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P1～P3 認定認知症領域検査技師制度 第２回指定講習会開催報告
P3 平成27年度先駆的臨床検査技術研修会 第２回神経生理検査研修会開催報告
P4 平成27年度先駆的臨床検査技術研修会 第３回超音波検査研修会（血管領域）開催報告
P4～P5 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”開催される
P5
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認定認知症領域検査技師制度

日本の超高齢化社会の到来と認知症対策は国の喫緊の
課題であることは、周知の事実ですが、認知症のケアだ
けでなく症状の遅延や予防対策がとても必要です。もち
ろん認知症の診断には臨床検査の重要性も近年盛んにク
ローズアップされてきています。また当会が認知症予防
学会と共に立ち上げた認定認知症領域検査技師制度は年
を追うごとに会員の注目度が上がってきていることは確
かなことと言えます。今回その第２回指定講習会（定員
100名・受講104名）が開催されたので以下に報告いたし
ます。

*
冒頭、所用にて宮島会長は欠席されましたが、日本認
知症予防学会理事長の浦上先生より認定認知症領域検査
技師の今後の期待も含めた挨拶に始まり、第１日目は認
知症疾病総論を含めた基礎の部分の講義を行いました。
前回も一番重きを置いた認知症ケアの部分は當山先生ご
自身の施設での取り組みをご紹介されながら講義を進
め、受講者の一人一人が真剣なまなざしで聞き入ってい
るのが印象的でした。２日目は認知症に関わる臨床検査
技術や知識の習得が中心の講義でもあり、認定試験では
出題される比重が多いことも含め、積極的にメモを取り
講義終了後も講師の先生に質問を投げかける受講者の姿
も見られました。
１日目終講後の出題編と２日目昼休み中の解答編とい
う２回のロールプレイビデオ放映は、「認知症の方への
接し方」がテーマで、実際に検査現場で遭遇するケース
を再現した内容に受講者も真剣に視聴されていました。

*
最後のグループディスカッション（計50分）では、短
い討論時間ではありましたが、臨床検査技師が認知症と
どのように向き合うのが正解なのか、皆それぞれが意見
を述べ、グループを代表しての発表では日臨技への要望
も含め、今回の参加について一同が意味や動機について
も確認したようでした。

担当理事 深澤 恵治

講習会プログラム
１日目：２月20日（土）
認定認知症領域検査技師への期待
日本認知症予防学会理事長 浦上 克哉
認知症疾病総論 －認知症の原因となる各疾患―
東京都健康長寿医療センター
神経内科 金田 大太
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
助教 河月 稔
薬物療法の現状と展望
－薬剤の分類、薬効、副作用など―

エーザイ株式会社アリセプト部
プロダクトマネージャー 児玉 尚士
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
代表取締役 當山 房子
ロールプレイビデオ（出題編）
２月21日（日）
認知症関連生理検査１ ―超音波検査を中心に―
東邦大学医療センター大橋病院
臨床生理検査部 吉川 浩一
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
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の新たな検査技術の開発可能性を含む―

鳥取大学医学部附属病院
ワークライフバランス副センター長 谷口 美也子
ロールプレイビデオ（解答編）
認知症関連生理検査3 ―脳波検査―
国立大学法人弘前大学
医学部附属病院 原 悦子
グループディスカッション：認知症領域での検査技師の可能性
について
司会：日本臨床衛生検査技師会 深澤 恵治
（敬称略）
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グループディスカッション討論結果報告
◇私たちは何をどう取り組むべきか◇
グループＨ ：河野 正臣
『人はこの世に生を受けて以来、広い範囲にわたる他者
との関係の中で生きている。表現したり受け取ったりす
るその人独自の生活史に根差した精神の独自性・個別性
は誰も代行することは出来ない。その人らしさとはこの
ことでありケアするに当たりもっとも重要な要素であ
る。』
これは、「認知症ケアの基礎と実際」で富山房子先生
（福祉ネットワーク・やえやま）の講義で教わった認知
症ケアの基本の一つです。講習会を受講し、専門的な検
査の知識を習得するのみならず、認知症ケアの歴史から
現在の社会問題、さらに2025年問題にかけて総合的に向
き合っていく必要があると感じました。
グループディスカッションでは、様々な分野の方が集
まり、多面的視点からの協議となり、とても有意義な時
間となりました。下記は、私のグループの協議内容で
す。認知症と向き合うきっかけとなれば幸いです。
テーマ 「認知症領域での検査技師の可能性
～私たちは何をどう取り組むべきか～」
1.患者や家族の目線に立って接する。
→認知症に対する理解を深めるため、講習会で学んだ事
を自施設に持ち帰り、ロールプレイ等の勉強会を開催す
る。さらに、症例カンファレンス、専門委員会の発足等
チーム医療の一環として取り組んでいく。
2.患者や家族に対し、丁寧で分かりやすい認知症検査の
説明ができるようにする。
→検査説明・相談ができる臨床検査技師の育成と窓口を
構築し、検査に対する不安軽減に繋げる。さらに、病院
や地域で講演会を開催する。また、物忘れ相談プログラ
ム機器等の利用体験コーナーを設置して、認知症を身近
に感じてもらう。
3.普段の採血室や生理検査室での患者対応において、認
知症や軽度認知障害が認められる患者に遭遇した場合の
医師への報告体制を構築する。
→報告フローチャートの作成、マニュアル化する。
4.早期発見に向け、認知症検査項目の確立を目指す。
→軽度認知症障害が起きる前の検査（プレクリニカル）
データの蓄積をし、エビデンスをもとに確立を目指す。
同時に新規バイオマーカーの研究を試薬機器メーカーと
共に進めていく。

◇正しい知識とやさしい伝え方を学ぶ◇
グループＡ：新屋敷紀美代
日常業務において、検査前説明をしても中々理解して
いただけない方がいらっしゃると感じていた。特に、高
齢者施設の健康診断において、心電図を記録するだけな
のに、安心させるために10分以上もお好きな歌を一緒に
歌っていたことがあった。
「認知症だからしかたがない」「別の機会に検査し
て」と簡単に言われるが、どうしたらいいのか考えてい
た時に研修会の案内が目に飛び込んできた。
研修会参加者の半数以上が生理検査に携わる人という
のも頷ける。

検査以外に病態、薬物・非薬物療法、ケア、本人家族
を支える仕組みについて学んだ。
グループディスカッションでは、認知症領域での検査
技師の可能性について話し合った。
教育のことや少し出遅れてしまったチーム医療への貢
献、MCI（軽度認知障害）早期発見のための地域での活
動、経頭蓋や頸部超音波検査をはじめとする検査の技術
習得など、課題はあるものの動き始めたことに感謝した
い。
何れにせよ、高齢化が進む日本で、認知症予防の取組
は、必要不可欠であると思われる。
正しい知識とやさしい伝え方を学んで、早期受診を勧
めるとともに、偏見を無くし、認知症があっても暮らし
やすい地域づくりに貢献したいと思う。将来の自分の為
にも・・・。

◇臨床検査技師=認知症の検査する人◇
グループＥ ：遠藤 かおり
２日間の感想などを各自発表しました。“臨床検査技
師”の知名度が低いと出ました。一般の方々からすると
「何？どんな仕事？」と聞かれてしまう事が良くありま
す。「尿検査や血液検査やエコー検査してるよ」と言う
と「ああ～。看護師がやっているのかと思ってた。」と
言われます。病院勤務=看護師、薬剤師、リハビリ、レ
ントゲン技師と思われが
ち で す。そ こ で“認 知
症”とうまく連携してい
ければもっと知名度が上
がるのではないでしょう
か。「臨床検査技師=認
知 症 の 検 査 す る 人」に
なってくるとうれしいで
すよね。
そのためには、まずは技師学校の技師教育に取り入れ
る、認知症勉強会を増やす、MRI検査を検査技師が積極
的に行う、患者さんへの検査の診断説明を検査技師が行
う、チーム医療として取り入れ検査技師が中心となる、
検診に認知症予防検査として（日本光電の物忘れ相談プ
ログラムなど）取り入れる、気兼ねなく相談できるとこ
ろ（もの忘れ外来）を増やす、などが意見としてでまし
た。
私個人の感想としては、病院内だけではなく、地域包
括ケアシステムで取り組んでいる認知症カフェに検査技
師が認知症専門職として参加する。乳がん検診のピンク
リボンならぬ認知症予防のオレンジリボンとして啓発活
動する。髄液だと採取するのに苦痛を伴うので血清、尿
でタウタンパク測定ができる様になってくる。検査技師
が実施した認知症検査の診療報酬点数が高くなる。物忘
れトレーニングは検査技師が行う。どうでしょうか？
今回、認知症領域の指定講習会に参加させて頂き大変
勉強になりました。エコー検査、MRI検査、薬物治療、
脳波検査、1万円でこんなに教えてもらっていいの？と
コスパに大変満足しております。私の目標は認定認知症
領域検査技師になることで、また講習会でお世話になり
ます。ありがとうございました。
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左：今後の期待を
含め挨拶をされた
浦上理事長

右：「なぜ臨床検
査 技 師 が 認 知
症？」と語りかけ
る金田先生

受講のきっかけは、ご家族が認知症になられた知人から
の相談でした。話を聞き、この疾患は「サポートする側の
事前学習」が重要なのではないかと感じました。今回受講
して、「介護利用者本位のケア」の重要性が良く理解でき
ました。家で子供達にも簡単なところから話しましたとこ
ろ、いつになく真剣に聞いており、家族で正しい知識を深
める良い機会になったと感じます。家族や友人と話題にな
るような機会を、今後も見つけたいと思います。
臨床検査技師のCRCという視点では「研究の目的に適した
検査であるか」「検査の頻度は患者さんの負担になり過ぎ
ないか」「検査に際して患者さんに説明すべきことは何
か」「検体の取り扱いに関する注意点」等、患者さんの身
体や時間的な負担が必要最小限で、いい結果が得られるよ

うに、「医師主導治験や臨床研究の実施計画書の立案」
「検査スケジュールの検討」「患者さんへの説明文書の文
案作成」という部分でも貢献できるのではないかと思いま
す。
今回の講習でも認知症の研究についてお話がありました
が、認知症の臨床研究を担当する機会がありましたら今回
の講習が生かされるような研究支援が出来ればと思いま
す。
株式会社あすも臨床薬理研究所 佐藤 亜紀
注）CRCが所属する民間SMOでは、認定制度があり、当会主催研
修会が単位認定された時代がありました。当会の方針変化でこう
した研修会を行われず、関係が希薄化していましたが、今回、本
研修会の開催をSMO協会傘下の企業に案内し、臨床検査技師CRC
に限りオープン参加を募集しました（参加料は非会員価格を設
定）。佐藤亜紀さんはそうした経緯で「自己啓発」を目的に受講
されましたので、感想を寄稿いただきました。

平成27年度先駆的臨床検査技術研修会
テーマ：神経生理検査の末梢神経検査領域におけるレベルアップ
学術企画委員会 髙橋 修
先駆的臨床検査技術研修会は，日臨技の学術分野にお
いて特に先駆的な取り組みが要求される検査分野に対し
て、検査知識や技術を普及させるための研修会として開
催されてきており、近代医学への対応もさることなが
ら、社会に貢献することができる臨床検査技師の育成に
つながっております。
第２回神経生理検査研修会は，日臨技学術企画委員会
の提案により、テーマを「神経生理検査の末梢神経検査
領域におけるレベルアップ」とし、平成 28年２月13日
（土）～14（日）に日臨技館３Ｆ会議室にて、参加人数
60名満席で開催されました。
さて、平成24年度に保
険点数の改正が行われ、
神経伝導検査を中心とす
る末梢神経検査の依頼が
急 激 に 増 加 し、そ れ に
伴って高度な技術を要す
る検査も必要とされてき
て い ま す。し か し な が
ら、知識や技術を習得する機会は非常に少なく、研修会
の開催は大きく期待されています。
上記のことから、第２回神経生理検査研修会は、末梢
神経検査を取り上げ、検査の知識および技術のレベル
アップに役立てていただくとともに、将来像も見据えた

展望も含めて講義およびハンズオンを企画しました。
講師陣は第一線の検査現場で活躍されている医師およ
び臨床検査技師にお願いし、内容としては、①末梢神経
検査のME知識、②神経伝導検査における解剖と意義、③
神経伝導検査のポイントと注意点の講義、④上肢の伝導
検査と神経筋接合部検査と下肢伝導検査および顔面神経
検査のハンズオン、⑤体性感覚誘発電位（SEP）⑥針筋電
図検査，⑦神経疾患の症例解説の講義と日常行われてい
る検査項目については、ほぼ網羅したのではないかと考
えております。
質疑応答は，それぞれの講義やハンズオンにおいて基
本から専門的内容まで活発に行われ、本研修会の意義は
十分であったと思われます。
研修会は２日間という長時間でしたが、受講者は真剣
な眼差しで聴講し、ポイントとなる口述や指摘にはペン
を走らせていました。また、回収したアンケートでは、
ほぼ満足のいく研修会であったとの結果であり、これか
らも行ってほしいとの意見が多数あり、機会があれば定
員オーバーで受講できなかった方々のためにも開催でき
ればよいと個人的には思っております。
最後に、本企画に全国からお集まりいただいた会員の
皆様に心から感謝申し上げて、この稿を終えたいと存じ
ます。
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平成27年度先駆的臨床検査技術研修会
テーマ： 血管エコー実践力アップ研修会
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
平成28年２月19日(金)～２月21日(日)の３日間、日本
臨床検査技師会館において、先駆的臨床検査技術研修会
第３回超音波検査研修会（血管エコー実践力アッフ
゚研修
会）が行われた、３日間、血管について実践的に学ぶ研
修会であり、基礎知識から応用編、ライブセッションを
交えた手技的な講義、および血管治療に関する講義ま
で、非常に幅広い内容の研修会となった。
参加数は定員の60名で、全国から熱意ある参加者にお
集まりいただいた。講師陣は血管領域でご活躍の技師・
医師の15名の先生方にご協力いただいた。１日目は，＜
血管エコーの基礎を学ぶ＞をテーマに頸動脈、下肢静
脈、腎動脈、下肢動脈、大血管についての講演が行われ
た。最近のガイドラインに沿った診断手順や代表的な疾
患の評価法など、実際の臨床に役立つ知識をお話いただ
いた。
２日目は＜検査手技と実践から学ぶ＞をテーマに、東
芝メディカルシステムズの協力のもと、最新の超音波機
器を用いたライブオンセミナーであった。頸動脈や下肢
動静脈の手技と評価方法の講義はもちろんのこと、腹部
大動脈瘤や大動脈解離に代表されるような大血管の観察
における検査手技のコツと評価法、さらには経頭蓋超音
波検査や、バスキュラーアクセスエコーの検査手技と評
価法まで、幅広い血管領域の講義が行われた。
３日目は＜治療の現場に直結する血管領域の超音波検
査＞をテーマに、緊急症例における血管超音波の評価法

に 対する講 義や、東
京医科歯科大学末梢
血管外科の井上芳徳
先生からは｢血管治療
に関わる血管エコー
の役割｣として、治療
方針に基づいたエ
コーの評価法をご講
演 いただき、最後 に
東京都済生会中央病院 放射線科の金田智先生からは｢血
管診療と超音波検査｣ として、狭窄率など計測法の問題
点や臨床の現場で｢なぜそのような評価法が必要なのか｣
など、基本を振り返る意味でも大変重要な講演を行って
いただいた。
受講者の質問も多く，講演終了後も各講師に対する質
問が絶えないなど、熱心に勉強する受講者の姿が印象的
であった。
日本循環器学会のガイドラインや、日本超音波医学会
が作成している標準的評価法などは、新しく改訂されて
いるものも多く、それに伴い、血管の超音波検査は日々
進歩している分野である。このような中で、日本臨床衛
生検査技師会での今回の取り組みは、会員にとって非常
に有意義な内容であったといえる。

平成27年度先駆的チーム医療実践講習会

3月5日（土曜日）日臨技会館において、『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』が開催された。先駆的チーム医療実践
講習会として4回目の内視鏡関連業務の講習会であ
り、今回はカプセル内視鏡の読影に焦点を当て、実際
のビュアーを使用した読影実習が実施された。実習の
指導にあたっては、宝塚市立病院 消化器内視鏡セン
ターで内視鏡業務に携わり、多くのカプセル内視鏡読
影支援経験をお持ちの、松本裕子技師にお願いした。
実習では松本技師より代表的な疾患の７症例が提示さ
れ、受講者それぞれでビュアーを操作し読影の実習が
進められた。
小腸カプセル内視鏡検査は平成19年10月から、大腸
カプセル内視鏡検査は平成26年1月から一部の症例で
保険適用となり今後の普及が期待される検査である。
今後のニーズの増大を想定しカプセル内視鏡読影支援
のスキルを有した臨床検査技師の育成はチーム医療参
画推進の新たな切り口と考えている。
（担当執行理事 丸田 秀夫）

研修会プログラム
開講式
日臨技執行理事
丸田秀夫
カプセル内視鏡の機器説明（ビュアー含む）
松本裕子
カプセル内視鏡の読影実習（ビュアーは１名に１台）
松本裕子
閉講式
講習会企画責任者 並木 薫
講師:松本 裕子先生
臨床検査技師日本消化器内視鏡技師会
近畿支部副会長
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター
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「カプセル内視鏡読
影のスキルを身につ
ける」に参加して、
今回は実際に使用さ
れているカプセル内
視鏡読影ソフトで、
各自が操作し、読影
の流れや出血の原因
を探し出すポイント
など、講義だけでは
分からないことを講師の松本祐子先生による実践的で丁
寧な説明により、色々学ぶことが出来ました。

平成28年3月15号

小腸による検査を行うにあたって、小腸内視鏡ではかな
りの苦痛を伴いますが、カプセル内視鏡は、苦痛がなく
行えることで、今後さらなる需要が期待される検査だと
思います。当院では、まだカプセル内視鏡は行われてい
ませんが、まずは内視鏡検査全般に対する知識等を積ん
でいき、今後導入できるように働きかけていければと、
考えています。
最後に、講習会企画責任者の並木様、日臨技執行理事
の丸田様、その他スタッフの皆様、今回このような貴重
な経験をさせて頂きありがとうございました。
公益社団法人有隣厚生会富士病院

木下 龍男

平 成28年 ３ 月 ３ 日 付 で「会 員 行 動 規 範」遵 守 の 徹 底 に つ い て（周
知）」をホームページ上の会告に掲載いたしました。ご確認をお願い
します。

http://www.jamt.or.jp/notification/2016/03/post

■平成28年度年会費の領収書が発行できるようになりました。
・２月29日に口座振替が完了された方は、会員専用ページから領収書の発行ができます。
・初年度の年会費としてコンビニ払込票でお支払いただいた方は、会員証がお手元に届いた段階で発行が可能になります。

入力が済んだら
ここをクリック!!

ここを選択

※発行日・宛名等を変更、入力することができます。
※複数回発行する場合は領収書に再発行回数が表示されます。必ず入力内容を確認のうえ発行してください。

（編集後記） 子育て真っ最中の友人からこんなことを教えられました。「怒る」と「しかる」の違いについてです。「怒る」とは：①
感情的 ②自分のために ③過去に焦点を当て ④怒りと勢いで ⑤自分の言いたいように ⑥感情に任せて ⑦相手を批判
するように。「叱る」とは：①理性的に ②相手のために ③未来を見据えて ④愛と勇気で ⑤相手に伝わるように ⑥試行錯誤
しながら ⑦相手を認めながら。子育てだけでなく、人とのかかわりの中でとても大切な教訓のような気がします。
【中井】

