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横地常広 

P1～P2 臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会事業 ～講習会Ｂ～を各都道府県で開催開始 

P3 平成29年度先駆的臨床検査技術研修会 第１回日臨技骨髄像研修会2017開催報告 

P4 平成29年度先駆的臨床検査技術研修会 第１回日臨技超音波研修会2017開催報告 

P5～P6 日臨技eラーニング第10回 【医療人・職業人スキル】学修前オリエンテーション 

P7 平成29年度会員意識調査および会員施設実態調査/平成29年度 日臨技支部学会各地で開催！ 
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平成29年８月26日、“臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会事業 講習会Ｂ”が鳥取県・茨城県の２会

場にて開催されました。本講習会は“臨床検査技師のための認知症対応力向上事業（神経心理学検査）講習会Ａ”

（平成29年４月８日～９日：米子市）を受講された方々が企画担当者となり、都道府県臨床（衛生）検査技師会およ

びサポート役員にご協力いただきながら、全国レベルでの研修制度としてすすめているものです。 

臨床検査技師は、認知症医療の早期診断、早期対応に欠かせない検査の実務を担当しており、認知症診断のため

の神経心理学的検査を、より多くの臨床検査技師が担当できるようになることを、日臨技として目指しています。そ

のため一人でも多くの会員に受講をお願いし、臨床検査技師による神経心理学検査の実施が全国的に広まっていくこ

とを願っております。 

平成27年１月27日に厚生労働省老健局より公開された「認

知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくり

に向けて～（新オレンジプラン）」において、本戦略の策定は

“いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025（平成37）年を目

指し、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地

域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実

現”することにあるとし、“2017（平成29）年度末等を当面の

目標設定年度”としている。このために、同戦略の「第1．基

本的考え方」で、認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介

護等の提供、認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテー

ションモデル、介護モデル等の研究開発の推進などが含まれて

いる。 

同戦略の「第２．具体的な施策」においては、早期診断・

早期対応のための体制整備として、認知症疾患医療センターの

機能の明確化、認知症疾患医療センター以外の医療機関での鑑

別診断が求められているとともに、認知症初期集中支援チーム

の設置により早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切

な医療・介護等が受けられる初期の対応体制の構築、同チーム

が認知症専門医の指導の下で複数の専門職が、認知症が疑われ

る人又は認知症の人やその家族を訪問・観察・評価、包括的・

集中的な初期支援すべきことなどがあげられている。 

認知症の人の身体合併症等への対応を行う急性期病院等で

は、身体合併症への早期対応と認知症への適切な対応のバラン

スのとれた対応が求められているが、現実には、認知症の人の

個別性に合わせたゆとりある対応が後回しにされ、身体合併症

への対応は行われても、認知症の症状が急速に悪化してしまう

ような事例も見られる。身体合併症対応等を行う医療機関での

認知症への対応力の向上を図る観点から、関係団体による研修

も積極的に活用しながら、一般病院勤務の医療従事者に対する

認知症対応力向上研修の受講を進めるとしている。 

臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会事業 

 実施要領より  

本講習会事業の目的 

≪カリキュラム≫ 

時間 テーマ 進行 

60分 
神経心理学的検査総論 
～認知症疾患医療センター、物忘れ外来、認知症スクリーニングで主に活用される検査～ 

ビデオ視聴62分  

講師：国立長寿医療研究センターもの忘れセンター長 櫻井 孝 

60分 ＭＭＳＥ・ＨＤＳ-Ｒ・物忘れ相談プログラム検査総論 
ビデオ視聴62分  

講師：鳥取大学医学部教授 日本認知症予防学会理事長 浦上 克哉 

90分 ＭＭＳＥ・ＨＤＳ-Ｒ・物忘れ相談プログラム検査の実習 企画担当者が進行 

60分 ＡＤＡＳ検査総論 

ビデオ視聴60分※実習内容の一部を含む 

講師：鳥取大学医学部附属病院神経内科鳥取県基幹型認知症疾患医

療センター臨床心理士 浜田 実央 

30分 ＡＤＡＳ検査の実習 企画担当者が進行 

45分 ＴＤＡＳ検査総論 
ビデオ視聴46分  

講師：鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座助教 河月 稔 

45分 ＴＤＡＳ検査の実習 企画担当者が進行 

60分 その他の簡易スクリーニング検査総論～道路交通法改正もふまえて～ 
ビデオ視聴110分※実習を含む 

NPO高齢者安全運転支援研究会 中村 拓司 

50分 その他の簡易スクリーニング検査の実習 企画担当者が進行 
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臨床検査技師のための認知症対応力 

向上講習会Bを企画担当して…  

 企画担当者 

鳥取県立中央病院 前田 和俊  

 平成29年8月26日（土）、鳥取県鳥取市において講習会Ｂ

を開催しました。真夏の暑い中でありましたが、県内全域

の施設から申し込みを頂き、12名の方に受講して頂きまし

た。長丁場のビデオ聴講で、受講生の方の集中力が続くか

不安でしたが、その不安も消し飛ぶくらい熱心に受講・実

習され、意識の高さを感じました。 

 鳥取県における高齢化率は全国平均を上回り、2040年に

は、約５人に２人は高齢者になると見込まれています。そ

のような中、専門の知識・技術を有する臨床検査技師が標

準化された方法で神経心理学的検査行う日は遠くないと感

じました。来年度も講習会を開催し、認知症医療に対して

活躍できる臨床検査技師の仲間をさらに増やし、変革して

いく未来の医療に向けて歩みを進めていきたいです。 

 結びに、本講習会Ｂは企画準備段階から日臨技・鳥臨技

の多く方のサポートの賜物で、全国に先駆けて茨城県と同

時開催することができ、この場を借りて深謝いたします。 

臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会事業B 

のサポート役員として 

サポート役員 鳥取県立中央病院 佐々木 崇雄  

平成29年８月26日（土）に鳥取市において「臨床検査技

師のための認知症対応力向上講習会Ｂ」が開催されました。 

講習自体は日臨技が作成した「講習会Ｂテキストブッ

ク」に沿って行われ、神経心理学検査総論、MMSE・HDS-R・

物忘れ相談プログラム、ADAS・TDASなどのビデオ講習とタッ

チパネル実機も用いた実習でした。受講者は10名と少人数で

したが、延長しそうなくらい大変濃い内容の講習会でした。 

受講後のアンケートでは、「内容が盛り沢山で大変だっ

た」「テキストの一部の文字が小さく見にくい」という意見

もありましたが、「体験ができてよかった」「内容がわかり

やすかった」「自施設に持ち帰って検討や実践をしたい」と

の意見が多く、受講者には非常に好評でした。日臨技が準備

された内容が良かったことと、準備から尽力した認定認知症

領域検査技師である前田技師・澤田技師のおかげと思いま

す。 

今後、鳥臨技として参加費や講習日程などについて、他

県での状況を来年度開催の参考にしたいと考えております。 

≪実習の様子≫ 

 手探りでの平成29年度認知対応力 

向上講習会B開催  

企画担当者 

株式会社LSIメディエンス  渋谷 俊介  

 ８月26日に水戸市にある茨城県総合福祉会館において、受

講者15名でＢ講習会を開催しました。企画担当者として初め

ての講習会でしたので、開催が決まってからは自分自身再度

講習内容を日臨技内のサイボウズの資料等で調べ直したり、

企画担当者養成講習会に参加した同期の企画担当者に相談し

たりと正直開催できるのか心配でした。 

認知症対応力向上講習会の準備・受講・報告を終えて  

サポート役員 水戸済生会総合病院  川﨑 智章  

私たち茨城県臨床検査技師会では、初となる講習会である

事と定員が15名で比較的少数であることから、当会事務所が

入る茨城県総合福祉会館の中研修室にて開催いたしました。

研修室の座席前方でビデオ上映による講義を行い、後方にて

テーブルを向き合わせて実習を行いました。機材は事務所宛

てに届けて頂きましたが、思っていたより収納ケースが大き

かったため台車にて移動しました。機材の準備は、ビデオ講

義の間に講師の先生とサポーターの方にセッティングをして

頂きました。私は受講もしたので、講義開始と同時にお手伝

いが出来ませんでした。ビデオ講義が開始されると、熱心に

メモを取りながら見ている方が多く、実習においては、サ

ポーターの解説が分かり易く丁寧であった事もあり、会員同

士が直ぐに溶け込んでいく様子が見受けられました。アン

ケート調査の結果は全体的に好評で、神経心理学的検査に意

欲的に臨みたいと答えた方が過半数を超えました。この様に

盛況に終える事ができましたことは、講師の先生とお二人の

サポーターのお蔭であり、心より感謝申し上げます。本当に

有難うございました。 

 内容については、Ｂ講

習会は500分という長丁場

で、講義はビデオ視聴が

主体あり、またその視聴

時間も長いため如何に受

講生に、飽きさせずに最

後まで観てもらうかがこ

の講習会の課題になるの

ではないでしょうか？今

回の参加者は認知症の検査に携わっている方はおらず、ビデ

オの中に出てくる言葉・単語一つとっても新しいものであっ

たと思われます。Ｂ講習会開催前に「認知症とは？」のよう

なミニ講習を実施しても良かったのではと思いました。 

 最後に、当日は他県の認定認知症領域検査技師２名の企画

担当者がボランティアで会場設営から実習の準機器備、実習

の補助までお手伝いくださいました。お手伝いがなければこ

の講習会は成功しなかったと思っております。この場を借り

て御礼申し上げます。 

≪講習会風景≫ 

日程 開催地 場所 募集人数 

8月26日 鳥取県 鳥取県立中央病院 15 

8月26日 茨城県 茨城県総合福祉会館 15 

9月10日 大阪府① 大阪府臨床検査技師会事務所 30 

10月1日 愛媛県 愛媛県立中央病院 15 

10月14日 和歌山県 済生会和歌山病院 15 

10月28日 静岡県 静岡県臨床衛生検査技師会事務所 15 

11月18、19日 山形県 山形市立病院済生館 15 

1月13、14日 大阪府② 大阪府済生会中津病院 30 

1月20、21日 秋田県 市立秋田総合病院講堂 15 

1月21日 広島県① 広島市民病院 15 

1月27、28日 熊本県 熊本大学医学部附属病院 30 

2月3、4日 神奈川県 公益財団法人 神奈川県予防医学協会 15 

2月4日 広島県② 福山市民病院（予定） 15 

2月24、25日 岡山県 心臓病センター榊原病院 14 

臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会 

（平成29年度 講習会B） 開催日程  

※募集の詳細は開催地である都道府県臨床（衛生）検査技師会にご確認ください。 
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平成29年度 先駆的臨床検査技術研修会 

中村 利弘(市立砺波総合病院) 
 ２日間にわたり開催されたこの研修会は全国の臨床血液部門

員へ情報共有することを目的として開催されました。 

今回は、2016年に一部が改定されたWHO血液腫瘍分類の変更

点と骨髄異形成症候群をテーマとした実技講習会でした。WHO血

液腫瘍分類の変更点についての講演を拝聴し、骨髄異形成症候

群を中心とした分類方法の鏡検実習を行いました。 

 各変更点のポイントの順を追って詳細に説明頂き、染色体や

遺伝子異常がさらに重要視され、治療反応性や予後を含む臨床

像を総括して診断や病型が規定されることを学びました。また

骨髄像の見方や所見の書き方をいちから説明頂き、改めて振り

返ることが多くあり、帰って早速業務に取り入れさせて頂きま

した。 

 鏡検実習は、５症例を各自鏡検し、その後、受講者同士や講

師を交え、症例や疑問点等、普段中々聞けない事についても話

し合いました。面識のない方々と会話させていただくことで、

新しい発見や全国の壁を越えた臨床血液部門員同士のコミュニ

ケーションがとれる良い機会となりました。また、症例解説や

質疑応答の際も、受講者から活発な意見が飛び交い、異形成の

とり方や考え方、今後の課題等、たくさんの意見交換がなされ

ました。 

 今回受講し、全国の臨床血液部門員の方々とともに大変実り

ある有意義な時間を過ごす研修会となりました。このような場

を提供して頂き、心より感謝申し上げます。 

井上 まどか (群馬大学医学部附属病院)  
当院では実際に施行されている骨髄穿刺に対して、全例では

ないものの検査技師が骨髄像検査を実施しています。検査を実

施していく中で細胞の分類と形態異常の判定の難しさにはいつ

も頭を悩ませていました。また、昨年改訂されたWHO分類につい

てもまだまだ分からないことが多いと感じていました。 

２日間開催された研修会では、２つの講演と骨髄異形成症候

群５症例の鏡検実習が行われました。２つの講演はいずれも難

しい内容をとても分かりやすく解説していただきました。共通

していたのは、ただ覚えるのではなく、どうしてそのように考

えるのかが重要であるということでした。鏡検実習では、２講

演の内容をふまえて標本観察することができ、さらには、参加

者同士で意見交換をする場もあって、とても意義深いものでし

た。それは、症例解説の場でも同様で、鏡検して得られた所見

が参加者同士どれくらい同じで、どれくらい違っているのか、

そして使用する表現についてもどうするべきかをディスカッ

ションできたのは、本当に良かったと思います。 

 群馬県は検査技師が骨髄像検査に携わっている施設が少ない

のが現状です。しかし、講演で学んだことは血液検査に携わる

検査技師にとってたとえ骨髄像検査を実施していなくても日常

検査のヒントになることも多いと感じました。早速研究班で開

催している勉強会で伝達講習を実施したいと考えています。ま

た標本を用いた実習については、これから県内でどのように実

施できるかを考えていかなければなりませんが、まずはすでに

認定血液検査技師や骨髄検査士を取得している技師、またこれ

からこれらの資格取得を目指す人たちの中で共有していくのも

ひとつかなと思っています。 

平成29年度先駆的臨床検査技術研修会「第１回 日臨技骨髄

像研修会2017」が8月26日（土）～27（日）に都内の文京学院大

学保健医療技術学部（本郷キャンパス）にて開催されました。

研修会テーマは「WHO2016血液腫瘍分類の変更点とMDSを中心と

した実技講習会」で、2016年、WHO血液腫瘍分類の一部が改訂さ

れ、その中には日常検査で良く遭遇する骨髄異形成症候群

（MDS）、急性赤白血病(AML-M6a)が含まれております。 

そこで、本研修会において、WHO血液腫瘍分類の変更点とそ

れに伴うMDSを中心とした分類方法の鏡検実習を開催し、顕微鏡

検査細胞判定の統一化の技術習得を行い、全国の臨床血液部門

員へ情報共有することを目的として開催されました。今回、参

加募集人員に各都道府県技師会１名の優先枠を設け、さらに、

1000名以上の会員数都道府県においては研修会終了後の情報共

有を考慮し2名までの優先枠といたしました。その結果、参加人

数72名で43都道府県技師会からバランス良く参加していただき

ました。 

研修会は講演１）として、NTT東日本関東病院の後藤文彦技師

から「今から使える、WHO2016骨髄系腫瘍分類の変更点」につい

て講演をいただきました。内容は①骨髄増殖性腫瘍 (MPN)

2PDGFRA,PDGFRBmatahaFGFR1遺伝子の再構成あるいはPCm1-JAK2

を伴う骨髄/リンパ系腫瘍③骨髄異形成/骨髄増殖性腫瘍

(MDSsurasshuMPN)④骨髄異形成症候群(MDS)⑤急性骨髄性白血病

(AML)関連腫瘍について詳細に講演されました。講演2）とし

て、東京大学医学部附属病院の常名政弘技師から「今から使え

る、骨髄像の見方考え方・所見の書き方」について講演をいた

だきました。内容として①骨髄像の見方・考え方②白血病診断

の進め方③骨髄像の所見の書き方について講演されました。ま

た、顕微鏡実技講習では各症例別に時間内に結果解析し報告書

の作成まで実施しました。各症例では精査目的、検査所見及び

スライドは末血、骨髄、特殊染色など作成されており、染色

体、遺伝子検査等までの結果値が準備されておりました。さら

に細胞判定の意見が活発に行われました。そして、情報交換会

においては参加者72名中、９割の65名の方に参加していただ

き、研修会同様に盛り上がりました。 

 理事として参加会員と同様に顕微鏡実習まで参加し、目的で

ある全国の臨床血液部門員へ情報を共有することを体で体験す

ることができ、大変充実した研修会でありました。終了後のア

ンケート調査では、受講者の方々から研修会の内容判断として

妥当81％であり、中身の濃い研修会であったとの声が数多く寄

せられました。主催者側としても来年度の先駆的臨床検査技術

講習会の企画につながる重要な研修会であったと思われます。      

担当理事 有村 義輝 

顕微鏡実技講習の様子 

 最後に、今回全国各地の参加者の方々からたくさんの情報や刺

激を受けることができ本当に良かったと感じています。参加者

の皆様、そして実務委員の皆様、本当に２日間お世話になりま

した。ありがとうございました。 
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平成29年度 先駆的臨床検査技術研修会 

平成29年度先駆的臨床検査技術研修会「第１回 日臨技下肢超

音波研修会2017」が９月２日（土）に日臨技会館にて開催され

ました。研修会テーマは「肺塞栓症における下肢静脈エコーの

役割」で、東日本大震災、熊本地震において、当会は肺塞栓症

予防目的の被災者支援活動の一環として、下肢静脈エコーを

行っています。本研修会では、その活動を振り返りながら、下

肢静脈エコーの意義、手技について学び、下肢静脈エコーの基

本的手技について認識を統一化することを主目的としました。 

まず、日臨技 長沢副会長より東日本大震災および熊本地震を

経験した日臨技活動について基調講演していただきました。そ

のお蔭で受講生は緊張感をもってその後の講義を聴講すること

ができました。次に被災地における血管エコーと題して、盛岡

市立病院医療支援部の千葉寛技師による、現場での下腿領域検

査の進め方の講演、３題目は静脈血栓症における下肢静脈エ

コーと題して、埼玉医科大学国際医療センターの山本哲也技師

による静脈血栓の診断基準を主にした講演、４題目は下肢静脈

エコー検査の進め方と題して、地域医療機能推進機構九州病院 

福光梓技師に装置調整を含め、いろいろな場面を想定しながら

検査の進め方を講演いただきました。 

午後からは日立製作所の協力を得てライブデモンストレー

ションが実施されました。まず、腹部から腸骨動脈の描出を山

本技師がスライドで説明しながら、コンベックス探触子で非常

にきれいな画像を描出して実演しました。続いて大腿静脈から

膝窩静脈領域で、福光技師が実演しました。自身が検査を覚え

てきた過程を振り返りながらの実演でもあり、受講生も身近に

感じながら聞くことができたと思います。最後は、下肢静脈領

域を千葉技師が担当されました。リニア探触子とコンベックス

探触子を駆使しながら、また両手による下肢静脈の圧迫や膝ま

で使って熱のこもった実演を披露されました。 

最後に本研修会を企画立案されました司会の水上尚子学術WG

委員が、日頃から腹部領域～下肢領域まできっちりと描出し評

価していくことが検査環境の劣る災害場面でもトラブルや見落

としのない検査を行う上で重要であると締めくくりました。今

後は、各都道府県で検査の普及と手技を統一すべく伝達講習し

ていただけることを望んでいます。災害がおこらないことが一

番ではありますが、万が一の時には日臨技会員として大きな役

割を担っていただける人材を育成する重要な研修会であったと

考えます。 

担当理事 竹中 正人 

篠原 直征（愛媛県立新居浜病院 ） 
 今回、参加させて頂いた研修会（平成29年度先駆的臨床検査

技術研修会 第１回超音波研修会2017）は、午前中に、「被災地

における日臨技の活動報告」「被災地における血管エコ－」

「静脈血栓症における下肢静脈エコ－検査の進め方」について

講義を受け、午後からは各静脈領域（腹部・腸骨・大腿～膝

窩・下腿）のライブデモンストレ－ションもあり、まさに下肢

静脈エコ－（DVT）が盛り沢山の研修会でありました。十数年前

までの下肢血管エコ－と言えばマニアックな印象でしたが、今

日では超音波検査を実施しているほとんどの施設で日常業務と

なっているのではないでしょうか。しかしながら知識と技術を

習得した先輩技師がいない環境からのスタ－トは、教科書やテ

キストのみを頼りにするしかなく、自分の手技が正解なのか、

描出不良で報告していいのだろうかなどと不安を抱いている技

師も少なくないと思います。私自身もその一人であります。ま

た、当院は災害拠点病院でもあり、今回の研修を知った時、

「これだ!!」と思い参加申込みをしました。長沢副会長からの

被災地における日臨技の活動についての講演では、BCPの考えを

盛り込んだ災害対策マニュアルの必要性、被災地では臨床検査

体制や支援は様々な要因で大きく変わってくることから業務を

限定することなく、時と場合に応じた判断ができるリ－ダ－の

存在、日頃からDMATなど各医療団体・行政との連携が重要であ

ることを学びました。ライブデモンストレ－ションでは、領域

ごとに講師の先生が変わり丁寧で細かく、まさに教科書では教

えてもらえない「ちょっとしたテクニック」が同僚への一番の

お土産となりました。この研修会に参加できたことにより、い

つかは発生するかもしれない南海トラフ地震への医療人として

の覚悟と役割を再認識することができました。今回、参加でき

なかった日臨技会員の皆様のためにも是非、次回の開催を希望

致します。講師の先生方には、この場をお借りしましてお礼申

し上げます。 

小板橋 好江 (一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 ) 

 私は下肢静脈エコーを担当してから約半年が経ちますが、まだ

まだ症例経験や勉強が不足していると感じていました。そのよ

うな中、日臨技主催の「肺塞栓症における下肢静脈エコーの役

割」というテーマで本研修会が開催されることを知り、ぜひ参

加したいと思いました。 

 研修会は午前が講義、午後はライブデモンストレーションか

らなり、あっという間の１日でした。講義では肺塞栓症を引き

起こすメカニズムから検査を行う上での考え方や進め方、動画

を含めた血栓の画像を数多く提示して頂きました。またライブ

デモンストレーションにおいては、手技のポイントや描出のコ

ツについて学ぶことができました。日頃から上司に超音波の画

像は説得力のあるものを意識して撮るよう指導を受けていま

す。私は特に腸骨領域の血管は深部かつ周囲の臓器や腹部ガス

などの影響で描出が難しいと感じていましたが、今後は研修会

で学んだ技術を活かして、より診断価値の高い画像を撮るよう

努めたいと思います。 

 基調講演は、東日本大震災、熊本地震の際の被災地における

DVT検診支援の取り組みについての内容でした。聴講することに

より、下肢静脈エコーを通じて私達は被災者を医療支援する使

命があるのだということを痛感しました。また、宮島日臨技会

長の挨拶の中で、「これらの取り組みはまさに検査技師に求め

られている役割である」との熱く、力強いお言葉がありまし

た。この日臨技の活動に自分も一員として加われたらと士気の

上がる思いで帰路につきました。 

 超音波検査の診断精度は、検者の習熟度に依存してしまいま

す。精度を保つためにも研修会で得た知識やノウハウを活か

し、更に自分の技術力を上げていこうと思います。そして多く

の症例を経験し、あらゆる状況下でも対応できるよう、下肢静

脈エコーを極めていきたいと思います。 

モ
デ
ル
を
使
っ
た
実
演
の
様
子 



Vol.23No.18                会報JAMT ホームページ掲載                   平成29年9月15日号 

【医療人・職業人スキル】  

学修前オリエンテーション 

 日臨技eラーニング 第10回 

 今回は、医療人・職業人スキル分野から学修前オリエンテーションのご紹介をさせていただきます。臨床検査技師として必要なコ

ンピテンシーをどのように修得していくかを東京大学大学院医学系研究科 医学教育国際研究センター 大西弘高先生に具体的

に示していただきました。なぜ検査技師が医療人・職業人スキルを身に付ける必要があるのかがわかりやすく 

解説されています。 

 また、専門分野からは千葉県がんセンター 臨床検査部 末吉茂雄先生に「緊急検査eラーニング生化学編」をご紹介していただ

きます。 

東京大学大学院医学系研究科 

医学教育国際研究センター 大西 弘高   

平成28年度厚生労働科学特別研究事業

「医療関係職種の養成課程内容共通度の調

査研究」において、臨床検査技師を含む17

の医療・福祉関係の職種のそれぞれの卒前教育におけ

る共通部分をどう考えるかを扱いました。その研究の

結果を踏まえ、臨床検査技師の教育においても、今後

多職種連携という観点から変革が必要になると考えら

れます。今回、臨床検査技師のプロフェッショナリズ

ムの最終到達像に到達するために、「臨床検査技師に

必要なコンピテンシーとその開発について」という観

点からこの学修教材を準備しました。 

【コンピテンシーとは】 

 この言葉は皆さんにとってあまりなじみがないかも

しれません。英語辞書を引くと名詞として「資格」と

か「能力」と説明されています。ではこの言葉はご存

じでしょうか。コンピテントセルです。遺伝子検査を

行っている方はご存知かと思いますが、外から与えた

DNA（プラスミドやファージ）を取り込む能力が上昇

した大腸菌をコンピテントセルと呼び、容易に形質転

換ができる能力を持っています。ここでコンピテント

はコンピテンシーの形容詞として使われています。つ

まりこの大腸菌は容易に形質転換できるというコンピ

テンシーを獲得したわけです。 

この学修で用いているコンピテンシーとはさらに一

歩踏み込んで「ある職務や状況において高い成果･業

績を生み出せる人がどういう行動特性を持っているか

を表したもの」と定義しています。そして、それらの

行動特性をモデル化したものをコンピテンシーモデル

と言います。 

【臨床検査技師に必要なコンピテンシーとその開発 】 

【ドレイファスモデルと臨床検査技師のキャリア開発 】  

【臨床検査技師に必要なコンピテンシーの開発】  

 平成25年３月に日本臨床衛生検査技師会の未来構想策

定に関する検討委員会から出された「臨床検査技師の未

来構想」という答申には、基本理念として、1) 技術者

から医療人へ、2) 卒前卒後一貫教育を担う多様な人材

の育成、3) 社会に貢献する人材の育成 が挙げられてい

ます。この基本理念を具現化するためには、５つの実践

能力が臨床検査技師に備わってなければなりません。本

教材では、それぞれの実践能力を獲得するために必要な

コンピテンシーについて詳しく解説をしています。  

（次ページへつづく） 
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【緊急検査eラーニング生化学検査編 】 

千葉県がんセンター 

臨床検査部 末吉 茂雄 

 生化学検査は、身体の状態を把握するた

めに欠かすことができず、これらの臨床検査

値は昼夜を問わず提供できる体制を構築する

ことが望まれます。そのため、緊急検査に携わる誰も

が、適切な業務を遂行できるように日頃からの鍛錬を

積む必要があります。緊急検査eラーニング生化学検

査編では、こうした鍛錬の一助として検査技師が生化

学検査をするために必要なことを盛り込んだ内容とし

ました。生化学検査における検体の取り扱い（図１）

から、主な項目の説明（図２）、困ったときの対処に

おける留意すべきこと（図３）を簡単にまとめまし

た。 

検体の取り扱いでは、検査前工程を中心に、採血か

ら血清分離に至る流れで注意すべき点をあげていま

す。正しい臨床検査値を得るためには、検体を適切に

取り扱うことが重要です。適切な採血管・ 適切な採

血法・適切な処理をすることが不可欠であり、常に細

心の注意を払う必要があります。 

各論では、緊急検査として最低限覚えておいてほし

い項目を取り上げています。臨床検査値の目安となる

基準範囲や、緊急での対処が必要な条件を示すととも

に、体内での代謝のメカニズムや各種疾患との関連性

を解説しています。また、検査時の分析へ与える要因

など、考えられる問題をあげてありますので参考にし

てください。 

(図１)生化学検査における検体の取り扱い 

 ドレイファスモデルは、様々な業種において、ある

程度似通った形で技能が伸びていくという教育学的な

理論の１つです。医療人・職業人スキルのeラーニン

グ教材もこの理論を参考にして、新人、初級、中級、

上級と段階分けし、入職後のどの時期にどのコンピテ

ンシーを主に獲得していけばよいかの関係をガイダン

スしてあります（前ページ図参照）。また、具体的に

どのようなeラーニング教材を学修したらよいかの例

も示してあります。 

 医療現場の視点から特に臨床検査技師は臨床検査と

いう不可欠な業務を担当しているにもかかわらず、そ

の認知度は低く、チーム医療への積極的な参加が必要

であると言われて久しくなります。eラーニング 医療

人・職業人の学修教材を各自の状況に合わせて利用す

ることが、臨床検査技師の皆さんに必要なコンピテン

シーの自己開発の一助になり、各自のキャリアアップ

につながることを願っております。 

困ったときの対処については、実際の現場での実例

に基づき、それぞれの場合の対応を設問形式で皆さん

と一緒に考える内容としました。一つの事例をもと

に、検体の取り扱いから報告に至るまでの間に起こり

うる様々な問題点を考える内容になっています。 

常に正しい臨床検査値を提供できるよう、色々なト

ラブルに遭遇しても対処できる能力が身に付くよう

に、「いつでも」「どこでも」学べるeラーニングを活

用していただけたら幸いです。 

(図２)主な項目の説明 例）カリウム 

（図３）困ったときの対処事例 
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（編集後記） 今年も早いもので、９月も中旬になりました。編集後記を書くたびに、季節がどんどん進んでいくのを

実感しています。９月13日より、カナダのハミルトンへIFBLS（世界医学検査学会）の会議に出席してまいりました。加

盟団体の17カ国から38名が参加しての会議となりました。 

 何故か今回は時差ぼけがいつもより強い感じがしました。正確には時差症候群ともいわれています。調べてみると時

差ぼけの症状が出易い傾向として朝夜型の人や、日本からの東行きフライト（ハワイやアメリカへ向かう）などでも症

状が強くなることがあるそうです。 

 また、発前に何かと慌ただしく資料の準備などにより睡眠不足になるとこの症状を強くするそうです。これから秋の

学会シーズンですので渡航される方は万全の体調で出発されてください。                【片山】 

Webサイトを用いたアンケート回答サイト設置のお知らせ 

当会では検査室を取り巻く社会情勢並びに現状を今後の日臨技事業活動の参考資料とするため、標記

調査を２年に１回実施しております。調査結果については、当会のホームページに掲載するとともに都

道府県技師会の活動資料としても活用されます。 

本調査については、都道府県技師会並びに会員の皆様に多大なご協力いただいていますことを改めて

感謝申し上げます。 

つきましては、本調査の負担の軽減並びに効率化を図るため、本年度の調査から郵便での調査票の発

送、回収を当会ホームページよりWebを活用した調査方式へ変更することとなりました。 

業務ご多忙のところ誠に恐縮とは存じますが調査の趣旨をご理解のうえ、会員の皆様におかれまして

は本調査についてご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

Webサイトの詳細につきましては次号、会報JAMT 10月１日号にてお知らせいたします。 

当会HPトップページ「会員意識調査・会員施設実態調査」回答サイトにて掲載 

Web回答期間：11月13日（金）～12月17日（金）（予定） 

※本調査の対象は下記のとおりとなります。 

「会員意識調査」・・・すべての当会会員 

「会員施設実態調査」・・・当会会員所属の臨床検査部門責任者 

事務局政策調査課  

中部圏支部 

愛知県 

名古屋国際会議場 

９月３０日・10月１日 

北日本支部 

秋田県 

秋田県総合生活文化会館 

アトリオン 

10月14日・10月15日 

九州支部 

長崎県 

長崎ブリックホール 

10月21日・10月22日 

関甲信支部 

首都圏支部 

埼玉県 

ラフレさいたま 

10月28日・10月29日 

近畿支部 

京都府 

国立京都国際会館 

10月28日・10月29日 

中四国支部 

山口県 

海峡メッセ下関 

下関生涯学習プラザ 

11月11日・11月12日 


