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P1～P7 新役員としての抱負［理事②］ 

P8～P9 認知症特集（1）９月は世界アルツハイマー月間 
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理事 森本 誠 

 ２期目の日臨技理事を拝命しました三

重県臨床検査技師会の森本 誠と申しま

す。コロナ禍により日臨技の活動も大き

く変わりました。Web会議、オンデマン

ド形式の学会、研修会が主流となりましたが、今

後はコロナ禍前の状態に少しずつ戻り、現地参加

できる機会も増えてくると思います。しかし女性

技師が多くを占める日臨技においては学会、研修

会等の参加方法も検討していく必要があると考え

ます。オンデマンド、Web形式での研修会の参加数

が多い現状があります。 

 会員が参加しやすく、履修しやすい方法も加味

する必要があると思っております。臨床検査技師

の業務範囲も法改正により10行為が新たに加わり

ました。従来の業務に加えて新しく増えた業務を

どのようにして広げていくのか、取り組んでいき

たいと考えております。また、合わせて臨床検査

技師の確保も重要であります。我が国では少子化

が進み18歳人口の減少が続いております。臨床検

査技師の魅力、地位向上を進めないと確保が厳し

くなるのではないかと危惧しております。微力で

はありますが尽力していきたいと思いますので会

員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

理事 長原 三輝雄  

 この度、令和４・５年度の日臨技の理

事を拝命しました長原三輝雄です。現

在、石川県臨床衛生検査技師会の会長も

拝命しています。日臨技理事の２期目にあたり、

以下の３点について取り組まなければいけないと

考えています。 

１．日臨技と地臨技の連携強化 

 現在の日臨技定款では、第８条で正会員は免許

を有するとともに地臨技の会員であることが求め

られています。これは、別法人ではあるものの、

日臨技と地臨技は強い組織関係であることを示し

ています。しかしながら近年の日臨技定時総会に

おおける議決権の行使率をみると60％程度に留

まっており、決して盤石の体制で会員７万の組織

が運営されているとは言いがたいと感じていま

す。７万人の会員が同じ方向を向いて取り組むた

めには、会員に最も近い地臨技が盤石の体制で運

営されることが不可欠です。各地臨技が盤石の体

制で日臨技との連携を強化することにより、日臨

技が盤石の組織になるように取り組んでいきたい

と思っています。 

２．会員ファーストの日臨技運営 

 定款の目的にしたがい、多くの事業が遂行され

ています。しかし、それらの事業の個々に対して

会員の評価が確認されているとは言えません。事

業の原資は会員が納めた年会費であることを鑑み

ると、会員が望んでいる事業が行われているかの

評価は不可欠と思います。事業遂行が常に会員

ファーストであるかを意識しながら職務に努めて

いきたいと思います。 

３．全世代の技師会活動への参画 

 若手世代の技師会活動への参画の必要性が求め

られています。技師会の将来を考えると若手の参

画は不可欠です。しかし、若手に限らず、全ての

世代が技師会活動に参画できることが大切と考え

ています。会員はそれぞれ置かれている立場や価

値観が異なります。全てを吸収することはできな

いとしても、より多くの会員が等しく技師会活動

に参画できる環境を構築していくことが重要と

思っています。 

 職能団体の理事として、常に会員目線で職務に

取り組み、会員が求める技師会となるよう努めて

いきたいと思っています。今後とも会員の皆様か

らのご指導ご鞭撻を、よろしくお願いいたしま

す。 
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理事 大本 和由  

理事 今川 昇 

 日臨技の理事として２期目に就任させ

ていただくことになりました滋賀県の大

本和由と申します。前期は主に「出版委

員会」の委員として、医学検査の編集、各種教本

やその他出版物の改定等の事業に関わらせていた

だきました。今期も引き続き出版委員としての活

動をさせていただくことになりました。それだけ

でなく、様々な情報発信ツールを用いて会員の皆

様に迅速に正確な情報を提供する「既存システム

運用WG」の委員としても活動させていただくこと

となりました。私たち臨床検査技師を取り巻く環

境が大きく変化する中、医学的な知識、技術の向

上はもちろん社会情勢にも敏感に反応し、社会の

中で臨床検査技師の果たすべき役割を見極めてい

けるように自身の情報収集および会員の皆様にも

的確な情報が提供していけるよう取り組んで参り

ます。 

 今後も日臨技理事として会の発展、臨床検査技

師の業務発展のために全力で会務を行ってまいる

所存ですので、ご指導のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 今期より理事を拝命いたしました今川

昇と申します。日臨技の理事として、何

をするべきか以下に述べたいと思いま

す。皆さん日臨技の倫理綱領というものをご存じ

でしょうか。倫理綱領とは、臨床検査の専門職で

ある我々がより品質の高い情報を提供するため、

日常から知識と技術を高めることだけでなく、医

療人として行動する倫理性が必要です。令和４年

度の日臨技総会の投票率が低いという事実に、会

員の方々が日臨技への期待・総会の認知が少ない

のではないかと感じました。そこで私は、日臨技

の活動が発展していくため、その活動が絶対必要

と思える内容とその配信スタイルの両面から何か

できないかと考えます。 

私は、京都府臨床技師会で主に学術活動を中心

に関わりながら、事業運営にも興味があり日臨技

の地域ニューリーダー研修会に参加させていただ

きました。その時に学んだ課題解決やコミュニ

ケーションの取り方の経験を生かして貢献したい

と考えます。 

臨床検査技師のあるべき未来を、病院・診療

所・検査センター、健診センター、製薬メー

カー、学校の各職域で十分に把握し、多様化した

理事 髙田 厚照 

 今回、日臨技理事を初めて拝命いたし

ました髙田厚照です。まず初めに第71回

医学検査学会に多大なるご協力を賜り誠

にありがとうございました。おかげを持ちまして

無事学会を終了することができました。心よりお

礼申し上げます。 

 理事としては１年生ですが日臨技では以前に学

術部生理検査研究班の一員として全国生理検査研

修会を２年間担当、学術部の再編時にも関わらせ

ていただきました。大臨技でも日臨技との橋渡し

役を仰せつかっていますが大阪府選出の理事とし

て単に連絡係ではなくお互いの意見を出し合いよ

り良い関係が築けるように尽力したいと思いま

す。大臨技の代表として近畿支部そして全国へと

コミュニケーションの輪を広げてきたいと思いま

す。 

 今、日臨技では組織力強化の必要性に迫られて

います。検査説明、タスク・シフト/シェア、在宅

医療への進出などの業務拡大、精度管理、教育実

習指導管理者、各種認定試験などの学術的事業展

開や厚生労働省をはじめとする各種医療団体との

交渉など、支えとしての会員の協力が必須です。

日臨技事業を通して「羊」から「羊の皮をかぶっ

た」会員になるように啓発していき日臨技の活性

化ひいては臨床検査技師の地位向上に寄与したい

と思います。よろしくお願いいたします。  

理事 綿貫 裕 

 この度、日臨技理事を拝命しました綿

貫です。３期目となり理事としての職務

に対し、気持ち新たに一生懸命取り組み

たいと考えております。 

 広報活動を中心に、新型コロナウィルスの感染

拡大という大変な状況である中、私たちの臨床検

査技師の真価が問われ、活躍の場と実感しており

ます。会員皆様に役に立つ情報提供を通じて、組

織強化を図り、会員数７万人を目標に力を尽くし

たいと思います。医師の働き方改革を進めるため

会員のニーズに応えることもこれからは不可欠だ

と思います。人口減少、超高齢化、新たな感染症

の出現など未来に目を向け、会員の期待と信頼に

こたえられるよう、しっかりと活動していく所存

です。 

これからも日臨技活動への参画、ご協力 何卒

よろしくお願い申し上げます。 
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理事 田中 規仁 

 この度、令和４年度定時総会にて承認

をいただき、日臨技理事２期目を拝命い

たしました近畿支部・和歌山県の田中で

す。よろしくお願い申し上げます。和歌山県臨床

検査技師会でも理事６期目を迎え、会長２期目を

務めています。私は職場の性質上、勤労者医療の

充実や安全向上、メンタルヘルスケアや治療就労

両立支援といったことを念頭におきながら、地域

医療支援の一助を担ってまいりました。その経験

を活かしながら、臨床検査技師の地位向上や職域

拡大を目指して参りたいと思います。 

 また、和歌山県という土地柄、南海トラフ地震

のような広域災害を想定する災害対策を全県あげ

て取り組んでいるなかで、和臨技も同様に早くか

ら災害対策の活動に取り組んで参りました。こち

らの経験も活かして、日臨技災害対策に貢献がで

きればと考えております。日臨技の発展に貢献で

きるよう尽力する所存でございますので、ご指導

ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

理事 川端 直樹 

 この度、日臨技理事を拝命いたしまし

た市立敦賀病院の川端直樹と申します。

これまでは福井県臨床検査技師会を中心

に活動させていただいておりました。今期より日

臨技理事となり、全国の日臨技会員の皆様からさ

まざまのことを学ばせていただき、またさらに見

識を拡げ精進していきたいと思っております。 

 現在、臨床検査技師を取り巻く環境は大きく変

わろうとしています。医師の働き方改革に伴うタ

スク・シフト/シェアでは、臨床検査技師にも新し

い業務が付与されました。現行制度化で実施可能

な業務に加え、法令改正を伴う業務の実践など、

固定観念を捨て新しい価値観で臨床検査の創出が

求められます。変化に伴う３つの「ふ」、不安・

理事 湯田 範規 

 日本臨床衛生検査技師会理事を拝命し

ました鳥取県の湯田範規（ゆだのりき）

と申します。理事として２期目を迎えま

した。コロナ禍のため１期目の会議はほぼZOOMで

しか参加できませんでした。しかし、コロナに振

り回されながらも、検体採取・PCR検査の拡充・ワ

クチン接種に至るまでWeb研修・実技研修を通して

会員とともに、病院や社会のニーズに答えてきた

と思います。このような流れは厚生労働省と日臨

技の折衝の中で進められ、その意図を各都道府県

技師会と各会員が受け止めていいただいた成果だ

と考えています。 

日臨技理事として会員の皆さんの声に耳を傾け

ながら、医療の現場で求められる声を拾い、臨床

検査技師の将来についてどうあるべきなのか考え

て日臨技の果たせる役割を考えて参りたいと思い

ます。７万人の会員が一つになることができれ

ば、非常に大きな流れとなります。会員の皆様に

おかれましても日臨技の活動、臨床検査技師の将

来を考えていただき、活動への協力・ご意見をい

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

理事 領家 敬子 

 この度、令和４年度定時総会におい

て、令和４・５年度の理事に承認されま

した。島根県臨床検査技師会の領家敬子

と申します。新任ではございますが、その責務を

果たせるよう努めて参ります。昨年度より開始さ

れました、「タスク・シフト/シェアに関る厚生労

働大臣指定講習会」は新型コロナウイルス感染症

の蔓延拡大により集合での開催が思うように進め

ることができない状況があり、各都道府県におい

ても大変ご苦労されていることと存じます。現在

もその状況はあまり変りないと感じています。し

かしながら、「良質かつ適切な医療を効率的に提

供する体制の確保を推進するための医療法等の一

部を改正する法律案」によりその業務範囲の見直

のタスク・シフト/シェアが推進され医療の高度

化・専門化の中で魅力のある学術・職能団体とし

て活躍し、協力していきます。また、「品質保証

施設認証制度」が始まり、わが国における臨床検

査の現場である会員へのサポート体制を構築し、

臨床検査の精度保証推進を行います。これからも

変わりゆく医療情勢の中で果たすべき役割を見据

えた職能団体として取り組みを行います。最後に

臨床検査技師の理想的将来像を提供できるよう取

り組んでいく所存です。今後ともご指導ご鞭撻の

ほど、よろしくお願いします。 

負担・不満を少しでも取り除くことができるよ

う、タスク・シフト/シェアをされる側だけでな

く、する側の視点を含め取り組んでいきたいと思

います。 

 やりたい事から求められる事に軸足を移し、微

力ではございますが今後の日臨技の発展に寄与で

きればと存じます。 

 ご支援、ご協力またご指導をよろしくお願いい

たします。  
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理事 藤岡 克徳 

 この度、日臨技理事を拝命いたしまし

た岡山県の藤岡克徳です。コロナ禍の先

にも臨床検査技師の未来が輝くことを信

じ、タスク・シフト/シェアの推進に取り組みたい

と思っています。病棟・救急現場へのさらなる進

出は、昔からの技師としての私自身の夢でもあり

ます。その夢に向かって日臨技でなければできな

い事業にも今後挑戦できればと考えております。 

 さて、今期は認定臨床染色体遺伝子技師関連の

WGに所属することになっております。若干不慣れ

な分野ではありますが、認定技師事業のスムーズ

な運用に貢献できればと考えております。検査室

の武器が施設認証（国際認定）とするならば、臨

床検査技師としての武器は認定技師です。専門性

を高め、検査室の生き残りをかけていくうえで重

要な両輪と認識しております。真の“臨床”検査

技師は何かを考え、微力ながら日臨技事業に協力

していく所存です。今後も会員の皆様方のご支

援、ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げま

す。 

理事 樫山 誠也 

 この度、日臨技理事・中四国支部学術

部長を仰せつかりました広島県臨床検査

技師会（広臨技）の樫山誠也と申しま

す。感染症検査に長く籍を置き、素晴らしい先輩

方の導きのままに年を重ねて参ったところ、突然

の理事のお話に、誠に光栄極まりないこととその

役目をお受けした次第です。専門分野、広島県、

さらに“広い視野で臨床検査の現状と将来を学

べ”との課題をいただきました。微力ではござい

ますが、会員の皆様のお役に立てるよう努めたい

所存です。 

 感染症検査はもとより、精度管理事業や教本作

理事 楢林 秀記 

 この度、日本臨床衛生検査技師会理事

を拝命しました山口県の楢林秀記と申し

ます。２期目となり、気持ちを新たに日

臨技理事として会務を遂行して参ります。 

 コロナ禍において暗くなりがちな世の中ではあ

りますが我々、臨床検査技師の役割を発揮する

チャンスととらえ、前向きにかつ、明るい姿勢で

取り組みたいと思います。 

 担当する業務は認知症WG・臨地実習指導者講習

会WG・日臨技既存システム運用WG・システム委員

会です。認知症WGでは提言書から発出された問題

点を具現化し、さらに一歩前進するよう努めて参

ります。臨地実習指導者講習会WGは前年度、展開

した指導者講習会の精度をさらに充実させ、将来

の検査技師教育に役立てたいと思います。日臨技

既存システム運用WGでは会員に有益な情報をタイ

ムリーに伝えるべく、内容、タイミングを検討し

て行きたいと思います。 

 これらの業務に携わらせていただき、微力なが

ら今後の日臨技の発展に寄与できればと存じま

す。ご指導、ご協力をお願いいたします。 

理事 藤田 望 

 この度、２期目の日臨技理事を拝命い

たしました徳島県臨床検査技師会の藤田

と申します。 

 前期はCOVID-19の流行とともに理事としての活

動が始まりました。会議や研修会の開催方法が変

化する中、中四国支部ではWeb開催のメリットを活

かし、理事会後には支部長を中心とした情報共有

会議が開催されました。それにより支部の連携強

化がなされ、地臨技への展開方法についても検討

することができました。また、日臨技のネット

しが行われたのは、臨床検査技師のみではなく、

診療放射線技師や臨床工学技士等も同様に行われ

ています。医療の現場ではこの法改正により各職

種に期待されていることも多々あり、それらに答

え、必要とされる臨床検査技師となることが重要

と考えます。 

 そのためには、先ずは一人でも早く多くの指定

講習会受講者が増えること、次に拡大業務が医療

現場で実践されることが必要です。日臨技理事と

しても、会員の皆様が前向きな気持ちをもって取

り組んでいただけるよう微力ながら啓発活動に努

めて参ります。 

成などの日臨技事業の一角に携わっております

が、日臨技の膨大な事業に今更ながら驚きます。

この事業の目の前に立っていることの重責を感じ

ながら、時代に即した臨床検査技師へと変わるべ

き所は変わらなければならない。進化なきは衰退

であることを肝に、取り組んで参りたいと思いま

す。 

 最後に１人では解決できない課題に対し、全体

を広く認識する鳥の目、細部に注意深い虫の目、

時代の変化を捉え空気を読む魚の目と称する多角

的な会員の皆様の視点と共に前進して参ります。

今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申

し上げます。 
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理事 宮川 朱美 

 この度、香川県臨床検査技師会の代

表として日臨技理事に就任いたしまし

た宮川朱美と申します。平成28年から

の２年間、理事を務めさせていただきましたが、

十分なことができなかった２年間だったように思

います。また、平成30年からの２年間は、広報WG

委員として、季刊誌「ピペット」のリニューアル

に関わらせていただきました。 

 今回は、前回の理事の時に担当していた「認定

臨床化学免疫化学精度保証管理検査技師」の試験

や資格更新に関わる委員会および季刊誌「ピペッ

ト」の編集を担当することになりました。特に、

季刊誌「ピペット」については、臨床検査技師の

認知度向上のため、常により良いものにするとい

う視点で関わりたいと考えています。また、日臨

技創立70周年記念事業や記念誌の発刊に関する事

業も担当することになり身の引き締まる思いで

す。 

 ２年間、微力ではありますが、会員の皆様にお

役に立つことができるよう、臨床検査技師の明る

い未来を目指し頑張りますのでどうぞよろしくお

願いいたします。 

理事 高野 静香 

 この度、日臨技理事を拝命いたしま

した高知県臨床検査技師会の高野静香

と申します。日々変化する医療や社会

を取り巻く現状を踏まえ、私たち臨床検査技師に

何ができるのか、何をすべきかを熟考し、将来も

見据えた活動に取り組んで参りたいと存じます。

またタスク・シフト/シェアをはじめ、従来、日臨

技が取り組んできた事業においても、各県および

施設によって捉え方や方向性が違い、やりたくて

理事 百田 浩志 

 理事を拝命いたしました百田浩志で

す。連続しては２期目、10年ほど前、

２期務めさせていただいておりますの

で、計４期目となります。佐賀県臨床検査技師会

では監事を務めております。職場は済生会唐津病

院です。よろしくお願いいたします 

 理事としての担当は今のところ不明ですが、与

えられた職務に注力いたします。また、私は済生

会の臨床検査技師長会の代表も務めています。済

生会のみならず他の設立母体との強靭な技師の繋

がりに力を貸していただき、日臨技の事業や方針

への理解を双方向で深めることに役立てればと

思っています。 

 日臨技と都道府県技師会の立ち位置を明確にす

る時期が来ていると感じております。日臨技の理

事を他団体に選出依頼する点や、各事業の依頼の

あり方等うやむやな部分があります。中でも「検

査と健康展」などは地臨技が申請する方式です

が、これは日臨技からの依頼であり契約でもある

と思います。とはいえ、地臨技の協力なしに日臨

技事業が円滑に行えないことも事実です。積極的

に改革に意見を述べて行きたいと思います。 

 最期になりますが、会員目線を大切にする理事

でありたいと思います。 

理事 山口 英人 

 今回、日臨技の理事としては２期目

と成ります長崎県の山口です。１期目

は、コロナ騒動で理事の皆さんに直接

お会いし、勉強する機会がありませんでした。今

期はできるだけ多くの理事の方々と意見交換がで

きればと考えています。特に次世代の人材育成に

関心を持っています。日頃から地元技師会の活動

に際して「積極的に参加してくれる若い世代が少

ワークを活かし、ワクチン実技講習会開催や、災

害対策につきましても県との協定締結に向け準備

を進めることもできました。 

 担当は、臨地実習指導者育成講習会と認定救急

検査技師制度関連です。引き続き会員の皆様とと

もに、未来の臨床検査技師のあり方について考え

ていきたいと思います。 

 日臨技と地臨技の架け橋だけではなく、関連団

体とも細やかに連絡を取りながら円滑な事業運営

にも努めて参ります。微力ではございますが、理

事としての責務を全うすべく尽力いたしますの

で、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

もやれない現状もあります。それらを理解したう

えで理事として会員の皆さんに参画していただけ

るような体制づくりを行っていく必要があると痛

感しております。 

 今期からは女性理事が７名になりました。日臨

技理事全員での連携はもとより、７人での連携も

図り女性だからこその視点を大切に、会員の皆様

に魅力ある研修会の開催や情報発信を行っていき

たいと考えております。微力ではありますが、

「まずはやってみる」の精神で精一杯務めさせて

いただきますので、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろ

しくお願い申し上げます。  
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理事 田中 信次 

理事 丸山 晃二 

理事 花牟禮 富美雄  

理事 小野 三智男 

 理事２期目を務めさせていただきます

熊本県の田中信次と申します。厚生労働

大臣指定講習会WGと災害対策WG、共済制

度委員会に所属させていただきます。厚生労働大

臣指定講習会WGでは第一にタスク・シフト/シェア

に関する厚生労働大臣指定講習会を都道府県技師

会と連携して会員の皆さまや臨床検査技師すべて

に滞りなく受講をしていただけるように検討推進

していきたいと思います。また、災害対策WGでは

熊本地震の経験を今後の災害時の危機管理に生か

せればと考えております。災害対策研修会の開

催、都道府県技師会の災害マニュアル作成の援助

などを推進し、緊急時には会員だけでなく国民の

手助けになる活動ができるような組織をめざし、

検討して行きたいと思います。 

 今回は九州支部副支部長・学術部長を拝命いた

しました。九州各県技師会と連携し、学会、研修

会の運営に、また、会員の相互融和にも尽力した

いと思います。微力ではありますが未来の臨床検

査技師のために努力する所存です。ご支援、ご協

力をお願いいたします。  

 この度、理事を拝命いたしました丸山

晃二と申します。理事そして大分県臨床

検査技師会会長として新任であり、これ

から取り組んでいかなければならない各種事業の

多さに気の引き締まる思いです。新米理事とし

 日臨技理事に就任いたしました宮崎県

の花牟禮富美雄と申します。理事２期目

になります。１期目は、品質・精度保証

委員会、広報委員会、検査と健康展事業WGの委員

を担当させていただきましたが、勉強不足、経験

不足もあり、委員会の皆さんのご指導を仰ぎなが

らの活動に終始したことを反省しております。そ

のような中でも、昨年宮崎県として全国「検査と

健康展」中央会場を担当し、新型コロナウイルス

禍において現地開催するための工夫、YouTube・

LINE・InstagramなどのSNSを利用した広報活動を

経験させていただき、創意工夫の重要性を再認識

することができました。また、Webでの会議や研修

を経験しPC等のモニターを介してではなく対面で

感じる印象の大事さも再認識いたしました。今回

も引き続き、広報委員会、検査と健康展事業WGを

担当することになりました。新型コロナウイルス

感染症の影響はまだしばらく続きそうですが、対

面とWEBのそれぞれのメリットを生かすなど、新た

な環境に見合った考えや手段等を模索し、微力な

がら、日臨技や日臨技会員の皆様のお役に立てる

よう活動して参りたいと思います。どうぞ、ご指

導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

 この度、鹿児島県選出理事として２期

目の就任となりました。“日臨技を県会

員につなげる橋渡しとして”をモットー

に取り組んでまいりましたが、ZOOM会議・研修会

が常態化するなど環境の変化が目まぐるしかった

ない」と感じていました。他の地臨技でも同じ問

題を抱えているのではないでしょうか。若い世代

を引き込み、技師会を活性化させるためには何が

必要なのか…この課題をクリアすることが今後の

技師会活動ひいては組織強化に繋がっていくのだ

と思います。 

 また、臨地実習においても学生のためだけでは

ない、より良い臨地実習の実現に向けた体制を構

築することが求められています。その中心的役割

を担う人材を育成するのが臨地実習指導者講習会

であり、WGの一員として指導者育成の手助けがで

きればと思っています。九州支部ではこれまでに

臨地実習指導者講習会を２回開催しましたが、大

きなトラブルもなく無事終えることができまし

た。今後も引き続き講習会のお世話を行っていき

たいと思います。そして理事としての責務を果た

しながら、会員の皆様が技師会活動に参加しやす

い環境作りに尽力できればと考えています。 

て、まずは日臨技の活動を熟知し、会発展のため

に何ができるか・何をすべきかを熟考し、諸先輩

方にご指導いただきながらになりますが、与えら

れた業務に対し全身全霊取り組んで参ります。 

 新型コロナウイルス感染症に翻弄され続けるこ

の数年ですが、デジタルトランスフォーメーショ

ン推進により急速に進化していく医療技術は、業

務の効率化となりタスク・シフト/シェアにつなが

るものと思います。コロナ（災害）を「変革の機

会」と捉えた多方面におけるポストコロナの動き

に少しでも貢献できるよう努めて参ります。最後

になりましたが、前任者の「多くの方々と更なる

出会いと和を広げ、団結と調和、連携を重んじ

る」を引継ぎ、微力ながら会の発展に尽力してい

く所存です。ご指導ご鞭撻を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 



全国会員の皆様 どうぞよろしくお願いいたします 
 

これまで４号にわたり、代表理事・執行理事・理事 全56名を紹介して参りました。 

よろしければ過去号もご覧ください。 
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理事 手登根 稔  

 令和４・５年度の理事を拝命いたし

ました沖縄県の手登根（てどこん）と

申します。前回に引き続き今回２期目

となります。コロナ禍でのこの２年間、あっと言

う間に過ぎてしまいましたが、会議もほとんどが

Web会議となり、対面で他の理事の方々とお会いで

きたのは先日の定時総会が初めてでした。この２

年間を振り返ってみますと、思い浮かぶことは九

州支部の臨地実習指導者講習会責任者として、そ

の開催を企画実践したことくらいです。 

 前期から各都道府県より１名理事を輩出しても

らうこととなりましたが、その大きな目的は各都

道府県技師会と中央とのパイプ役となり、末端の

会員から多くの意見を吸い上げ、情報共有を強化

することで中央との連携が密に取れるようにする

ことだったかと思います。私は、沖縄県の会長も

兼ねていることから、日臨技からの情報は欠かさ

ず県の理事へは報告し情報共有してきたつもりで

す。しかし、先日の理事会で宮島会長がおっしゃ

られたように、各都道府県とのパイプ役だけでな

く、日臨技理事として会員のために何ができる

か、理事としての自覚をもっと高めていく必要が

あると痛感しております。 

 宮島会長が参議院議員になられてからこの６年

間で、我々臨床検査を取り巻く世界は大きく変貌

してきました。検体採取から始まり、精度管理の

義務化、タスク・シフト/シェア等、数々の法改正

が施行され、10年前には思いもつかなかった静脈

路確保という医行為等が、現実的に我々臨床検査

技師も実施可能となったことは非常に大きな飛躍

だと思います。特に、コロナ禍においてのPCR検査

やワクチン接種等では、俄かに巷でも臨床検査技

師の名前が知れ渡るようになってきたように思い

ます。 

 現在私は定年退職し、再雇用の身で現場にて若

手の人材育成に取り組んでおりますが、10年後、

20年後を見据えたうえで、社会的な地位向上を目

指して微力ながら日臨技理事として邁進していく

所存であります。これからの２年間、何卒よろし

くお願いいたします。 

この２年間、担当する認定心電技師制度WGでは状

況把握にとどまり、新たなPCR講習会・ワクチン接

種を経てタスク・シフト等の取り組みもまだ道半

ばです。 

 また、歴史は繰り返すと申しますが、いまだま

だ有史に残る新型コロナ感染症は変異を繰り返

し、第７派は増加のスピードは落ちない状況であ

ります。このような未曾有な状況のなか、私たち

臨床検査技師は前史にない検査という有効な対抗

手段でウイルスに立ち向かうべく、検査技術をさ

らに増強しており、抗原キットの家庭内検査の普

及など目が離せません。 

 今後、医療はさらに日進月歩に高度化を止めず

に検査技師に求められるもの・国民の期待はさら

に高くなるでしょうが、我々には研鑽の機会があ

り実力を養う場があります。日臨技を新生させ未

来を拓くことに共に邁進していきますので、よろ

しくお願いいたします。 
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●アルツハイマー月間とは  

 1994年９月21日、スコットランドのエジンバラで第10回国際アルツハイマー病協会国際会議が開催されました。その会議

の中で「国際アルツハイマー病協会」（ADI）は、世界保健機関（WHO）と共同で毎年９月21日を「世界アルツハイマー

デー」と制定し、この日を中心に９月を「世界アルツハイマー月間」と定め認知症の啓発活動を実施しています。この活動

はアルツハイマー病等に関する認識を高め、世界の患者と家族に援助と希望をもたらす事を目的としています。わが国でも

ポスターやリーフレットの作成、各種イベントの実施（オレンジのライトアップ等）を行い、認知症への理解を呼びかけて

います。  

認知症 特集 （1） 

認知症の家族と暮らす ～あれから1年～ 
 はせがわ もか（ペンネーム） 

 昨年の会報JAMT「認知症特集」で、認知症の診断か

ら介護保険を受給して各種サービスを活用しながら生

活している女性の様子を書いた。今年はその後の彼女

に起こった出来事とそれらに関わる医療サービスにつ

いて書きたいと思う。 
※昨年の認知症特集（会報JAMT Vol.27 No.17）は当会HPから

ご覧いただけます。 
 週１回の入浴サービスを含むデイサービスを利用し

ていた彼女は、顔見知りのお友達と会話を楽しみ、体

操をし、パズルや塗り絵をしながら毎日過ごしてい

た。ずっと家事をやっていたことから何かとまわりの

利用者の世話を焼きたがるため、デイサービスのス

タッフは知恵を絞り、食事の時の食器の片づけや雑巾

縫い、洗濯物を畳むといった彼女の慣れ親しんだ仕事

を一緒にしてくれていた。毎月ケアマネジャーと家族

が相談しながら入浴を週２回に増やすなどサービスの

内容も変更し、快適に穏やかに生活していた。 

 12月の土曜日のお昼だった。こたつで横になってい

た彼女を昼食に呼んだ時、少し様子がおかしかった。

歩けるのだが左足を引きずっている。「痛いの？」と

聞くと「少し」と答えた。その時の昼食は「食欲がな

い」と言ってほとんど食べなかったのだが、昼寝をし

て起きた後は何事もなかったように歩き、夕食を食べ

た。次の日の日曜日は椅子に座っていると左足をしき

りにさすっていたがやはり普通にしていた。月曜日、

それでもなんだか様子がおかしく、念のため近くの整

形外科に寄ってからデイサービスに行くことにし

た。…彼女は左大腿骨頚部を骨折していた。「いつ折

れた？なんで歩ける？」とみんな不思議がったがその

まま私の勤務先の病院に紹介され、次の日には骨接合

術の手術をした。「元のように歩けるかはわからな

い。この先は歩行器や杖を使うようになる」と主治医

の説明を受け覚悟をした手術の翌日、彼女は勝手にト

イレへ歩いて足元のセンサーマットが反応した。手術

をしたことも覚えていなかった。自分がいる場所は病

院ではなく、ショートステイ

先だと思っていた。その後判

定会議を経て、急性期病床か

ら回復期病床に移った。おと

なしいがどんな行動をするか

予測できない彼女は、私の所

属する認知症ケアチームの介

入を受け、ナースステーショ

ン近くの４人部屋で過ごし

た。認知症ケアチームが行っ

ている院内デイサービスにも参加し、マスコットづく

りなどもさせてもらい、リハビリも頑張る中、退院が

近づいた。まだ１月の末、寒い家に直接帰ったとして

も昼間一人でいることは難しいと思われた。ケアマネ

ジャー、看護師、リハビリスタッフ、ソーシャルワー

カー、デイサービス事業者と家族で退院に向けての多

職種合同カンファレンスを行い、ショートステイを経

て暖かくなってから自宅へ戻ることとし、骨折から40

日でおまけのように杖を突きながらの退院となった。

ショートステイと週末の帰宅を何回か繰り返し、よう

やく暖かくなったことから、自宅へ本格的に戻ること

にしていた日の前日、スタッフが足を引きずる彼女に

気づいた。今度は右足である。開業医へ連れて行った

ところ、右大腿骨頚部骨折だった。また骨接合術を受

け、彼女の両足は同じように金属が入った。そしてま

た何事もなかったように歩けるようになった（すごい

としか言いようがない）。今度は暖かい時期でもあ

り、回復期を経て50日後直接自宅へ退院した。 

 ２度の入院を経て、MMSEは以前の19点から15点、9

点と下がってしまった。トイレの失敗が多くなり、今

はリハビリパンツを使い、息子である私の夫が同じ部

屋で寝るようになった。息子のことはわかったりわか

らなかったりだが、私はいつもデイサービスのスタッ

フらしい。夕食の時は手の上に薬を出して服薬を確認

し、寝る前には骨粗しょう症の治療のため毎日おなか

に注射をし、背中にリバスチグミンテープを貼る。世

話は私と夫で行うのだが、毎日続けていると手際が良

くなった。そんなある日、冷蔵庫に入れなければいけ

リハビリで作ったマスコット 
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なかった注射薬を部屋に一日放置して使えなくしてし

まい、夫はとても落ち込んでしまった。私は、仕事で

是正処置に慣れている。部屋の机を片付け、卓上型冷

蔵庫を設置、自己注射と薬の貼り替えに使うものは一

か所ですべてが完結するようにそろえ、その後は高価

な薬を無駄にしていない（ISOありがとう！）。 

 認知症の家族と暮らすことはなかなか大変ではある

が、社会資源を活用し、家族で協力工夫することで今

はまだどうにかやっている。世話をするたびに彼女は

「ありがとう」という。だから私たちは頑張れている

のだと思う。私も「ありがとう」が言える年寄りにな

りたい。 

地域住民と認知症予防・啓発活動  
 中村 聰（水戸済生会総合病院） 

 超高齢化社会を迎えた日本では、高齢者の健康維持

特に認知症予防が優先課題の一つです。私が居住する

茨城県水戸市笠原地区は、2022年４月１日現在、人口

総数12,318名で、65歳以上の高齢者は総数2,293名、

男性1,009名、女性1,284名、高齢化率18.6％の地区で

す。当地区では、社会福祉協議会と連携して2017年か

ら高齢者が気軽に交流できる「ふれあいの場」とし

て、『おしゃべりサロン』を開催しており、健康維持

に努めることを目的に活動をしています。 

 私は地域高齢者と交流する機会があり、その中で認

定認知症領域検査技師として高齢者の健康に関する悩

みなど、多少ですが不安解消に関われることを伝えた

ところ、サロンに参加してみないかと誘われました。

毎月第一土曜に開催されるため、業務に影響がなく、

また、高齢者の熱心なお誘いから参加することにしま

した。最初は、馴染みのない顔を覚えてもらうように

努め、シルバ－リハビリ体操指導士が行う健康リハビ

リ体操、ゲ―ムやお茶を取りながらおしゃべりなど

いっしょに行いました。認定技師として何もしていな

い中でしたが、一人の方から「話を聴いてくれてあり

がとう」と感謝される様になりました。回数を重ねて

少しずつ顔を覚えてもらい高齢者から、認知症予防、

高血圧など話を聴かせて欲しいと要望を受けるように

なりました。そうした中でCOVID-19の感染が広まりま

した。参加者の１人から、基礎疾患を持っているため

に感染の不安から悲痛な声が聞こえてきました。感染

者が増えている中での開催はできないとの判断で中止

が続きましたが、再開時には「新型コロナウイルス拡

散に対する認知症予防学会からの提言」を活用しなが

ら、感染予防と認知症予防に努めてきました。最近

は、認知症予防学会等講習会で得た知識から、睡眠時

間・歩数・会話時間・心拍数が、予防とリスクになる

ことを優しく話しています。また、活動内容を地元の

ラジオ放送局からインタビューを受ける機会があり、

認知症予防、ロコモ、フレイル予防についてのお話を

させていただきました。活動して３年がたち、現在は

高血圧、糖尿病や認知機能低下の話などの相談を受け

ることが増えてきました。その中で、「いっしょにグ

ランドゴルフをしている高齢者が、物忘れが多く集合

時間に遅れて来る」との相談を受けました。対応とし

て、「交通事故が心配なので、自宅に迎えに行くこと

やご家族の力を借りて参加すること、不安があれば包

括支援センターやかかりつけ医などに相談すること」

を伝えました。 

 この様に、地域活動を通して、高齢者の健康維持そ

して認知症予防に貢献できると感じています。今後も

地元住民と共に認知症予防に向けてのボランティア活

動を楽しく進めて行きたいと思っています。  

『おしゃべりサロン』でのシルバーリハビリ体操  

（編集後記）新型コロナウィルス感染拡大第７波、皆様の近くにも感染を経験された方が増えてきているのでは

ないでしょうか？さて９月はアルツハイマー月間ということで、今年度も認知症に関わる技師の活動を知ること

ができる記事を特集いたします。認知症に関わる知識はすべての医療人、そしてすべての国民が持つべき知識で

あり、知ることで人に優しくできるようになります。会員の皆様にも興味を持っていただけたらありがたいで

す。次号もお楽しみに！                                   （宮原） 

日本認知症予防学会併設JSDP技師講座開催形式の変更について  

 新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、開催形式を変更することになりました。すでに参加登録をお済ま

せの皆様には、ご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げます。 

 未取得者用のセミナーはオンデマンド配信（詳細は日臨技HP）、更新用のセミナーは現地開催で日臨技会

員であれば参加可能と変更いたしました。更新用のセミナーとして企画しておりますが、認知症の認定取得

を目指す方にも有益な研修会であることをお約束いたします。グループワークはちょっとと思われている

方、ご安心ください。ファシリテーター(西野、新屋敷、松熊、宮原)がおります。この機会に是非受講をご

検討ください。福岡でお待ちしております。 


