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ⅠⅠⅠⅠ    調査事項調査事項調査事項調査事項    
1 調査対象施設についての基礎調査（臨床検査の適正評価に係る調査と共通） 

2 検体検査及び生理検査等に係る状況調査 

3 その他の医行為及び医療行為に係る状況調査 

ⅡⅡⅡⅡ    調査の目的と調査方法調査の目的と調査方法調査の目的と調査方法調査の目的と調査方法    
日臨技における臨床検査ガイドラインの策定への取組みに際し、その原案の作成を諮問された技師制度対策委員会において、検査及

び関連分野における医行為及び医療行為の洗い出しと実態調査を行うために「法定外業務に係る調査」をアンケート形式で実施するこ

ととした。結果はガイドライン策定への基礎的な資料とした。なお、ここでの報告は＜概略＞にとどめ、詳細については、日臨技ホー

ムページ＜会員ページ＞にて公開する予定である。 

1111    調査方法調査方法調査方法調査方法    

1)1)1)1)    調査形式調査形式調査形式調査形式    

 郵送によるアンケート形式で実施した。なお、検査（項目）ごとに共通の下記設問（A・B）を設定した。 

設問 A．下記の各調査項目について、施設の状況をお聞きします。 

1．施設で実施していない 

2．施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない 

3．医師の指導下で臨床検査技師が実施している 

4．臨床検査技師のみで実施している 

設問 B．下記の各調査項目について、この行為は臨床検査技師がすべき行為かどうかお考えをお聞かせください。 

1．臨床検査技師の業務に入れるべき 

2．医師の指導下で臨床検査技師が行うべき 

3．臨床検査技師の業務にすべきでない 

4．わからない 

2)2)2)2)    調査対象施設調査対象施設調査対象施設調査対象施設    

 日臨技会員施設（7890 施設）中から層化二段無作為抽出法により選別した 2037 施設を調査対象施設とした。 

    3)3)3)3)    調査期間調査期間調査期間調査期間    

 アンケートは平成 22 年 9 月初旬に調査対象施設に発送し、回答の返送期限を平成 22 年 9 月末日とした。 

2222    回答数と集計方法回答数と集計方法回答数と集計方法回答数と集計方法    

    1)1)1)1)    回答施設数と回収率回答施設数と回収率回答施設数と回収率回答施設数と回収率    

 回答施設数は 903 施設で、回収率は 44.3％であった。 

    2)2)2)2)    集計方法集計方法集計方法集計方法    

 集計は、単純集計を行った。 

ⅢⅢⅢⅢ    調査結果の概要調査結果の概要調査結果の概要調査結果の概要（臨床検査の適正評価に係る調査と共通）    
１１１１    調査対象施設についての基礎調査とその結果調査対象施設についての基礎調査とその結果調査対象施設についての基礎調査とその結果調査対象施設についての基礎調査とその結果    

 調査結果を集計及び評価する上で必要となる調査対象施設における基本情報の収集を基礎調査として実施した。 

    1)1)1)1)    回答施設の概要回答施設の概要回答施設の概要回答施設の概要 

        ①①①①    経営主体経営主体経営主体経営主体    

経営主体としては、「医療法人」が 41.9％と最も多く、次いで「公立機関（都道府県・市町村・地方独立行政法人）」が 21.4％、「公

的医療機関（日赤・済生会・厚生連等）」が 7.6％となっている。 

        ②②②②    許可病床数許可病床数許可病床数許可病床数    

規模では、「100～199 床」が 31.3％と最も多く、次いで「100 床未満」が 25.0％となっており、200 床未満で過半数を占めている。 

一方、「400 床以上」の施設も 18.4％と比較的多い。 

  ③③③③    一日当たりの平均外来患者数一日当たりの平均外来患者数一日当たりの平均外来患者数一日当たりの平均外来患者数    

    「400 人以上」が 33.6％と最も多く、次いで「100～199 人」が 22.9％、「100 人未満」が 19.9％となっている。 

        ④④④④    主たる病床区分主たる病床区分主たる病床区分主たる病床区分    

 「一般病床」は 92.6％と殆どの施設が有している。また「療養病床」は 35.9％と 1/3 以上の施設で有している。 

     ⑤⑤⑤⑤    標榜する科目数標榜する科目数標榜する科目数標榜する科目数    

 「11～20 科」が 28.2％と最も多く、次いで「6～10 科」が 25.7％、「3～5 科」が 19.2％となっている。 

  ⑥⑥⑥⑥    救急体制救急体制救急体制救急体制    

 「二次救急」が 49.2％とほぼ半数を占め、「指定なし」が 24.0％、「一次救急」が 13.0％である。 

   

渉外法制部 

臨床検査技師法に規定されていない法定外業務の実態調査 
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    2)2)2)2)    臨床検査科の概要臨床検査科の概要臨床検査科の概要臨床検査科の概要    

        ①①①①    臨床検査科の標榜臨床検査科の標榜臨床検査科の標榜臨床検査科の標榜    

 臨床検査科を「標榜している」施設は 16.3％となっており、臨床検査科を「標榜していない」施設は 72.5％である。 

        ②②②②    生理機能検査を除く臨床検査部門の運営形態生理機能検査を除く臨床検査部門の運営形態生理機能検査を除く臨床検査部門の運営形態生理機能検査を除く臨床検査部門の運営形態    

 「自主運営」が 78.0％と大半を占めており、「FMS＋一部自主運営」（7.8％）、「ブランチ＋一部自主運営」（5.6％）を併せると、9

割以上の施設では部分的にせよ自主運営をしている。 

        ③③③③    全臨床検査技師数全臨床検査技師数全臨床検査技師数全臨床検査技師数    

 「4～9 名」が 29.2％と最も多く、次いで「2～3 名」が 24.4％、「10～19 名」が 20.3％となっている。 また、生理検査担当技師数

は、「1～3 名」が 29.9％と最も多く、次いで「1 名未満（兼務）」が 24.1％、「4～6 名」が 23.5％となっており、6 名以下 の施設が 3/4

以上を占める。 

        ④④④④    100100100100 床当たりの臨床検査技師数床当たりの臨床検査技師数床当たりの臨床検査技師数床当たりの臨床検査技師数    

 「1～3 名」が 44.0％と最も多く、次いで「4～6 名」が 36.2％、「7～9 名」が 11.4％となっている。 

 

2222    検体検査及び生理検査等の状況について検体検査及び生理検査等の状況について検体検査及び生理検査等の状況について検体検査及び生理検査等の状況について    

 検体検査及び生理検査等におけるボーダーライン業務の洗い出しと実施状況の調査を実施した。 

    1)1)1)1)    検体検査の状況検体検査の状況検体検査の状況検体検査の状況    

        ①①①①    血液学的検査血液学的検査血液学的検査血液学的検査    

 血液学的検査の遺伝子検査の実施、染色体検査の実施については、「施設で実施していない」が 9 割以上となっているが、「臨床検査

技師の業務に入れるべき」が 4 割強、「医師の指導下で臨床検査技師が行うべき」が 3 割強であり、併せて 3/4 以上の施設で臨床検査

技師がすべき行為と考えている。 

                                

                                
        ②②②②    微生物検査微生物検査微生物検査微生物検査    

 微生物学的検査における技師による検査項目の追加（同定・感受性実施薬剤の追加・染色等の追加）は、「施設で実施していない」

が 58.9％と最も多いが、「医師の指導下で臨床検査技師が実施している」が 20.1％、「臨床検査技師のみで実施している」が 15.3％と

なっており、実施している場合は臨床検査技師が行っていることが多い。また、「臨床検査技師の業務に入れるべき」が 57.2％、「医師

の指導下で臨床検査技師が行うべき」が 29.7％であり、併せて 8 割以上の施設で臨床検査技師がすべき行為と考えている。 

         

         
    2)2)2)2)    生理検査の状況生理検査の状況生理検査の状況生理検査の状況    

        ①①①①    呼吸循環機能検査呼吸循環機能検査呼吸循環機能検査呼吸循環機能検査    

 「電気生理検査におけるペーシングの設定変更」、「心臓ペースメーカーの設定変更」については、「施設で実施していない」が半数

以上を占め、実施している場合でも「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」との回答が多く、現状では臨床検査技師

が実施していないのが実情である。 
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 「トレッドミルやサイクルエルゴメーターでの負荷心電図の実施」については、「医師の指導下で臨床検査技師が実施している」が

46.9％と半数近くであるが、「施設で実施していない」も 41.7％となっている。 

 「運動や薬剤による負荷超音波検査の実施」、「呼吸器リハビリの一環としての 6 分間テスト（6MWT)の実施」、「喘息運動負荷検査

の実施」、「心磁図・脳磁図検査の実施」については、「施設で実施していない」が大部分を占めている。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「心臓ペースメーカーの設定変更」は、「臨床検査技師の業務にすべきでない」が 38.2％

と最も多く、次いで「医師の指導下で臨床検査技師が行うべき」が 31.5％となっており、「臨床検査技師の業務に入れるべき」は 5.4％

と少ない。 

 「電気生理検査におけるペーシングの設定変更」、「運動や薬剤による負荷超音波検査の実施」、「呼吸器リハビリの一環としての 6 分

間テスト（6MWT)の実施」、「喘息運動負荷検査の実施」は、「医師の指導下で臨床検査技師が行うべき」が最も多くなっているが、「臨

床検査技師の業務にすべきでない」が「臨床検査技師の業務に入れるべき」を上回っている。 

 一方、「トレッドミルやサイクルエルゴメーターでの負荷心電図の実施」、「心磁図・脳磁図検査の実施」は、やはり「医師の指導下

で臨床検査技師が行うべき」が最も多くなっているが、「臨床検査技師の業務に入れるべき」が「臨床検査技師の業務にすべきでない」

を上回っている。 

        

        
        ②②②②    超音波検査等超音波検査等超音波検査等超音波検査等    

超音波検査等の実施状況をみると、「経口膣的頚部動脈超音波検査におけるプローブの挿入と検査」、「舌根部の腫瘍の超音波検査（口

膣内へのプローブの挿入）」、「眼動脈超音波検査の実施」、「経頭蓋超音波検査（ﾄﾗﾝｽｸﾗﾆｱﾙﾄﾞﾌﾟﾗｰ）の実施」、「サーモグラフでの病変部

位（静脈瘤等）のマーキング」は、「施設で実施していない」が 8 割以上を占め、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していな

い」も併せると 9 割以上の施設では臨床検査技師が実施していない。 

 また、「術中超音波検査（直接臓器にプローブをあてる行為）」、「経食道超音波検査におけるプローブの挿入と検査」、「経膣超音波検

査におけるプローブの挿入と検査」、「経直腸的前立腺超音波検査におけるプローブの挿入と検査」も、「施設で実施していない」が 6

割以上を占め、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」3 割以上で、併せると 9 割以上の施設では臨床検査技師が実施

していない。 

 一方、「残尿測定検査（超音波によるもの）の実施」、「骨密度測定検査（超音波によるもの）の実施」、「血管内超音波検査（IVUS)

の機器操作」、「乳腺エコーでの病変部位のマーキング」、「下肢静脈エコーでの病変部位（瘤・穿通枝）のマーキング」も、「施設で実

施していない」と「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」を併せて 8 割以上の施設では臨床検査技師が実施していな
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いが、臨床検査技師が関与している施設も少なからず存在する。 

 「超音波検査等の生理機能検査の所見記載」については、「臨床検査技師のみで実施している」が 33.1％と最も多く、次いで「医師

の指導下で臨床検査技師が実施している」が 29.4％となっており、6 割以上の施設で臨床検査技師が関与している。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「術中超音波検査（直接臓器にプローブをあてる行為）」、「経食道超音波検査におけ

るプローブの挿入と検査」、「経膣超音波検査におけるプローブの挿入と検査」「経直腸的前立腺超音波検査におけるプローブの挿入と

検査」、「経口膣的頚部動脈超音波検査におけるプローブの挿入と検査」、「舌根部の腫瘍の超音波検査（口膣内へのプローブの挿入）」

は、「臨床検査技師の業務にすべきでない」との回答が最も多く、次いで「医師の指導下で臨床検査技師が行うべき」が多くなってい

る。反対に「臨床検査技師の業務に入れるべき」との回答は 1 割に満たない。 

 また、「眼動脈超音波検査の実施」、「経頭蓋超音波検査（トランスクラニアルドプラー）の実施」、「血管内超音波検査（IVUS)の機

器操作」は、「臨床検査技師の業務にすべきでない」が「臨床検査技師の業務に入れるべき」を上回っているものの施設によって回答

が分かれており、「わからない」との回答も比較的多くなっている。 

 一方、「残尿測定検査（超音波によるもの）の実施」、「骨密度測定検査（超音波によるもの）の実施」、「超音波検査等の生理機能検

査の所見記載」は、「臨床検査技師の業務に入れるべき」が 4 割以上で、「医師の指導下で臨床検査技師が行うべき」を併せると 6 割な

いし 8 割の施設で臨床検査技師が行うことに肯定的である。反対に「臨床検査技師の業務にすべきでない」との回答は 1 割に満たない。 

 「乳腺エコーでの病変部位のマーキング」、「下肢静脈エコーでの病変部位（瘤・穿通枝）のマーキング」、「サーモグラフでの病変部

位（静脈瘤等）のマーキング」は、「医師の指導下で臨床検査技師が行うべき」が最も多いが、「臨床検査技師の業務に入れるべき」が

「臨床検査技師の業務にすべきでない」を上回っているものの施設により回答が分かれている。 
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        ③③③③    監視装置による諸検査監視装置による諸検査監視装置による諸検査監視装置による諸検査    

 監視装置による諸検査の実施状況を見ると、いずれも「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」が最も多く、次いで

「施設で実施していない」となっており大部分の施設では臨床検査技師が行っていない。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「臨床検査技師の業務に入れるべき」が最も多く、「医師の指導下で臨床検査技師が

行うべき」と併せると過半数となり、何らかの形で臨床検査技師が行うことに肯定的な回答が多い。 

        

        
        ④④④④    脳波検査脳波検査脳波検査脳波検査    

 「脳死判定時における無呼吸テストの実施」は、「施設で実施していない」が 86.2％となっており、「施設で実施しているが臨床検査

技師は関与していない」の 8.9％を併せると、95％強の施設で臨床検査技師が行っていない。 

一方、臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「医師の指導下で臨床検査技師が行うべき」が 33.3％と最も多いが、次いで

「臨床検査技師の業務にすべきでない」の 20.8％となっている。 
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        ⑤⑤⑤⑤    神経・筋検査神経・筋検査神経・筋検査神経・筋検査    

 神経・筋検査の実施状況をみると、「電流知覚閾値検査の実施」、「尿流量測定検査（ウロフロメトリー）の実施」のいずれも「施設

で実施していない」が大半を占め、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」を併せると、8 割以上の施設で臨床検査技

師が行っていない。 

 一方、臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「わからない」との回答が 4 割前後で最も多いが、次いで「医師の指導下で

臨床検査技師が行うべき」が 2 割前後となっている。 

また、「臨床検査技師  の業務に入れるべき」が「臨床検査技師の業務にすべきでない」を上回っているものの施設により回答が分か

れている。 

        

        
        ⑥⑥⑥⑥    耳鼻咽喉科学的検査耳鼻咽喉科学的検査耳鼻咽喉科学的検査耳鼻咽喉科学的検査    

耳鼻咽喉科学的検査の実施状況をみると、「聴力検査（標準純音聴力検査・骨導検査以外）の実施」は、「施設で実施していない」が

38.7％と最も多いが、次いで「臨床検査技師のみで実施している」が 28.2％となっており、実施している施設では臨床検査技師の関与

が比較的大きい。 

 また、「チンパノメトリーの実施」、「語音聴力検査の実施」は、「施設で実施していない」が 6 割以上となっているが、「臨床検査技

師のみで実施している」も 1 割を超えており、実施している施設では臨床検査技師の関与が少なくない。 

 なお、「味覚検査の実施」、「嗅覚検査の実施」、「耳鼻機能検査の実施」、「鼻腔通気検査の実施」、「音声機能検査の実施」、「音響分析

の実施」、「平衝機能検査（重心動揺検査以外）の実施」は、臨床検査技師の関与は少ない。 

臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「聴力検査（標準純音聴力検査・骨導検査以外）の実施」は、「臨床検査技師の業務

に入れるべき」が 52.5％と過半数となっており、臨床検査技師が行うことに肯定的な意見が多い。 

そのほかの「チンパノメトリーの実施」、「語音聴力検査の実施」、「味覚検査の実施」、「嗅覚検査の実施」、「耳鼻機能検査の実施」、「鼻

腔通気検査の実施」、「音声機能検査の実施」、「音響分析の実施」、「平衝機能検査（重心動揺検査以外）の実施」は、「わからない」と

の回答が最も多いが、次いで「臨床検査技師の業務に入れるべき」がおおくなっている。 
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        ⑦⑦⑦⑦    眼科学的検査眼科学的検査眼科学的検査眼科学的検査    

眼科学的検査の実施状況をみると、「視力検査の実施」は、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」が 54.6％と過半

数となっているが、「臨床検査技師のみで実施している」は 11.9％と少なからず臨床検査技師が行っている。 

 その他の「眼底写真検査（散瞳薬使用）の実施」、「視野検査（ハンフリー検査）の実施」、「眼振電図検査（ENG） （眼球電図・網

膜電図）の実施」、「眼圧測定（非接触）の実施」、「その他の眼圧検査の実施」、「血清点眼液の作成」は、「施設で実施していない」が

最も多く、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」を併せると 8 割以上の施設で臨床検査技師が行っていない。 

臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「視力検査の実施」、「視野検査（ハンフリー検査）の実施」、「眼振電図検査（ENG）

（眼球電図・網膜電図）の実施」、「眼圧測定（非接触）の実施」は、「臨床検査技師の業務に入れるべき」との回答が最も多く、臨床

検査技師が行うことに肯定的である。一方、「血清点眼液の作成」は、「わからない」が 43.3％と最も多いが、次いで「臨床検査技師の

業務にすべきでない」が 31.9％となっており、臨床検査技師が行うことには後ろ向きである。 

「眼底写真検査（散瞳薬使用）の実施」、「その他の眼圧検査の実施」は、施設によって回答が分かれている。 
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        ⑧⑧⑧⑧    臨床心理・神経心理検査臨床心理・神経心理検査臨床心理・神経心理検査臨床心理・神経心理検査    

 臨床心理・神経心理検査の実施状況は、「心理検査の実施」、「認知試験の実施」ともに、「施設で実施していない」が過半数であり、

「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」と併せると、9 割以上の施設で臨床検査技師が行っていない。 

臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、いずれも「臨床検査技師の業務にすべきでない」が 1/3 強となっている。しかし、

「臨床検査技師の業務に入れるべき」も 1 割以上あり、また、「わからない」も 1/3 強となっており態度を決めかねている施設も多い。 

        

        
        ⑨⑨⑨⑨    負荷試験等負荷試験等負荷試験等負荷試験等    

負荷試験等の実施状況は、「パッチテストにおけるパッチの貼付」、「スクラッチテスト（掻爬試験）の実施」、「気道過敏試験の実施」、

「咳テストの実施」とも、「施設で実施していない」が過半数となっており、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」

を併せたほぼ 9 割の施設で臨床検査技師が行っていない。 

臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、いずれも「わからない」が最も多いが、次いで「臨床検査技師の業務にすべきでな
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い」が多くなっており、臨床検査技師が行うことに関しては消極的な回答が比較的多い。 

        

        
        ⑩⑩⑩⑩    内視鏡検査内視鏡検査内視鏡検査内視鏡検査    

 内視鏡検査の実施状況は、「内視鏡検査での薬液等の注入作業」、「内視鏡検査での生検パンチ用ワイヤーの操作」ともに、「施設で実

施しているが臨床検査技師は関与していない」が 6 割強であり、「施設で実施していない」を併せると、9 割以上の施設で臨床検査技師

が行っていない。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、いずれも「臨床検査技師の業務にすべきでない」が 1/3 を超えており、臨床検査技

師が行うことについては否定的な回答が多い。 

        

        
        ⑪⑪⑪⑪    その他の生体検査その他の生体検査その他の生体検査その他の生体検査    

 その他の生体検査の実施状況をみると、「生理検査時の聴診・触診」は、「施設で実施していない」が 37.6％、「施設で実施している

が臨床検査技師は関与していない」が 34.2％となっており、併せて 7 割以上の施設で臨床検査技師が行っていない。しかし、「臨床検

査技師のみで実施している」が 13.6％、「医師の指導下で臨床検査技師が実施している」が 10.7％となっており、臨床検査技師が関与

している施設も少なからずある。 

その他の「血圧測定（自動血圧計以外）」、「レーザー血流計による皮膚潅流圧の測定」、「神経伝導速度測定時の体温・皮膚温の測定」、

「電磁波温熱療法（ハイパーサーミア）の操作、データ管理」は、7 割以上の施設で臨床検査技師が行っていない。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「生理検査時の聴診・触診」、「血圧測定（自動血圧計以外）」、「神経伝導速度測定時

の体温・皮膚温の測定」は、「臨床検査技師の業務に入れるべき」が最も多くなっており、臨床検査技師が行うことに肯定的な意見が

多い。 

一方、「レーザー血流計による皮膚潅流圧の測定」、「電磁波温熱療法（ハイパーサーミア）の操作、データ管理」は、「わからない」

が 4 割以上と最も多く、また、施設によって回答が分かれている。 
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    3)3)3)3)    病理検査病理検査病理検査病理検査    

        ①①①①    病理標本作成病理標本作成病理標本作成病理標本作成    

病理標本作成の実施状況をみると、「病理標本の下見（スクリーニング）」、「病理組織の切り出し作業」、「摘出臓器のマクロ標本作成」

のいずれも、「施設で実施していない」が約 6 割となっており、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」と併せると、

3/4 以上の施設で臨床検査技師が行っていない。しかし、「医師の指導下で臨床検査技師が実施している」との回答は、「病理組織の切

り出し作業」で 17.7％、「摘出臓器のマクロ標本作成」13.7％となっており、当該作業を行っている施設では臨床検査技師の関与が大

きい。    

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、いずれも「臨床検査技師の業務に入れるべき」が 3 割を超えており、「医師の指導

下で臨床検査技師が行うべき」も約 3 割となっており、併せて 6 割を超える施設で何らかの形で臨床検査技師が行うことを肯定してい

る。 

        

        
     ②②②②    病理解剖に関わる業務病理解剖に関わる業務病理解剖に関わる業務病理解剖に関わる業務    

解剖に関わる業務の実施状況をみると、「病理解剖における切開および縫合等の行為」は、「施設で実施していない」が 63.7％で最も

多いが、次いで「医師の指導下で臨床検査技師が実施している」が 23.1％となっており、実施している施設では臨床検査技師の関与が

大きい。 
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「死体からの血液採取」は、「施設で実施していない」が 71.7％と最も多く、次いで「施設で実施しているが臨床検査技師は関与して

いない」が 12.9％であるが、「医師の指導下で臨床検査技師が実施している」  も 11.7％あり、少なからず臨床検査技師が関与してい

る。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、いずれも「医師の指導下で臨床検査技師が行うべき」が 3 割を超えて最も多いが、

施設によって回答が分かれている。 

        

        
        ③③③③    病理診断その他病理診断その他病理診断その他病理診断その他    

 診断その他の実施状況は、「細胞診における所見記載（診断名）」は、「施設で実施していない」が 60.6％と最も多いが、次いで「医

師の指導下で臨床検査技師が実施している」が 22.0％となっており、実施している施設では臨床検査技師の関与が大きい。 

「遠隔病理診断における画像の発信作業」は、「施設で実施していない」が 87.2％であり、ほとんどの施設で臨床検査委技師は行って

いない。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、いずれも「医師の指導下で臨床検査技師が行うべき」が 3 割前後で最も多く、また

「臨床検査技師の業務に入れるべき」が「臨床検査技師の業務にすべきでない」を上回っているが、施設によって回答が分かれている。 

        

        
    

3333    その他の医行為及び医療行為に係る状況調査その他の医行為及び医療行為に係る状況調査その他の医行為及び医療行為に係る状況調査その他の医行為及び医療行為に係る状況調査    

 検査関連業務における医行為及び医療行為に係る状況調査を実施した。 

    1)1)1)1)    診断穿刺・検体採取診断穿刺・検体採取診断穿刺・検体採取診断穿刺・検体採取    

        ①①①①    血液採取血液採取血液採取血液採取    

 血液採取の実施状況を見ると、「施設で実施していない」と「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」を併せた臨床

検査技師が行っていない比率では、「負荷試験における採血」、「採血後の止血行為（包帯巻き作業）」は 8 割以上、その他の「輸血のた

めの採血（自己血採血・成分採血含む）」、「成分採血（アフェレーシス）関連の業務」、「幹細胞採取における機器操作」、「血液ガス検

査のための動脈採血」、「血液培養検査のための動脈採血」、「動脈ライン等からの間接的採血」、「訪問看護や患者宅での採血業務」、「ス

ポーツジムでの採血行為」、「血清点眼薬のための採血」は 9 割以上となっており、ほとんどの施設で臨床検査技師が行っていないのが

現状である。 

臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「血液ガス検査のための動脈採血」、「血液培養検査のための動脈採血」は、「臨床検

査技師の業務にすべきでない」が 6 割以上となってあり、また、「動脈ライン等からの間接的採血」でも「臨床検査技師の業務にすべ

きでない」が半数近くとなっており、臨床検査技師が行うことには否定的な回答が多い。 

 また、「輸血のための採血（自己血採血・成分採血含む）」、「成分採血（アフェレーシス）関連の業務」、「幹細胞採取における機器操
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作」も、「臨床検査技師の業務にすべきでない」が 3 割を超えているが、「臨床検査技師の業務に入れるべき」も 1 割以上あり、施設に

よって回答が分かれている。 

一歩、「訪問看護や患者宅での採血業務」、「スポーツジムでの採血行為」、「負荷試験における採血」、「血清点眼薬のための採血」、「採

血後の止血行為（包帯巻き作業）」は、「臨床検査技師の業務に入れるべき」が最も多くなっているが、施設によって回答が分かれてい

る。 

        

        
        ②②②②    その他検体採取その他検体採取その他検体採取その他検体採取    

その他検体採取の実施状況は、「細菌検査における喀痰の採取（吸引痰を含む）」、「細菌検査における表皮組織の採取」、「直接肛門か

らのスワブ（綿棒）による便の採取」は、9 割以上の施設で臨床検査技師が行っていない。また、「インフルエンザ検査等における鼻腔

粘液および咽頭粘液の採取」も約 85％の施設で臨床検査技師が行っていない。 

一方、「尿素呼気試験における呼気の採取」は、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」が 34.8％で最も多いが、次

いで「臨床検査技師のみで実施している」が 28.3％であり、臨床検査技師が行っている施設が少なくない。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「尿素呼気試験における呼気の採取」は、「臨床検査技師の業務に入れるべき」が 54.1％

と過半数を超えており、臨床検査技師が行うことに肯定的な回答が多い。 

 また、「細菌検査における表皮組織の採取」、「インフルエンザ検査等における鼻腔粘液および咽頭粘液の採取」は、「臨床検査技師の

業務に入れるべき」が最も多くなっているが、他の回答も少なからずあり施設によって回答が分かれている。 

 反対に、「細菌検査における喀痰の採取（吸引痰を含む）」、「直接肛門からのスワブ（綿棒）による便の採取」は、「臨床検査技師の

業務にすべきでない」が 3 割以上と最も多いが、やはり施設により回答が分かれている。 
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    2)2)2)2)    薬剤薬剤薬剤薬剤    

        ①①①①    薬剤投与薬剤投与薬剤投与薬剤投与    

 薬剤投与の実施状況をみると、「超音波負荷検査でのドブタミン・ATP 等の投与」、「眼底検査における散瞳薬の点眼」、「経食道超音

波検査における咽頭麻酔の実施」、「胃カメラ等の内視鏡における咽頭麻酔の実施」、「負荷心筋シンチ検査における放射性薬剤（タリウ

ム）の投与」は、臨床検査技師が行っていない施設が 9 割以上となっている。 

また、「脳波・心電図検査でのトリクロリール等の睡眠剤の投与」も、臨床検査技師が行っていない施設が 86.5％である。 

 一方、「糖負荷検査における 75ｇブドウ糖の投与」、「尿素負荷試験における尿素錠剤の投与」も、臨床検査技師が行っていない施設

が 7 割以上であるが、「臨床検査技師のみで実施している」も 1 割以上となっている。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「超音波負荷検査でのドブタミン・ＡＴＰ等の投与」、「経食道超音波検査における

咽頭麻酔の実施」、「胃カメラ等の内視鏡における咽頭麻酔の実施」、「負荷心筋シンチ検査における放射性薬剤（タリウム）の投与」は、

「臨床検査技師の業務にすべきでない」が 4 割以上で最も多く、臨床検査技師が行うことについて否定的な回答が多い。 

 また、「脳波・心電図検査でのトリクロリール等の睡眠剤の投与」、「眼底検査における散瞳薬の点眼」は、「臨床検査技師の業務にす

べきでない」が最も多く、反対に、「糖負荷検査における 75ｇブドウ糖の投与」、「尿素負荷試験における尿素錠剤の投与」は、「臨床

検査技師の業務に入れるべき」が 3 割以上と最も多くなっているが、いずれにせよ施設により回答が分かれている。 
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    3)3)3)3)    手術および侵襲的検査手術および侵襲的検査手術および侵襲的検査手術および侵襲的検査    

        ①①①①    手術室やカテーテル室における機器操作手術室やカテーテル室における機器操作手術室やカテーテル室における機器操作手術室やカテーテル室における機器操作    

 手術室やカテーテル室における機器操作の実施状況は、「経皮的ラジオ波焼灼法（RFA）の準備・操作」、「手術室・カテーテル室等

で医療機器の操作」、「圧ラインの接続」、「補助人工心臓（IABP）の機器操作」は、臨床検査技師が行っていない施設が 8 割以上とな

っている。 

「ポリグラフによる心電図及び圧記録」も 78.5％の施設で臨床検査技師が行っていないが、「医師の指導下で臨床検査技師が実施して

いる」が 10.3％であり、臨床検査技師が関与している施設が少なからずある。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「経皮的ラジオ波焼灼法（RFA）の準備・操作」、「手術室・カテーテル室等で医療

機器の操作」、「圧ラインの接続」、「補助人工心臓（IABP）の機器操作」は、「臨床検査技師の業務にすべきでない」が 3 割を超え最も

多くなっており、臨床検査技師が行うことに否定的な回答が多い。 

一方、「ポリグラフによる心電図及び圧記録」は、「わからない」の 26.0％に続いて、「医師の指導下で臨床検査技師が行うべき」が

25.1％、「臨床検査技師の業務に入れるべき」が 25.0％となっており、何らかの形で臨床検査技師が行うことは過半数の施設が肯定し

ている。しかし、「臨床検査技師の業務にすべきでない」も 17.4％と少なからずある。 

        

        
    4)4)4)4)    輸血に関わる諸事項輸血に関わる諸事項輸血に関わる諸事項輸血に関わる諸事項    

輸血に関わる諸事項の実施状況をみると、「輸血同意書の説明」、「血液型に関する説明」、「不規則抗体に関する説明」ともに、「施設

で実施しているが臨床検査技師は関与していない」が 7 割強となっており、また、「施設で実施していない」も 2 割を超えており、ほ

とんどの施設で臨床検査技師が行っていない。 
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臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「輸血同意書の説明」は、「臨床検査技師の業務にすべきでない」が 42.7％と半数近

くになっているが、「臨床検査技師の業務に入れるべき」との回答も 21.5％であり、施設によって回答が分かれている。 

反対に、「血液型に関する説明」、「不規則抗体に関する説明」は、「臨床検査技師の業務に入れるべき」が 1/3 以上で最も多いが、「臨

床検査技師の業務にすべきでない」も 2 割以上であり、やはり施設により回答が分かれている。 

        

        
    5)5)5)5)    その他の医療行為その他の医療行為その他の医療行為その他の医療行為    

        ①①①①    検査の説明検査の説明検査の説明検査の説明    

検査の説明の実施状況をみると、「生体検査の事前説明」は、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」が 48.3％と半

数近いが、「臨床検査技師のみで実施している」が 15.9％、「医師の指導下で臨床検査技師が実施している」が 14.7％となっており、

臨床検査技師が関与している施設は 3 割以上となっている。 

「検体検査の事前説明」、「生体検査の結果説明」、「検体検査の結果説明」は、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」

が 6 割以上となっており、臨床検査技師の関与は少ない。 

「自己血糖測定装置の操作説明」は、「施設で実施しているが臨床検査技師は関与していない」が 54.3％と過半数であるが、「臨床検査

技師のみで実施している」も 12.9％と少なからずある。 

 臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、「生体検査の事前説明」、「検体検査の事前説明」、「自己血糖測定装置の操作説明」

は、「臨床検査技師の業務に入れるべき」との回答がほぼ半数となっており、臨床検査技師が行うことに肯定的な回答が多い。 

「生体検査の結果説明」、「検体検査の結果説明」は、「臨床検査技師の業務にすべきでない」が 3 割を超え最も多いが、「臨床検査技師

の業務に入れるべき」も 2 割を超えており、施設により回答が分かれている。 
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        ②②②②    その他その他その他その他    

「NST で身体計測（上腕周囲長・上腕脂肪厚・膝高等）」、「薬物濃度測定とトラフ値の算出」ともに、ほとんどの施設で臨床検査技師

は行っていない。 

臨床検査技師がすべき行為かどうかについては、いずれも「臨床検査技師の業務に入れるべき」が 3 割を超えているが、「わからな

い」との回答も多く、また、「臨床検査技師の業務にすべきでない」も約 15％となっており、施設によって回答が分かれている。 

        

        
 

 

                                                       ＜了＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


