Vol.22No.3

会報JAMT ホームページ掲載

平成28年2月1号

中井規隆

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
P1 平成27年度臨時総会で定款変更を承認
P2～P3 先駆的チーム医療実践講習会 ～国家プロジェクトとしての認知症領域への対応～を開催
P3 日臨技 研修会・講習会情報
P4 JAMTマガジン2016年1月号についてお詫び
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平成28年1月23日（土）、大森東急REIホテルにて開催された平成27年度臨時総会は、総会当日時点で議決
権を有する正会員の過半数の出席をもって開催され、平成27年度定時総会で可決されなかった「定款の変
更について」（第１号議案）、「役員の報酬等及び費用に関する規程について（第２号議案）がそれぞれ
審議され、必要な議決数を上回る賛成をもって承認されました。概要をご報告いたします。
担当執行理事 上原 昭浩
午前10時までに当日の出席受付手続きを終えた出席
者が入場し、総会式次第にそって進行されました。
資格審査委員会から報告された本総会の定足数は次
のとおりです。

出席者総数の2分の１以上（21,692名以上）の賛成に
より役員の報酬等及び費用に関する規程の改正が原案
通り可決されました。

57,203名

いずれの議案も当会の組織運営に欠かせない事項と
して提案申し上げましたが、多くの会員の皆様のご理
解とご協力賜り、承認されましたことに深く御礼申し
上げます。また、本総会の成功に向けてご協力をいた
だきました都道府県技師会様ならびに総会役員・委員
の皆様に厚く御礼申し上げます。

基準日の正会員数

291名

退会者数
総会当日の有効正会員数

56,912名

総会定足数（過半数）

28,457名

資格審査委員会から報告された当日の出席正会員数
は次のとおりです。出席率は76.2％となりました。

97名

当日出席者

1,110名

代理委任による出席者
書面表決・電磁表決による
出席者

42,174名

出席者総数

43,381名

開催に当たり挨拶に立つ
宮島会長

数値を表示する映写も実施

以上により、本総会は有効に成立していることが確
認され、議長は総会の開会を宣言しました。
その後、各議案に対する質疑と採決が行われました。

第１号議案

賛

否

（承認する）

（承認しない）

42,353名

1,028名

正会員数の3分の2以上（37,942名以上）の賛成によ
り定款の変更が原案通り可決されました。

第２号議案

賛

否

（承認する）

（承認しない）

41,520名

1,861名

左：原田 典明議長（首都圏）
右：所 嘉朗副議長（中部圏）

川元 博之資格審査委員長
兼 議事運営委員長（中四国）

お詫び：
「平成27年度臨時総会招集ご通知」における第1号議案の新旧対照表（P7）の
平成28年1月23日付の文章に一部誤植がありました。
訂正してお詫び申し上げます。
誤）第16条
正）第16条

この法人の総会は、定期総会及び臨時総会の2種（以下略）
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種（以下略）
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先駆的チーム医療実践講習会

平成28年１月10日（日）日臨技会館において45名の
参加のもと、先駆的チーム医療実践講習会～国家プロ
ジェクトとしての認知症領域への対応～が開催され
た。参加募集にあたっては、全国各地より幅広く参加
していただきたく、都道府県技師会からの推薦を先行
募集としたところ17都道府県より受講者の推薦を得
た。
今回の講習会では我が国における認知症疾患の現状
ならびに今後の対応についての基本的な事項について
理解をするとともに、認知症領域での臨床検査の重要
性と役割について認識を深めることを目的として開催
した。今回のプログラムで特記すべきものは、認知症
予防学会理事長の浦上克哉教授の『認知症を理解する
ために』の講演に加え、実際の認知症の臨床現場を理
解するために、新潟県三条市の川瀬神経内科クリニッ
クのご協力により単一施設の医師、看護師、認知症予
防専門士それぞれの立場での診断・治療・介護へのか
かわりについてご公演いただく機会を得た。各講義を
うけ、最終のグループディスカッションでは「認知症
領域での臨床検査技師の可能性について」のテーマで
活発な討議が行われた。
今後ますます増加する認知症患者への対応は喫緊の
課題であり、関連する医療職種では様々な対応が進め
られているなか、臨床検査技師の関わりは十分でない
状況である。今回の講習会を契機に認知症に対する取
り組みを推進していかなければならない。
担当執行理事 丸田 秀夫

認知症について、私自身ほとんど理解していないに
も関わらず、都道府県技師会推薦により講習会に参加
した。
講習会では、新オレンジプランや認知症症状の詳細
な説明、そして臨床検査技師との関わりについて講習
があった。また、認知症診療の実際として、医師・看
護師・認知症予防専門士より診療の現場の紹介があ
り、診療・診察・予防等について現状を知ることがで
きた。そして最後に、認知症領域での臨床検査技師の
可能性について、短い時間ではあったがグループ討論
が行われた。各グループ発表では、現在臨床の現場で
行われている嗅覚検査・脳波検査・睡眠検査など、認
知症の診断・治療にも深い関わりがある検査の充実
や、スクリーニング検査（改定長谷川式やミニメンタ
ルステートテスト；MMSE）を臨床検査技師が行うこと
など、今後の関わりについて活発な討論と発表がなさ
れた。さらには、認知症の知識を深めるためにも臨床
検査技師教育プログラムの改変への要望、日臨技で推

グループディスカッション報告より抜粋
テーマ:認知症領域での臨床検査技師の
可能性について
検査技師として認知症の知識を深めるのが第一
臨床検査技師養成施設での認知症領域の教育が必要
臨床検査技師はコミュニケーション力が不足しているので強
化する必要がある
長谷川式など神経心理学的検査への参画を進める
在宅医療チームへの参画するためには認知症への対応は重要
認知症の早期診断に有効とされている嗅覚検査に力を入れる
必要がある
専門性にこだわらず臨床検査以外の幅広い領域の知識を得る
必要がある
認知症患者を含め問診が出来るようになればいい

進している検査説明や在宅検査にも認知症領域へ関わ
ることも可能ではないかとの意見もあった。
2012年に報告された厚生労働科学研究調査では、65
歳以上の４人に１人は認知症もしくは軽度認知障害
（MCI）で あ り、認 知 症 の 方 は 462 万 人（７ 人 に １
人）、MCIの方は400万人と推計されている。また、認
知症は20～30年かけて緩やかに症状が見られるのが特
徴である。そのため、早期に症状をとらえ予防に繋げ
るためにも、我々臨床検査技師が認知症にどのように
関わるか、2025年問題と一緒に対応を考えさせられた
有意義な講習会であった。今後は大分県技師会におい
ても会員の皆さんと一緒に対応を考えていきたい。
最後に、この講習会への参加にご配慮いただいた県
技師会の関係各位、並びに企画・運営をして頂いた日
臨技役員の方々に感謝とお礼を申し上げる。
九州大学病院別府病院 森 大輔
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１月10日、先駆的チーム医療実践講習会～国家プロ
ジェクトとしての認知症領域への対応～が開催され、
受講の機会を得ました。
新オレンジプラン
では、2025年には65
歳以上の５人に１人
が認知症と推計さ
れ、軽度認知障害や
糖尿病増加を加味す
ると倍増が予想され
ています。一方、イ
ギリスでは、1991年に推測されていた2011年の患者数
は予測を24％下回っており、禁煙、生活習慣の改善、
生活習慣病の管理などが効果的であったと考えられ、
予防の重要性が示唆されます。
「認知症疾患医療センターのある医療施設に所属す
る日臨技会員へのアンケート調査」では、センターに
配置されている臨床検査技師は、兼任を含めて30％程
度で、医師・看護師を除く多職種とほぼ同じ割合で

平成28年2月1号

す。スクリーニング担当職種は、作業療法士35.2％、
臨床検査技師30.7％との結果が得られています。
検体を用いた検査、脳機能検査、超音波検査など
は、現在でも実施されていますが、スクリーニング検
査、嗅覚検査、在宅への関わり、予防や理解を深める
ための普及や啓発なども臨床検査技師が実践できそう
です。また、予防法、診断法、治療法の研究は現在進
行中で、検査データの活用が期待されます。ますます
臨床検査全般における知識やエビデンスに基づいた検
査・説明、疾患を理解しての対応力の向上が必要であ
ると感じました。
認知症疾患医療センターに勤務する会員や認定認知
症領域検査技師の認定資格を目指す会員でなくても、
認知症との関わりは日常的にあり、施設や担当部門に
こだわらず、この時代に生きる人として、正しい知識
を知る、理解することが急がれます。そして、個々が
行動できるように県技師会でも、研修会を企画したい
と思います。
鳥取県立中央病院 岡田 早苗

◆講習会内容◆
認知症対策の国家戦略「新オレンジプラン」について
厚生労働省老健局高齢者支援課
認知症・虐待防止対策推進室 認知症対策専門官
新美 芳樹

認知症を理解するために
認知症予防学会 理事長
鳥取大学医学部保健学科生体制御学
教授 浦上 克哉

認知症診療における臨床検査技師の関わり
中部大学臨床検査技術教育・実習センター
教授 野田 明子

認知症診療の実際
認知症予防学会 常務理事
川瀬神経内科クリニック理事長・院長
川瀬 康裕
川瀬神経内科クリニック看護部長
坂井 美和子
川瀬神経内科クリニック介護部長
原島 哲志

同一施設から
3名の講師は初！
チーム連携の姿
が垣間見れた

認知症領域での臨床検査技師の可能性について
グループディスカッション

平成27年度認定認知症領域検査技師
平成27年度

日臨技 研修会・講習会情報

2016.2.1現在

第２回認定指定講習会【30単位】

募集中！

日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会

平成27年度先駆的チーム医療実践講習会

カプセル内視鏡 読影のスキルを身につける

募集中！
募集中！

平成28年度

認定管理検査技師コース資格更新指定講習【認定者対象】

募集中！

平成28年度

認定管理検査技師コース資格更新指定講習【オープン参加：非認定者対象】

募集中！

※詳細は当会HPの学会研修会情報、または会員専用ページの行事検索からご覧になれます。
※参加者が定員に達し次第、募集を締切る場合がございます。ご了承ください。
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JAMTマガジン2016年1月号掲載の「新春座談会 若手技師がきく 私たちの未来」について校了後の印刷工程で数行
において、行化けが発生しました。以下に正しい文章を掲載いたします。
下線部が正しい文章となります。
この座談会部分は3月号の送付時に、別刷同梱となりますのでご了承をお願いいたします。
座談会出席者にご迷惑をおかけしましたこと、ならびに、読者会員の方に内容が判読できない事態が発生しましたこ
とを深くお詫び申し上げます。
出版WG
P2左列下段
小林 日々のルーチン業務に注力する会員からすれば、やはり、日臨技は「見えていない」存在かもしれません。第
64回学会で学会長秘書のような仕事をさせていただき、役員の方の顔と名前が一致してくると、配布物を読んでも話
が入ってくるようになりました。
P3左列中段
宮島 検査においても皆保険制度のもとで、どの医療機関でも同じ検査が提供される時代が長く続いたけれども、こ
れからは施設の機能が分化していくから、検査室も検査技師もそれに応じて役割を形成していく必要がありますね。
P3右列中段
宮島 また、検体検査は法律上モノと扱われて外注できるようにもなっているから検査室がなくてもいいことになり
ます。こういう状況で要求しても法律はなかなか変わらない。
ではどうするか。要は押しかけていって仕事を取る、治験データが読めないのであれば堂々と参画して検査技師がそ
の部分を補えばいいのです。
P4左列中段
宮島 それ以上に大切なことですが、患者サービスの視点ですね。皆さんは、自分は病棟からストレッチャーに乗っ
て検査室まで来たことがありますか？一度経験してほしいです。私は骨折したことがあるので、良くわかりますが、
患者さんには心身ともにとても負担が大きいのです。なんで検査機器があるのに、持ってきて検査してくれないの
か。患者さんの気持ちになって検査するのが検査技師でしょう。やらない理由を先に言っていては、未来は拓けない
ですね。自分のために人を増やしてもらうのではない。患者さんのサービスのために人を増やしてもらうのです。視
点を変える、それが今、求められている時代なのです。
P6右列中段
近藤 ここまで臨床検査技師のおかれた状況が危機的であると改めて知り、先輩の努力に報い後輩たちのためにも、
今の自分のままではいけないなと感じました。野心を持って取り組むべきだというお話に感銘を受けました。
P6右列下段
宮島 検査技師は知られていない職業だという声をよく耳にしますが、全国会員が1日一人に「私は検査技師です」と
言う機会を持ってくれれば、会員は5万人で10日間で50万人に存在を知ってもらえます。

JAMTマガジン2016年1月号P40掲載の「平成28・29年度会長候補者選挙に当たっての選挙人名簿登録日等の決定につ
いて」（選出発第1号）の発行日に誤りがございました。訂正してお詫びいたします。
総務課
誤 平成28年12月7日
正 平成27年12月7日

臨時総会も無事終了し安心したのか気の緩みか、インフルエンザに罹ってしまいました。
熱があまり下がらず少々気にはなりましたがまさか…。自分の鼻腔に綿棒で検体採取。受講した時を思い出
し、綿棒を水平に挿入しいざ検査。Ａ型でした。熱はあるようですがあまり辛くないのはワクチンの効果か
も。職場感染の恐れがあるためしばらくは出勤停止命令。しばらくはのんびりすることにします。しかし感染
も怖いですが、インフルエンザに罹ったことをもう職場のみんなが知っていました。すごい速さで広がりま
す。
【中井】
（編集後記）

