑がなされ、

それぞれについて厚労省から回答・見解が述べられた。

質疑終局ののち採決が行われ、全会一致をもって原案の

とおり可決された（賛成－自民、民進、公明、共産、維

新）。合わせて、渡嘉敷奈緒美議員外４名（自民、民

進、公明、共産、維新）から提出された附帯決議案につ

いて、岡本充功議員（民進）から趣旨説明がなされ採決

を行った結果、全会一致をもってこれを付することと

なった（賛成－自民、民進、公明、共産、維新）。  

 厚生労働委員会の可決の後、５月26日衆議院本会議に

おいて議題として取り上げられた。丹羽秀樹厚生労働委

員長により委員会での審査の経過及び結果の報告がなさ

れ、採決の結果、異議なく可決された。これにより、

『医療法等の一部を改正する法律案（内閣提出第57

号）』は参議院の場に送られ審議されることとなり、本

国会での成立が現実となりつつある状況である。 

 法案成立後は、省令等の細部について議論する場とし

て検討会が設置され、具体的な制度設計がなされる予定

である。臨床検査の明るい未来へ繋がる法改正となるこ

とが期待される。 

常務理事 丸田 秀夫  

医療法等の一部を改正する法律案（内閣提出第57号）概要 医療法等の一部を改正する法律案（内閣提出第57号）概要 
 本案は、安全で適切な医療提供の確保を推進するため、検体検査の精度の確保、特定機能病院の管理及び運

営に関する体制の強化、医療に関する広告規制の見直し、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度

の延長等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。 

一 病院等の中で検体検査を行う場合の施設の構造設

備等に関する基準の創設、衛生検査所等において行わ

れる検体検査の精度の確保に関する基準の明確化の措

置を講ずるほか、検体検査の分類は厚生労働省令で定

めることを規定すること。 

二 特定機能病院の承認要件に医療の高度の安全を確保

する能力を有することを追加するとともに、多職種

で構成される合議体の決議に基づく管理運営の確

保、管理者の選任方法の透明化、開設者による管理

者の権限の明確化の義務付け等の措置を講ずるもの

とすること。 

三 病院等のウェブサイト等についても虚偽の広告等を

してはならないものとすること。この場合におい

て、医療を受ける者による医療に関する適切な選択

が阻害されるおそれが少ない場合を除いては、診療

科名等の広告可能な事項以外の広告をしてはならな

いものとすること。 

四 持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医

療法人の移行に関する計画について、計画の認定の

要件等を見直すとともに、厚生労働大臣が認定を行

うことができる期限を平成32年９月30日まで延長す

ること。 

五 都道府県知事等が病院等の開設者の事務所等への

立入検査等を行うことができるようにすること。 

六 助産所の管理者は、妊婦等の助産を行うことを約

したときは、当該妊婦等の異常に対応する病院等の

名称等について、担当の助産師により、当該妊婦等

への書面の交付及び適切な説明が行われるようにし

なければならないものとすること。 

七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して

１年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行すること。 
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平成29年度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

に積極的に取り組み様々な事業を展開しているところです。今回、本年度から

認定認知症領域検査技師制度の講習会体系が変更（すべて日臨技主催事業とな

りました）され、、初めてのJSDP技師講座が鳥取県米子市にある鳥取大学医学

部保健学科アレスコ棟で開催されましたので、以下に報告いたします。  

JSDPとは日本認知症予防学会のことで、過去から「米子研修会」として毎年開

催されたものを日臨技が引き継ぎました。この技師講座の内容企画はJSDPのご

協力や人脈で実現したものです。 

担当執行理事 深澤 恵治 

研修会期間： 

5月13日（土）13時30分～5月14日（日）15時まで 

研修会会場： 

鳥取大学医学部保健学科アレスコ棟2階121講義室 

研修会参加： 

  115名 

 まず講演１で認知症予防学会の浦上理事長より認知

症予防の基礎的な講義に始まり、新しい試みとして他

の医療団体からの認知症対策についてそれぞれ15分程

度でご説明いただきました。聴講者からの意見で「各

団体がどのように取り組んでいるのがよく理解でき

た。今後、認知症医療に対して検査技師としての方向

性を考えていきたい」との意見がありました。企画担

当者としては満点のご意見をいただきました。２日目

の午前中は６月に発刊される認知症領域検査技師のテ

キストの解説を、数名のテキスト執筆者から講義をし

ていただきました。それぞれの講師は自分の担当する 

認知症予防専門士講座との同時開催も

特色の１つ（会場案内ポスター） 

１日目：５月13日（土） 
講義1「認知症予防について」 

鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 教授 

日本認知症予防学会 理事長 

浦上 克哉 先生 

講義2「チーム医療としての認知症対応」 

【各演者】 

１）鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座        浦上 克哉 先生 

２）日本臨床衛生検査技師会 担当執行理事        深澤 恵治 

３）YMCA米子医療福祉専門学校 作業療法士科      高梨 悠一 先生 

４）南部町国民保険西伯病院リハビリテーション部  田村 篤人 先生 

５）独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院  須田 明美 先生 

６）社会福祉法人こうほうえん          福田 敏秀 先生 

７）鳥取福祉保健部長寿社会課          向井 京子 先生 

８）琴浦町福祉あんしん課             圓山千嘉子 先生 

９）伯耆町役場健康対策課生活相談室       有富 千帆 先生 

研修会プログラム 
２日目：５月14日（日） 

講義3「認知症テキスト解説 

       “医学検査J－Stage認知症予防のための検査特集”」 

【各執筆者】 

１）島根大学医学部附属病院ｸﾘﾆｶﾙｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ   狩野 賢二 先生 

２）中部大学健康科学研究所生命医科学科          野田 明子 先生 

３）神戸常磐大学医療検査学科                 澤田 浩秀 先生 

４）市立宇和島病院           高村 好実（代理：深澤 恵治）先生 

５）鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座       河月  稔  先生  

講義4「軽度認知症とアルツハイマー型認知症における 

                                                         糖代謝の関わりと予防」 

愛媛大学大学院医学系研究科  

老年・神経・総合診療内科学 教授  

大八木 保政 先生 

講義5「実践セミナー：認知症の方の接し方－身体介助法－」 

九州保健福祉大学保健学部作業療法学 教授        

小川 敬之 先生 

分野には思い入れもあるようで熱の入った講義となり

ました。午後は認知症と糖尿病の関わりを愛媛大学の

大八木先生に、そして認知症の方への接し方について

九州保健福祉大学の小川先生に講義をいただきまし

た。両先生とも内容・講義の進め方が素晴らしく、一

同納得の研修会となりました。 

＊ 

今回から新たに設定された、この技師講座ですが認

定単位も一番高く40単位が設定されています。講習会

企画を共催者である日本認知症予防学会にお願いし、

ホットなテーマを盛り込むことによって、基礎的な内

容の日臨技指定講習会（30単位）に比べると実践的・

先進的な講義を設け開催しました。 

今後も様々な形の技師講座の組み立てを考え、日臨

技の認知症施策の発展を行っていきたいと考えていま

す。 



研修会旅行の安全を祈願  

 

東八幡平病院  

          吉田 英子 

 
 JSDP技師講座（第６回米子研修会）

には岩手県から私を入れて３人の臨床

検査技師が参加しました。私と岡本さんはこの研修会に参

加しようと約束しておりましたが、斉藤さんは参加するか

わからないままでした。私は13日９時頃、バスで米子市役

所前に降り、鳥取大学医学部の道を聞きながら歩いて行く

と、賀茂神社天満宮があり、そこで研修会旅行の安全を祈

りました。会場のアレスコ棟に着くと、講師の先生方が会

場の準備をしておられ、それを見て私は感謝でいっぱいに

なりました。しかし、私はいつも岩手県臨床技師会で大変

お世話になっている岡本さんに恩返しできるのは、今回し

かないぞと思い、大学周辺のコンビニ、レストランを河月

先生に教えていただき、岡本さんにLineでアレスコ棟の道

案内をしました。会場では、斉藤さんが声をかけてくださ

り、3人の顔合わせができました。研修会は多職種の講師

による講義も大変勉強になりました。また、夜の親睦会も

楽しく、認知症の家族を抱えながら働いている技師も多

く、認定を受験するだけでなく家族を守る事になるのだと

思いました。 

 この研修会が楽しく、次の研修会に向け頑張ろうと励ま

されたのは、岡本さんと斉藤さんの存在です。これからも

３人声掛け合って楽しく勉強していきたいと思います。 

在宅医療との関わりから 

 

医療法人勝久会 地ノ森クリニック 

岡本 恵智子 
  

 昨年仙台で開催された、認知症予防学

会の講座でご一緒だった、東八幡平病院

の吉田英子さんと誘い合わせて岩手県か

ら参加いたしました。 

 大船渡市で毎月開催されている「けせん在宅WG（ワー

キーング・グループ）」に参加させて頂いていることもあ

り、常々、在宅医療等に臨床査技師はどう関わっていけば

よいのか考えておりました。今回のJSDP技師講座の「チー

ム医療としての認知症対応」はその答えを見つけるべく、

興味深く聞きました。認知症関連の検査も日進月歩の感が

あり、血液検査で認知症の検査ができる日も近いことで

しょう。 

 今年度から新しいカリキュラムでの認定認知症領域検査

技師講座が始まりましたが、臨床検査技師は、大小さまざ

まな施設から参加されます。中には臨床検査技師が２名し

しかいないので興味があっても参加できないという方も居

られました。どうか、その点についても御配慮願いたいと

思います。米子空港と間違えて、鳥取駅から電車で１時間

かけて講座に通ったことは、内緒です。今は無い大船渡線

ののどかな風景を思い出しました。 

 

 

 

岩手県から参加しました～ 

遠かったけどよかった～ 
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医師講演を聴講したのがきっかけ 

 

岩手県立中部病院   

齊藤 裕子 
  

 今回、認定認知症領域検査技師JSDP技

師講座（米子研修会）を受講する機会を

頂きました。当初の募集定員を超えた多くの受講者が全国

から集い、熱気に驚きました。 

 会場は、鳥取県米子市にある鳥取大学医学部保健学科ア

レスコ棟。自宅から1,220kmの移動でした。会場に着くな

り頂いた受講者名簿をチェックすると岩手から３名の参加

を確認し、自身より遠方の吉田さん、岡本さんの参加に労

いの念を抱くとともに両氏の勤勉・熱意を感じました。 

 私がこうした講習会を受講するきっかけとなったのは、

昨年の岩手県立病院技師会学会において陸前高田市国民健

康保険二叉診療所 石木幹人所長（元岩手県立高田病院

長）の特別講演「医療における臨床検査の役割」を聴講

し、東日本大震災後の被災地が超・超・超高齢化社会とな

り認知症が増加していることを知ったからです。アルツハ

イマー型認知症の義母を介護した私自身の経験もあり、講

演で何度も連呼された「認定認知症領域検査技師」に強く

興味を持ちました。 

 公演後、石木先生との談笑で、定年退職後の微々たる精

進でも認知症に携わる多職種の一助にとの先生からの熱意

に賛同。早々、技師会の研修会を検索し「 第３回指定講

習会」を受講申請したのが始まりでした。 

 東八幡平病院の吉田さんとは、第3回指定講習会で同席

して認定認知症領域検査技師資格に取り組まれている事

と、今後のアドバイスも頂きました。私にとって勢いで受

けた講習会でしたので、とても励みになりました。また、

米子でご一緒できたことで、吉田さんの気さくで陽気な人

柄に接し、更に認定資格の取得についての詳細な取り組み

を教授して頂きました。地ノ森クリニックの岡本さんと

は、今回初めて同席しましたが、吉田さんと同様に以前か

ら熱心に資格取得の講習会などに取り組まれている方でし

た。岡本さんも気さくな方で初対面の私にも声をかけて頂

き今後の励みとなりました。 

 今後も指定講習会に取り組まれる両氏には、岩手に認定

認知症領域検査技師の誕生を早々に実現して頂きたいと願

います。10年以上の介護実生活の経験が、どれだけ臨床に

繋げていけるか未知数です。自身も微々たる精進ですが後

に続きたいと思います。 

 

 

「（認知症患者本人が）

希望をもって生きている

現実や可能性」を発信 

 

鳥取県ではチーム医療と

してさまざまな先進的な

取り組みがなされている

ことが紹介された 



Vol.23No.11                会報JAMT ホームページ掲載                   平成29年6月1日号 

『バリューレゾルーション™』 ついにOPEN！ 

日臨技eラーニング 第３回 

 本号では、バリュー・レゾリューションTMを始める前の注意事項と、『医療人・職業人』スキルの4つのカテ

ゴリについて説明させていただきます。また、専門分野の呼吸機能検査コンテンツから北海道大学病院 検

査・輸血部 山本雅史先生に【スパイロメトリーの実際】についてご紹介いただきます。 

日臨技会員専用サイトの『メールアドレス1』には個人アド

レスを登録してください。 

バリューレゾルーション™の学修形式であるグループ学修に

ついて前号でお知らせいたしました。開始日時や回答期限な

どの重要なお知らせは、日臨技会員専用サイトの『メールア

ドレス１』に登録してあるアドレスに届きます。初回ログイ

ンする時に、『メールアドレス１』が登録されていないとロ

グインできませんので、必ず登録してください。また『メー

ルアドレス１』に検査室などの共用アドレスを登録している

方は、個人アドレスに変更してください。他の会員が既に該

当のメールアドレスでご登録されている場合、同一メールア

ドレスではログインできませんのでご注意ください。 

メールアドレス登録・変更画面  【バリューレゾルーション™を始める前の注意事項】 

※会員専用ページの会員

情報変更メニューより登

録・変更ができます。 

【医療人・職業人スキル 4つのカテゴリ】 

第１回でご紹介した臨床検査技師に求められる【医療人・職業人スキル】の4つのカテゴリについて詳しい履修コ

ンテンツをご紹介いたします。各カテゴリは、図表に示すようにさらにいくつかに区分され、各単元をご用意してい

ます。 

各単元は内容に応じて、新人、初級、中級、上級コースが用意されます。その受講対象者は以下の通りです。 

新人：卒後間もない検査技師～卒後5年（時間外勤務、緊急検査あり） 

初級：スペシャリスト（検査室で専門性を高める） 

中級：ジェネラリスト（検査施設内でのマルチプレーヤー） 

上級：管理者（医療施設内における管理者的ポジション） 

これらを学修することを通し、『円滑な人間関係を築くための技術や能力』を磨きます。そして複数の職種が連

携する『チーム医療』に貢献できる臨床検査技師として必要となる職業能力や社会人としての基礎力を学びます。 

○患者サービス ・医療人としての役割理解 

・ビジネスマナー 

・ビジネス文書 

・接遇・サービスマネージメント 

○キャリア開発論 
キャリア開発 

・キャリア開発について 

・ジェネラリスト職としての検査技師の役割 

・スペシャリスト職としての検査技師の役割 

・マネジメントとしての部下育成 ○チーム医療 

・チーム医療の概念 

・チーム医療の一員となるために 

管理運営 

○医療倫理 

・医の倫理概論 

・患者の権利 

・インフォームドコンセント 

・医療倫理問題の把握と意思決定 

○リスク管理の組織 

・リスク管理の組織 

・コンプライアンスとは 

・コンプライアンス（法令遵守） 

・暴力・ハラスメントへの取り組み（一部） 

・内部通報制度 

・契約管理 

○医療安全 

・国による医療安全対策の取り組み 

・医療安全 

○災害時リスクマネジメント 

・医療を取り巻く災害と対策 

・事業継続計画（BCP） 

○組織マネジメント 

組織管理 

○チーム医療-役割 

・チーム医療における臨床検査技師の役割 

○チーム医療-人的資源 

・チーム医療を実現する適材適所の人的資源管理 

・人事フローのマネジメント 

・人的育成計画 

・部下の育成 

・後継者の育成 

○チーム医療-リーダーシップ 

・チーム医療を実現するリーダーシップ 

・リーダーシップとマネジメント 

○チーム医療-コミュニケーション 

・コミュニケーションスキル 

・コーチングスキル 

・質問力の向上 

・効果的なプレゼンテーション 

○チーム医療-問題解決力 

・チーム医療を実現する問題解決力 

・プロジェクトマネジメント 

・コンフリクトマネジメント 

・ネゴシエーション 

・実践スキルの強化とキャリアの達成に向けて 
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（編集後記）日臨技広報ワーキンググループ（仕事は会報JAMT、JAMTマガジン、広報誌ピペット等の編集、筆稿、HPの編

成、等々）のメンバーの平均年齢は現在恐らく50代中盤です。みんな「老骨に鞭も飴も打って・・」活動しています。

気心の知れた仲間での仕事や作業は言いたい事を言い合いまくりますが、しかし最近気になるのが、高齢化のワーキン

グメンバーの健康？ではなくて会員との世代間、仕事の分野別、施設規模などで感覚相違が生じているのではないか？

という事です。臨床検査技師という職種も仕事が多様化しているのはご存じのとおりです。是非、多くの意見（クレー

ム大歓迎）をお寄せ下さい。メンバーの堅くなった頭の回路をガツン！と一発・・（この表現がまた古い！(笑)）刺激

をよろしくお願いします。                                     【土居】 

 次号からは各カテゴリについて詳しく説明していきます。 

【スパイロメトリーの実際】 
北海道大学病院   

検査・輸血部 山本 雅史   

 呼吸機能検査は呼吸器内科の診療のみなら

ず、外科系の手術前検査など広く一般に用いら

れる重要な検査である。しかし検査手技は一般

に難しいとされ、「正しく検査できているかど

うか不安である」との声もよく聞かれる。特に少人数職場な

どで必ずしも呼吸機能検査に明るくない場合や、大都市から

は遠方で勉強会に参加することが難しいなど、「学ぶ」環境

が整っていない施設は全国にかなり多く潜在していると考え

られる。 

 今回このeラーニングではこれらの事を踏まえ、より実践的

な内容を用意した。すなわち、スパイロメトリーを行う上で

の基本的な手技とテクニックを中心に解説を行った。具体的

には、声のかけ方や、上手に出来ない場合の対処・誘導法、

得られた波形から何を考えるか？など、実際の患者データを

用い解説を行った。同じアーチファクトでも患者によって、

コーチングを変える必要がある。そのため、今回紹介した

コーチングを実践すれば必ず上手に検査できるものでもない

が、少なくとも試す価値のある方法を盛り込んだ。術前検査

（麻酔前検査）としてのスパイロメトリーは、遭遇する機会

が非常に多い。そのため「術前検査になぜ呼吸機能検査が必

要か？」というタイトルで、検査結果に対する麻酔科医の視

点や、実際の手術動画も交えながら解説を加えた。 

さらに受講者は、個人学修の「ウェブベース・ＰＤＣＡサイクル学修®」で学修した教材にリンクした「ウェブベー

ス・グループ学修®」を受講することが可能となります。 なお、QMS（品質管理マネジメントシステム）について

は、独立した単元としてご用意しています。 

経営管理 

○経営管理と経営資源 ○労務管理 

・就業規則について 

・能力評価と目標による管理 

・タイムメネジメント 

・メンバーの健康管理とストレスマネジメント 

・労働関係法規の理解 

・建設的な労使関係の構築 

・問題社員の管理（メンタルヘルス、勤怠管理） 

・情報管理 

・患者権利と情報開示 

・個人情報保護への対策と実際 

・情報セキュリティ（ISO27001） 

・医療施設における守秘義務対策と実際 

・労働上の安全衛生について 

○医療経営戦略 
・医療経営分析の体系 

・病院経営分析の事例 

○医療マーケティング 

・マーケティングの目的と戦略構造 

・マーケティングにおける製品政策 

・マーケティングにおける価格政策 

・医療機関の広告戦略と規制 

・医療マーケティングとしての地域連携 

○医療機関の経営分析 

・経営戦略の意義 

・経営戦略の内容 

・戦略的マネジメント 

・戦略分析の基本スタンス 

○社会保障制度 

・社会保障制度の概要と特徴 

・介護・福祉制度 

・制度改革の背景と概要 

QMS 

○品質管理システムとは（初級編） 

・品質管理システム（QMS）とは 

・臨床検査におけるQMS 

・QMSを構築するということ 

・QMSを運営するということ 

・臨床検査室の施設基準 

・臨床検査における認定制度（ISO15189等） 

・臨床検査業務の質評価と改善について 

○ QMSとISO15189 

・QMSとISO15189 

・QMSモデル（検査業務とISO15189） 

○QMSの組織体制と文書管理 

・QMS組織と管理体制  

・文書管理 

・記録管理 

○検査サービスの合意事項 

・サービスの合意事項 

・委託検査 

・外部からのサービス及び供給品 

○検査サービス維持と改善 

・苦情処理 

・不適合の識別管理 

・是正処置 

・予防処置 

○検査サービスの評価（内部監査） 

・評価 

・内部監査 

○マネジメントレビュー 

・継続的改善 

・マネジメントレビュー 

○検査室の能力整備 

・要員 

・施設及び環境条件 

・機材、試薬及び消耗品 

○検査前手順 

○検査手順 

○検査手順の品質保証 

○検査後手順 

・検査後手順 

・結果の報告 

・結果の報告(リリース) 

・検査室情報マネジメント 

 本eラーニングが、知識やテクニック習得の一助となれば

幸いである。 

動画や具体例で 

わかりやすく解説 


