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技師制度対策委員会は、社団法人・日

本臨床衛生検査技師会会長により諮問さ

れた委員会である。本委員会は臨床検査

技師制度に係る諸問題を討議および整理

し、臨床検査技師のあるべき姿を目指し

提言を行うことを目的としている。 

今回、臨床検査技師における医行為と

医療行為の区分を明確にし、臨床検査技

師の積極的な業務拡大を図ることにより、

チーム医療に貢献することを目的とした

「臨床検査ガイドライン」の策定を行っ

たので、中間報告書としてここに答申す

る。 
  

臨床検査ガイドライン臨床検査ガイドライン臨床検査ガイドライン臨床検査ガイドライン    
～医療に貢献する発展的な臨床検査業務～医療に貢献する発展的な臨床検査業務～医療に貢献する発展的な臨床検査業務～医療に貢献する発展的な臨床検査業務

を目指して～を目指して～を目指して～を目指して～    ＜中間報告書＞ 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    
我々、臨床検査技師の歴史は『衛生検

査技師法』(昭和 33 年 4 月 23 日法律第 76
号)に始まり、『臨床検査技師、衛生検査技

師等に関する法律』(昭和 45 年)、『臨床検

査技師等に関する法律』(平成17年)(以下、

臨技法)と法改正が行われて現在に至って

いる。 
しかし、昨今における医療の急激な進

歩により、検体検査系分野においては、

臨技法に規定されている六つの分野に含

まれない検査項目も多く存在することは

周知の事実である。現実としては、これ

らの検査項目も臨床検査技師の業務とし

て当然のものとして担っている。また、

医行為と医療行為の定義が明確でない状

況下において、日常業務に携わっている

現実がある。日本臨床衛生検査技師会(以
下、日臨技)には多くの会員から、臨床検

査に係る相談や問い合わせがあり、多く

の悩みを抱えながら日々の検査業務を遂

行しているのが今の臨床検査技師の現状

である。 
一方、医療界全体の現状をみた場合、

医師不足による医師の過重業務の問題が

大きく取りざたされ、他の医療職種等へ

の抜本的な分業体制の構築が必要とされ

ている。また、これに相応するようにチ

ーム医療の推進に向けた厚生労働省の動

きも活発化している。チーム医療推進会

議およびチーム医療推進方策検討ワーキ

ンググループでは、医療の取り組みの指

針となるガイドラインの策定ならびに、

看護師以外の医療従事者の業務範囲や役

割の見直しについて検討するとされてい

る。このような医療界の大きな変革の中

で、臨床検査技師も今まで以上医療への

貢献が求められている。 
日臨技として、これらの現状に鑑みた

場合、臨床検査技師として行うべき業務

において、その指針となるべきものを提

示する必要がある。よって、我々、臨床

検査技師が臨床検査技師の名の下に、ま

た、医療従事者の一員としてこれからの

医療に貢献できる業務を少しでも明確化

し、より積極的に、より発展的に日常業

務に携わるための道標として『臨床検査

ガイドライン』を策定した。なお、この

臨床検査ガイドラインは、臨床検査に係

る個々の検査技術や知識等について論ず

るものではないことをご理解頂きたい。 
  

ⅠⅠⅠⅠ．ガイドラインの基本的な考え方．ガイドラインの基本的な考え方．ガイドラインの基本的な考え方．ガイドラインの基本的な考え方    
本ガイドラインは、日臨技としての「医

行為と医療行為」の定義を明確にし、そ

の判断の上で臨床検査技師が行うべき業

務を明確にすることを基本的な考えとし

ている。特に医行為と医療行為のボーダ

ーライン的業務への考え方を示し、現代

医療に貢献できる発展的な業務拡大を目

指す。また、そのためには臨床検査技師

がその業務に関する知識と技術を有して

いることが前提となり、卒前および卒後

における臨床検査技師教育と切り離すこ

とはできない。 

1111．医行為と医療行為について．医行為と医療行為について．医行為と医療行為について．医行為と医療行為について    
医療行為はすべて医行為(医療行為＝医

行為)という考え方では、「医行為の範囲が

不必要に拡大解釈」(厚生労働省医政局長

通知、平成 17 年 7 月 26 日)され、医師の

負担は増すばかりである。 
医師法第 17 条が「医師でなければ、医

業をなしてはならない」と定めているの

は、「無資格者による医業は、国民の生命、

身体に対する脅威となることはもとより、
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国民の医療に対する信頼を失墜させる原

因ともなる」(厚生省医務局長通達、昭和

47 年 1 月 19 日)からである。つまり、医

師法第17条は医師を保護するための積極

的、政策的目的のための規制ではなく、

「国民の生命及び健康に対する危険の防

止という消極的、警察的目的のための規

制措置」(最高裁判所大法廷判決、 昭和

50 年 4 月 30 日)であると解される。 (注
釈)「警察的目的」の警察とは、権力を用

いて社会公共の安全と秩序を維持しよう

とする行政の活動(警察行政作用)を意味

している。 
したがって、医行為の範囲を積極的に

広げる必要はなく、むしろ医行為は「医

師の医学的判断及び技術をもってするの

でなければ人体に危害を及ぼし、又は危

害を及ぼすおそれのある行為」(厚生労働

省医政局長通知、平成 17 年 7 月 26 日)
に限定されていると解するのが相当であ

る。 

よって、医行為は医師に限定されたも

のであるが、その範疇から外れるものを

医療行為とし、我々臨床検査技師を含む

医療従事者が行うことが可能な行為であ

ると解釈する。 
2222．臨床検査技師法に含まれない業務に．臨床検査技師法に含まれない業務に．臨床検査技師法に含まれない業務に．臨床検査技師法に含まれない業務に

対する考え方対する考え方対する考え方対する考え方    
1)1)1)1)法定外の臨床検査業務法定外の臨床検査業務法定外の臨床検査業務法定外の臨床検査業務    

臨床検査技師法は、法定外の臨床検査

業務(以下、法定外業務という。)を禁じて

いるわけではない。従って、以下の「法

定外業務の 3 条件」をすべて満たしてい

る場合は、臨床検査技師が法定外業務を

行っても差しつかえないと解される。 
【法定外業務の【法定外業務の【法定外業務の【法定外業務の 3333 条件】条件】条件】条件】    
1 その法定外業務が他の医療従事者の業

務独占になっていない場合 
2  医師又は歯科医師の指示がある場合 
3  法定外業務を行おうとする臨床検査 

技師がその業務に関する知識と技術を有

している場合 
3333．検査の質の担保と教育．検査の質の担保と教育．検査の質の担保と教育．検査の質の担保と教育    

1)1)1)1)医療水準の進歩に伴う技師教育の医療水準の進歩に伴う技師教育の医療水準の進歩に伴う技師教育の医療水準の進歩に伴う技師教育の

担保担保担保担保    
臨床検査技師教育は養成が始まって半

世紀以上が経過した。現在ある教育施設

は、大学院、大学、短期大学、専門学校

そして設置形態も国立、公立、私立と多

様化している。養成施設として現在 73 校

(日本臨床検査学教育協議会加盟校)あり、

その内 42 校が大学、6 校が短期大学、25

校が専門学校となっている。 
臨床検査技師として新たな領域を担当

する場合、その業務に対する知識と技術

を有しているかが問題となる。平成 12 年

の指定規則・指導要領改正時にもカリキ

ュラムの大綱化と共に医療の進歩に沿っ

た教育の内容について厚生労働省の指定

規則改正検討委員会において議論された。

特に生理機能検査の進歩は著しく、また

検査項目も拡大する可能性があることか

ら教育の充実が委員から求められた。し

かし、具体的に業務拡大する項目を予測

するのは難しく、現行の検査項目を中心

にカリキュラムの設定を各学校に委ねる

こととなった。しかし、新たな項目が追

加されたとしても対応できる能力を発揮

できるためには基礎医学の充実を図るこ

とが重要であることが確認された。すな

わち生理学、生化学、病理学、解剖学な

どの基礎を十分に学んでおけば、その応

用科学である生理機能検査学を始めその

他の検査学の知識・技術の習得が容易に

なるものとの考えである。 
医療を取り巻く環境や社会の要請は絶

えず変化し、学内教育だけで多様化して

いる臨床検査学を教育することが困難で

ある。そのためには臨地実習が大きな役

割を果たす。平成 12 年の指定規則改正で

は臨地実習が科目立てされ、最低 7 単位

(315 時間)の履修が義務づけられた。しか

し科目承認制の大学教育では承認科目の

中に臨地実習は無く、その期間と実習内

容は厚労省に届け出るものの各大学に任

されたものであり、指定校に比し一般的

に短いものになっている。卒前教育の中

に新たな検査項目の教育を導入する方法

としては臨地実習でその教育を担うこと

が重要と思われる。そのためには臨床の

現場と教育施設との綿密な連携と臨地実

習の期間や内容の標準化が課題である。 
 臨床検査技師育成のための教育内容は現

場に即したものでなくてはならない。よ

り専門的で高度な知識を身につけさせる

ことも必要なことではあるが、それはす

べての臨床検査技師に求められる資質で

はなくある一部の研究者を養成する場合

に限られる。一般的には臨床検査技師と

して第一歩を踏み出すに足る能力を持ち

合わせているかどうかが社会から要請さ

れているものである。 

新たな検査項目を臨床検査技師の仕事と

する際、すなわち業務拡大する場合、教

育が担保されているかどうかが問題とな

る。2000 年の指定規則改正でカリキュラ

ムが大綱化され、教育内容については各

学校の判断に委ねられているのが現状で

ある。一方、標準的な教育内容(コアカリ

キュラム)が臨床検査技師教育には設定さ

れていないために、最低限度の教育も各

学校に任せられている。臨床検査技師教

育を行うには一般教養、基礎医学、専門

科目と膨大なカリキュラムを課すことと

なり、これ以上の内容を履修させるため

には3年間の教育では対応が困難となる。

3 年制教育施設が現存している現状では、

医療水準の進歩に伴う教育の担保のため

には卒前教育とともに密なる卒後教育と

の連携が必要となる。 

ⅡⅡⅡⅡ．検体検査．検体検査．検体検査．検体検査    
患者から得られた各種の検体を扱う検

体検査は、我々臨床検査技師が担う業務

の多くを占めている重要なものである。

近年では迅速性と正確性が求められ自動

化が進んでいる分野であるが、精度管

理・標準化・データ管理・検体管理など

検査室が行うべき業務が多い。また、臨

技法の範疇外の検査であっても、医療に

係るヒト検体を取り扱う検査と関連業務

は、まさしく臨床検査であり臨床検査技

師として積極的に参画すべきである。 
1111．検体検査．検体検査．検体検査．検体検査    

1)1)1)1)正確な検査値の報告に向けて正確な検査値の報告に向けて正確な検査値の報告に向けて正確な検査値の報告に向けて((((精度精度精度精度

管理管理管理管理))))    
臨床検査は患者の治療効果の判定およ

び国民の健康維持増進に寄与しているも

のである。その意味でも検体検査におい

て迅速で正確な検査結果の報告を求めら

れているが、日々の内部精度管理の実施

はもちろんのこと、外部精度管理への取

組も重要である。特に日臨技が主催する

外部精度管理は臨床検査の広い分野を網

羅しているので、積極的な参加を推奨す

る。 

2)2)2)2)臨床検査データの標準化臨床検査データの標準化臨床検査データの標準化臨床検査データの標準化    
全国どこの検査室で実施された検査で

あっても、その検査結果を同じ基準で臨

床医が評価に使用できることは、医療を

受ける患者にとっても有益である。全国

共通の値が得られる事を目的とした「日

臨技臨床検査データ標準化事業」を現在

進めているが、検査データの信頼性確保

にために多くの検査室の参画が望まれる。 
3)3)3)3)臨床検査データと個人情報保護臨床検査データと個人情報保護臨床検査データと個人情報保護臨床検査データと個人情報保護    

検体検査に限定されることではないが、

臨床検査データは全て個人情報の範疇に

入る。よって、個人情報保護の観点から、

臨床検査データの取り扱いには十分な注

意と義務が発生する。特に情報漏洩等に

よって患者個人に不利益を与えてはなら

ない。現在では多くの検査室において臨

床検査システムが導入されているが、セ

キュリティー対策や臨床検査データの外

部への持ち出しへのルール作りと遵守が

必要となる。 
4)4)4)4)検体検査と誤認防止検体検査と誤認防止検体検査と誤認防止検体検査と誤認防止    

検体検査は採血から結果報告まで多く

の作業行程があり、その過程の中で患者

誤認などの機会が多く存在する。検体誤

認などによる誤報告は致命的な医療事故

につながる危険性もあり、万全の対策が

必要となる。採血システムや検査システ

ムの導入は誤認防止に効果を発揮するが、

完全に目視による確認作業がなくなる訳

ではない。そこには誤認防止のためのル

ール作りが必要であり、そのルールを遵

守することが求められる。 
5)5)5)5)検査機器の保守点検検査機器の保守点検検査機器の保守点検検査機器の保守点検    

現在の検体検査に係る多くの分野は、

用手法による検査項目は少なくなり、検

査機器の導入により自動化されている。

検査データの信頼性確保の観点からも日

常の機器保守点検の実施は重要な作業と

なる。保守点検管理表を作成し、定期的

な保守と管理をすることが必要である。 
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6)6)6)6)残余血液の目的外使用残余血液の目的外使用残余血液の目的外使用残余血液の目的外使用    
残余血液の目的外使用に関しは、日臨

技発行の医療安全管理指針によると以下

の通りであり、これに従って処理される

ことを推奨する。 
・個人情報保護の観点から、検査終了後

の残余検体の目的外使用については原則

的に患者から承諾書を得る必要があり、

連結不可能匿名化して使用することが望

ましい。 

・検査部業務に直結しないが医学の発展

に貢献する研究の場合は、当該施設の倫

理委員会の審査を必要とし、連結可能匿

名化して使用する場合には、研究分担者

と管理者は被験者に対する守秘を厳重す

る。 
個々の患者から承諾書を得られない場

合において、病院内掲示による利用目的

の黙示同意を行う方法がある。ただ、黙

示同意が有効と判断されるためには、そ

の掲示の存在と内容を患者へ意識させる

取組が必要となる。 
7)7)7)7)遺伝子検査と匿名化遺伝子検査と匿名化遺伝子検査と匿名化遺伝子検査と匿名化    

遺伝子検査は臨床検査の中でも血液学

的検査・病理学的検査・微生物学的検査

にまたがる検査で近年発展がめざましい。

その中でもヒト遺伝子を取り扱う遺伝子

検査においては、その検査結果のもつ特

殊性から、疾患の診断というだけでなく、

疾患の予後や子孫への遺伝など患者個人

にとって多くの重要な事項を含んでいる。

よって、検査結果の取り扱いや患者への

結果説明には注意を払う必要がある。可

能な限り患者情報や検査情報の拡散を防

ぐ対策が必要である。 
遺伝子検査を実施するにおいて患者情

報はなくても検査可能であるので、遺伝

子検査では検体の匿名化作業を行うべき

である。これにより、主治医または遺伝

子担当医師のみ当該患者の遺伝子検査の

結果を知り得ることが可能となる。 
施設内で遺伝子検査を実施している場合

は、匿名化作業をルール化し運用するこ

とを推奨する。また、多くの施設では遺

伝子検査を外部委託している場合が多い

と考えられるが、この場合でも検体を匿

名化して委託業者先に提出することを推

奨する。 

 2222．その他の検体系検査．その他の検体系検査．その他の検体系検査．その他の検体系検査    
1)1)1)1)生殖医療関連検生殖医療関連検生殖医療関連検生殖医療関連検査査査査    

生殖医療関連検査として末梢血液検査、

甲状腺検査、クラミジア検査の他、妊娠

に関する男性、女性ホルモンの検査、抗

精子抗体や精液の検査があるが、これら

は全て臨床検査技師が従来から担ってき

た検査業務である。一方、人工授精、体

外受精に関わる生殖補助医療技術の発展

により、卵子や精子および胚の培養や、

受精操作等の業務は臨技法には明記され

ていない。しかし、前述の法定外業務の 3
条件に照らし合わせてみると臨床検査技

師が業務として担っても問題ないと解釈

される。実際、平成 14 年に日本哺乳動物

卵子学会が生殖補助医療に携わる生殖補

助医療胚培養士の質的な向上を目指して

資格認定制度を発足したが、その資格を

持っている人の約 47%が臨床検査学科、

および衛生技術関連学会卒業生であるこ

とからもそれが裏付けられている。 
今後の胚培養士の業務については単に

培養室での胚の培養のみではなく、生殖

医学関連情報の収集から生殖細胞の記録

管理至るまで多岐に渡る業務が考慮され

ているが、これらは全てが臨床検査技師

の業務範疇として取り組むことを薦める。 
2)2)2)2)移植医療関連検査移植医療関連検査移植医療関連検査移植医療関連検査    

移植医療関連検査は臓器移植に関わる

検査であり、既に臨床検査技師の業務と

して実施されているが、今後は末梢血幹

細胞の採取、冷凍処理、細胞の管理が考

えられる。末梢血幹細胞採取については

既に、日本輸血・細胞治療学会が行った

アンケートによると、末梢血幹細胞採取

を行っているのは臨床工学技師の約 30％
に続いて臨床検査技師が 15％を占めてい

る。このことより、既に臨床検査技師業

務としての実績がある事が明らかである。

従って、これらの業務を臨床検査技師の

業務範囲として積極的に取り入れていく

こと、更に、再生医療が進んでくると生

殖医療関連検査と同様、今後臨床検査技

師の業務の範疇と考えられる臨床細胞培

養等の作業も積極的に取り組むことを薦

める。 

ⅢⅢⅢⅢ．特定検査．特定検査．特定検査．特定検査    
平成 17 年の臨技法改正において、附帯

決議がなされた。その中に「人体から排

出され、又は採取された検体に係る第二

条に規定する検査のうち、高度な医学的

知識及び技術を必要とするものについて

は、検査の適性を確保するため、臨床検

査技師等の専門的知識や技能を有する者

が行なうことが望ましいことから、周知

に努めること。」とあるが、日臨技は臨床

検査技師が行える業務として「法」の第

二条に規定されている微生物学的検査、

血清学的検査、血液学的検査、病理学的

検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及

び政令で定める生理学的検査はいずれも

高度な医学的知識及び技術を必要とする

と解釈している。したがって、第二条に

規定されている検査を行う者を臨床検査

技師として読み替えることができ、換言

すれば臨床検査技師など専門的知識や技

能を有しない者は行うことができないと

の解釈である。」としている。日臨技では

特に微生物学的検査・輸血検査・細胞学

的検査の 3 分野については、特定検査と

位置づけ業務制限を目指した活動を続け

ている。 

1111．微生物学的検査．微生物学的検査．微生物学的検査．微生物学的検査    
1)1)1)1)微生物学的検査としての責務微生物学的検査としての責務微生物学的検査としての責務微生物学的検査としての責務    

近年、新興感染症発生や多剤耐性菌の

出現により微生物学的検査の重要性が増

している。それゆえに微生物検査室を担

う臨床検査技師として、より高度な微生

物学的な知識と技術の習得による検査精

度の向上に努める必要がある。また、危

険な微生物を取り扱う検査の特性上、安

全管理を充分に行う必要がある。更に最

近では、感染対策(ICT 活動)において率先

した行動と情報発信が微生物検査室に求

められている。 
2)2)2)2)特定病原体等の管理規制と感染症特定病原体等の管理規制と感染症特定病原体等の管理規制と感染症特定病原体等の管理規制と感染症

法に係る届出義務法に係る届出義務法に係る届出義務法に係る届出義務    
平成 19 年 6 月に厚生労働省から「感染

症法に基づく特定病原体等の管理規制」

として発せられた。これにより、菌株の

所持や移動・廃棄等が厳格に規定された。

また、それを取り扱う微生物検査室の施

設基準も例示されている。管理区域の設

定と明示が必要となり、取り扱う病原体

のレベルにより設置する安全キャビネッ

トのグレードも異なる。一般の医療機関

の微生物検査室では四種病原体以上を取

り扱うための環境設備は必要である。こ

れは感染の拡大防止だけでなく、臨床検

査技師自らの安全確保のためにも重要で

ある。 

感染症法で分類されている感染症には、

管轄の保健所に届出義務のあるものがあ

る。微生物検査室は病原体情報の発生源

であるので、届出漏れのないように届出

を行うべき医師にその情報を伝えるのが

望ましい。 
3)3)3)3)感染性廃棄物とその処理感染性廃棄物とその処理感染性廃棄物とその処理感染性廃棄物とその処理    

感染性廃棄物とは「医療行為等により

廃棄物となった脱脂綿、ガーゼ、包帯、

ギブス、紙おむつ、注射針、注射筒、輸

液点滴セット、体温計、試験管等の検査

器具、有機溶剤、血液、臓器・組織等の

うち、人が感染し、若しくは感染するお

それのある病原体が含まれ、若しくは付

着し、又はこれらのおそれのあるもの」

と規定されている。当然ながら、微生物

検査室から出される廃棄物の大部分は感

染性廃棄物に該当する。また、その処理

は「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」・「医療法」・「感染症法」・「薬事法」・

「家畜伝染病予防法」・「臓器の移植に関

する法律」等の当該法律に基づいて処理

する必要がある。 

特に検査過程で増菌された菌株や検査

後の培地の廃棄については細心の注意が

必要である。焼却や滅菌等の処理により

感染力が失われたものは、通常の廃棄物

(一般廃棄物、産業廃棄物)として法的には

処理できるが、臨床検査技師の手から離

れ第三者(処理業者等)に渡った場合、感染

性廃棄物か非感染性廃棄物かの判断は不

可能である。よって、たとえ滅菌等の処

理により感染力が失われた状態であって

も、感染性廃棄物として処理するのが望

ましい。 
4444))))感染対策と微生物検査室感染対策と微生物検査室感染対策と微生物検査室感染対策と微生物検査室    

ICT 活動での臨床検査技師の参画が望
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まれている。微生物検査室内に留まらず、

施設全体を行動範囲として臨床検査技師

が活動することは、微生物検査室の運営

にも有益であり、不必要な過剰検査の防

止にも役立つ。特に昨今大きな問題とな

っている MRSA や VRE に代表される幾

つかの薬剤耐性菌等の感染動向は、微生

物検査室から積極的なこれらの情報発信

が望ましい。更に、臨床医への抗菌薬使

用等に関するコンサルテーションを行う

ことは、抗菌薬の適正な運用につながり、

多剤耐性菌の発生防止にもつながる。そ

れゆえに微生物を熟知している臨床検査

技師がその知識と技術を持って活動する

ことは、ICT 活動を始めとする感染対策

にとって有益である。 
5)5)5)5)微生物検査と検査依頼微生物検査と検査依頼微生物検査と検査依頼微生物検査と検査依頼    
微生物検査が他の検体検査と大きく異

なるのは、その検査の過程において同定

検査や薬剤感受性検査等の新たな検査が

派生する場合があることである。この追

加検査の実施において微生物検査を熟知

した臨床検査技師にその判断が委ねられ

ている。しかし、本来、臨床検査は医師

の指示のもとで実施されるべきものであ

る。医師からの何の指示もなく臨床検査

技師だけの判断で検査を実施することは

法的に問題を含んでいる。ガイドライン

の基本的な考え方にもあるが、個々の事

例で臨床医からの指示を受けるのが本来

の流れであるが、実際の医療現場におい

ては、微生物学に熟知した医師でないか

ぎり的確な指示は困難である。ここは微

生物検査における派生業務として臨床検

査技師が行うべきであるが、その実施の

根拠として、微生物検査室における検査

項目追加に対しての施設からの包括的な

同意やコンセンサスを事前に得ておくこ

とが望ましい。また、そのことを微生物

検査室の運用マニュアル等に明記してお

くことを薦める。 
2222．輸血検査．輸血検査．輸血検査．輸血検査    

1)1)1)1)輸血検査としての輸血検査としての輸血検査としての輸血検査としての責務責務責務責務    
輸血検査は人命と直接関係する検査の

一つであり「安全・安心な輸血」を推進

出来るのは我々臨床検査技師の責務であ

ると考える。輸血検査は、交差適合試験

と不規則性抗体スクリーニング検査及び

血液型検査から成り立っている。近年、

それらの検査法が試験管による用手法か

ら自動輸血検査機器(カラム・マイクロプ

レート法)等の自動化が進んできている。

しかし、それらの最終判定を行うのは臨

床検査技師であり、結果の判定および解

釈には熟練を必要とする事はいうまでも

ない。また、輸血検査は検査にとどまら

ず、「輸血製剤の一元管理」「輸血副作用」

「輸血の適正使用」「輸血療法委員会」等

についても臨床検査技師が管理の運営の

中心にならなければならない。輸血検査

(業務)に係る臨床検査技師は輸血分野に

関わらず医療全体の知識習得に常に努め

る必要がある。 
近年、学会が認定している認定輸血検

査技師がある。しかし、輸血検査全般の

専門家として認定されてはいるが、あく

まで認定資格であるため、業務範囲は各

自の所有する臨床検査技師の国家資格の

範囲を超えるものではない。 
2)2)2)2)輸血関連マニュアルの整備とその輸血関連マニュアルの整備とその輸血関連マニュアルの整備とその輸血関連マニュアルの整備とその

遵守遵守遵守遵守    
全ての検査において検査関連マニュア

ルの整備は重要であるが、特に輸血検査

においてはその検査の特性上、検査およ

び関連業務の検査過誤は重大な医療事故

に直結する。ゆえに輸血関連マニュアル

の整備とその遵守は、輸血療法を受ける

患者の安全確保だけでなく、輸血療法に

関わる医療従事者の保護のためにも特に

重要である。輸血関連マニュアルには輸

血検査マニュアル・輸血実施マニュア

ル・血液製剤保管管理マニュアル等があ

るが、その時代における輸血療法の動勢

をみて定期的に内容の改定を行うことが

望ましい。また、これらのマニュアルの

内容変更等に関しては輸血療法委員会等

で決定して記録に残すことを推奨する。 

3)3)3)3)血液製剤管理血液製剤管理血液製剤管理血液製剤管理    
輸血部門で管理すべき血液製剤として、

輸血用血液製剤、血漿分画製剤、自己血

がある。「輸血療法の実施に関する指針」

(厚生労働省平成 17 年 9 月)等によれば、

血液製剤は輸血部門を設置して一元管理

するように求められる。現在、多くの施

設で輸血用血液製剤及び自己血の管理は

されているが、血漿分画製剤については

輸血部門ではなく、未だ薬剤部で管理し

ている施設も多くみられる。しかし、指

針等では、血漿分画製剤も含めた血液製

剤全般についても輸血部門で一括管理す

ることが望ましいとされている。平成 18
年 4 月より新設された輸血管理料の算定

条件にとして、血漿分画製剤(アルブミン

製剤)の管理が挙げられていることから、

今後、血漿分画製剤を含めた血液製剤全

般を一括管理していかなければならない。

当然ながら、血液製剤の保管においては

適正な温度管理が必要であり、温度管理

記録とその記録保管が必要とされる。 
4)4)4)4)副作用報告副作用報告副作用報告副作用報告    

輸血副作用・合併症には免疫学的機序

によるもの、感染症のもの、及びその他

の機序によるものがあり、それぞれの時

期によって即時型、遅延型に分けられる。

輸血開始時及び輸血中ばかりでなく輸血

終了後にも、これらの副作用・合併症の

有無について必要な検査を行う等、経過

を観察することが必要である。これらに

副作用・合併症を認めた場合には、速や

かに輸血部門・輸血療法委員会に報告し、

記録を保存するとともに、その原因を明

らかにするように努め、類似の事態の再

発を予防する対策を講じることを薦める。 
5)5)5)5)感染症検査の実施感染症検査の実施感染症検査の実施感染症検査の実施    

血液製剤作成技術の進歩もあり、より安

全な血液製剤が供給されるようになって

きているが、それでも希に輸血療法が原

因によって感染症(HBV,HCV,HIV 等)を
発症する事例がある。このような事例を

早期発見するためには、輸血前の感染症

検査のみならず輸血後の感染症検査の実

施も重要なものとなる。輸血後 3 ヶ月後

に検査を実施するのが望ましいが、まだ

まだ全国的な実施率は低く今後の更なる

取り組みが必要とされる。輸血部門とし

ての積極的な関与が望まれる。 
6)6)6)6)患者検体の保存患者検体の保存患者検体の保存患者検体の保存    

現在、生物由来製品感染症等被害救済

制度があり、輸血療法が原因によって感

染症を発症した場合、健康被害者に対し

て救済給付を実施している。但し、その

救済を受けるためには、輸血療法が原因

であることを証明される必要があるが、

輸血前後の患者検体の保存は、その証明

の根拠となり重要な意味を持っている。 

医療機関が輸血前後検査(HBV、HCV、

HIV)を実施していない場合は、輸血前後

の患者血液(分離血漿又は交差適合試験等

で使用した血清あるいは血漿を当分の間、

－20℃以下で可能な限り保存し、日本赤

十字社から検査依頼があった場合は指針

に従って検査を行うこと推奨する。 
なお、輸血前後の検査を行っている場

合であっても、検査の疑陽性結果、潜在

ウイルスの活性化等の有無の確認するた

め、輸血前後の患者血漿(清)の再検査を行

うことがあるので、 輸血前１週間程度の

間の患者血漿(清)および輸血後３か月程

度の血漿(清)についても保管しているも

のがあれば、日本赤十字社に提供し調査

に協力すること。検体の保管は血清ある

いは血漿を 2ml 程度、－20℃以下で 3 か

月以上(可能な限り 2 年間)を目安に保管

することが望ましい。 

7)7)7)7)自己血採血自己血採血自己血採血自己血採血    
自己血採血業務に関しては、臨床検査

技師の本来行う検査のための採血の範疇

から、外れており臨床検査技師が行うの

は難しいと考えられる。しかし、チーム

医療の一環として、採取された自己血製

剤の品質管理の目的から採取業務の補助

的操作(血圧測定、止血、製剤の管理等)

は適切な研修・教育を受けた臨床検査技

師が行うことが望ましい。また、自己血

より作成されるフィブリン糊や新鮮凍結

血漿から作成されるクリオクレシピテー

トについても同様適切な研修・教育を受

けた臨床検査技師が行うことを薦める。

なお、これらの血液製剤を作成するため

の資格は特に定められていないことから、

適切な研修と教育を受けた臨床検査技師

が行っても差し支えない。 
8)8)8)8)血液製剤の廃棄血液製剤の廃棄血液製剤の廃棄血液製剤の廃棄    

血液製剤についてはそれ自体には感染

性がないことから感染性廃棄物ではない

が、外見上血液と見分けがつかない輸血
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用血液製剤(全血製剤、血液成分製剤)等は

血液等に該当するものとされる為、感染

性廃棄物としての取扱いがよい。 

3333．細胞学的検査．細胞学的検査．細胞学的検査．細胞学的検査    
1)1)1)1)細胞診検査細胞診検査細胞診検査細胞診検査    

細胞診検査は臨床検査技師と細胞診専

門医および病理医が行っているが、とり

わけスクリーニングは専ら臨床検査技師

の業務となっている。なお、細胞診検査

の認定資格には細胞検査士があるが、わ

が国における細胞検査士の資格認定試験

の受験資格は、臨床検査技師または衛生

検査技師の資格を有していることが条件

となっている。 

細胞診の検査・診断の意義については

これまで多くが論じられてきたが、細胞

診が医行為であるか否かの議論は十分な

結論が出ていない。平成元年に出された

病理組織診断に関しての旧厚生省見解は、

「患者(生存者)の病理診断に関し、標本の

病理学的所見を客観的に記述すること(例

えば異型細胞が多い、好中球浸潤が多い

等)は医行為ではないが、それに基づき病

理学的診断(がんである等)を行うことは、

結果として人体に危害を及ぼすおそれの

ある行為であり医行為である」であるが、

細胞診については触れられていない。 
現実には、臨床検査技師が陰性と判定

した症例は、病理医による鏡検のないま

ま受持医に報告書が発行されるのが一般

的であるが、このためには何よりも医師

と臨床検査技師における相互の信頼関係

が必要であり、報告体制については検査

マニュアル等に明記しておくことが望ま

しい。 
2)2)2)2)細胞診検査の所見記載細胞診検査の所見記載細胞診検査の所見記載細胞診検査の所見記載    

臨床検査技師が鏡検した症例は、細胞

学的所見を客観的に記述するばかりでな

く、推定診断名または診断的表現を記載

する事が望ましい。そしてその結果を病

理医が確認し最終的に判断をして受持医

に報告するのであるが、陰性の場合は病

理医の鏡検をすることなく報告している

施設が多く見られる。このためには何よ

りも病理医と臨床検査技師との信頼関係

が築かれていることが前提である。 
細胞診検査の誤判定はあってはならな

いが、細胞診専門医が細心の注意を払っ

て診断したとしても、一定の確率で発生

する危険性のある現象とされている。細

胞診を担当する臨床検査技師はその危険

性をより低くするために新しい知識技術

の習得に努力する必要がある。 
3)3)3)3)遠隔検査遠隔検査遠隔検査遠隔検査((((テレパソロジーテレパソロジーテレパソロジーテレパソロジー))))    
後述の病理組織検査の遠隔診断と同

様である。テレパソロジーによる術中迅

速細胞診に関する施設基準は、送信側に

おいては、「病理診断業務の経験 5 年以上

を有し、細胞診の経験を十分に有する常

勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査

技師)が 1 名以上配置されている」となっ

ている。 

4)4)4)4)骨髄像検査とその所見表記骨髄像検査とその所見表記骨髄像検査とその所見表記骨髄像検査とその所見表記    
骨髄像の観察は骨髄における造血状況、

あるいは悪性細胞の増殖状況を形態学的

に観察することにより血液疾患の確定診

断に結びつく重要な検査である。臨床検

査技師による的確な細胞観察と所見表記

によって最終的に医師が総合的な診断を

下すことから、所見表記は観察した細胞

の詳細な特徴、その割合を的確に表記す

るとともに、疑われる疾患名や追加すべ

き検査項目についても所見に表記すべき

である。そのためには何よりも医師と臨

床検査技師相互の信頼関係が必要である。 

ⅣⅣⅣⅣ．病理組織検査．病理組織検査．病理組織検査．病理組織検査    
臨床検査室および検査技師の始まりは、

この病理検査であり歴史を持つ。特に病

理医との協調関係の中で発展してきた分

野であるが、病理医と臨床検査技師の間

での業務分担を如何に図るかがこれから

の課題となる。 
1111．病理組織検査．病理組織検査．病理組織検査．病理組織検査    

1)1)1)1)病理組織検査病理組織検査病理組織検査病理組織検査    
病理組織検査は、他の検査法によって

得られる情報が診断のための 1 つのデー

タであるのに対して、確定診断(最終診断)
として扱われるという大きな特徴をもっ

ている。病理組織診断は医師にしかでき

ない医行為である(平成元年、旧厚生省見

解)。臨床検査技師は医師による診断まで

の過程、病理検査室に提出された臓器や

組織の固定、切り出し、脱水、包埋、薄

切、染色、封入等を担っている。 

臓器や組織の切り出し作業は医行為とは

されていないが、病理医が行うのが一般

的である。常勤病理医がいない施設では、

場合により臨床検査技師が行うことも多

いと思われる。そのためには常に写真等

の記録を行うと共に、信頼関係の構築が

望まれる。 

病理組織標本の下見(スクリーニング)
は臨床検査技師の業務である。検体取り

違え等のインシデント・アクシデントを

防ぐ意味でもプレパラートとパラフィン

ブロックの形状確認作業は必要である。

また、下見により医師の指示がないが深

切りや特殊染色および免疫染色の標本を

作製しておくことは、特に常勤病理医が

いない施設では、診断までの時間を短縮

するためにも重要である。病理検査マニ

ュアルに明記することを薦める。 
2)2)2)2)遠隔検査遠隔検査遠隔検査遠隔検査((((テレパソロジーテレパソロジーテレパソロジーテレパソロジー))))    

テレパソロジーを欧米諸外国ではコンサ

ルテーションに利用していることが比較

的多いのに対して、わが国では手術中の

迅速診断が圧倒的に多い。この理由は、

地方都市では中核病院といえども病理医

のいない施設が多く、わが国におけるテ

レパソロジーのはじまりが厚生省(当時)

主導の迅速診断から起こっていることと、

臨床側が迅速診断を希望しているためと

思われる。また、最近は厚労省の「がん

の均てん化事業」の推進等もあり、患者

の意識の向上や医療訴訟の面等からコン

サルテーション／セカンドオピニオンで

の利用が増えていくと思われる。 

テレパソロジーによる術中迅速病理組

織標本作製に関する施設基準は、「(1)送信

側においては、病理診断業務の経験 5 年

以上を有し、凍結切片を作製することが

可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は

衛生検査技師)が 1 名以上配置されている、

(2)受信側(画像診断が行われる保険医療

機関)においては、病理診断を専ら担当す

る常勤の医師が勤務する特定機能病院、

臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、

へき地中核病院又はへき地医療支援病院

である」とされ、送信側は臨床検査技師

の業務である。 
静止画像を送る方法は、凍結切片を作

製することだけでなく、数枚の病理画像

に的確に病変をとらえる臨床検査技師の

能力が、遠隔診断の成否を左右する方法

である。 

今後は動画あるいはバーチャルスライ

ド、さらには両方の機能を有するテレパ

ソロジーシステムが一般化することとな

ると思われる。標本作製に携わる臨床検

査技師の精神的負担も軽減されることに

なると思われるが、技術・能力の向上努

力は必須である。 
2222．病理解剖．病理解剖．病理解剖．病理解剖    

1)1)1)1)死体解死体解死体解死体解剖と病理解剖剖と病理解剖剖と病理解剖剖と病理解剖    
死体解剖は「死体解剖保存法」(昭和 24

年)により規定されているが、死体解剖に

は病理解剖・司法解剖・行政解剖がある。

臨床検査技師が関わるのは病理解剖であ

るが、死体の解剖や臓器の保存、その他

の取り扱いに関しては、死者に対する国

民の人道的、宗教的感情あるいは倫理的

側面を十分に思慮する必要がある。 
2)2)2)2)病理解剖の実施と補助行為病理解剖の実施と補助行為病理解剖の実施と補助行為病理解剖の実施と補助行為    

病理解剖に関連した法律は、「死体解剖

保存法」(昭和 24 年)、「死体解剖資格の認

定等について」(平成 7 年)および「病理解

剖の指針について」(昭和 63 年)等の法律

や通知が出されている。特に「病理解剖

の指針について」は、病理解剖実施に際

しての留意点や理念をまとめたもので、

法律や通知では明確に規定されていない

点が取り上げられている。 

本指針、2 病理解剖医の責務(4)を挙げ

る。「(4)病理解剖医は自ら死体の切開及び

臓器の摘出を行わなければならない 
なお、臨床検査技師、看護師等医学的知

識および技能を有する者(以下「臨床検査

技師等」という。)が開頭等に際し、その

一部の行為につき解剖補助者として解剖

の補助を行う場合には、病理解剖医は、

死因または病因および病態を究明すると

いう病理解剖の目的が十分達せられるよ

う、これらの者に適切な指導監督を行わ

なければならないこと。また、血液等の

採取、摘出した臓器からの肉眼標本の作

成や縫合等の医学的行為については、臨
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床検査技師等以外を解剖に関わらせるこ

とのないよう十分注意しなければならな

いこと。」 

以上のように、解剖補助者は臨床検査

技師、看護師等医学的知識および技能を

有する者であり、その他の者は補助でき

ない、としている。現実には、看護師等

が解剖の補助を行うことはほとんどなく、

臨床検査技師の業務となっているのが一

般的である。 

死体解剖資格がない場合でも保健所長

の許可を得れば病理解剖は可能であるが、

手続きはやや煩雑である。病理解剖医不

在の場合の解剖に関する、施設からのコ

ンセンサスをあらかじめ得ておくことが

望ましい。 

ⅤⅤⅤⅤ．生理機能検査．生理機能検査．生理機能検査．生理機能検査    
生理機能検査の種類は近年の医療の発

展に伴い増加の一途をたどっている。し

かし、法的な資格整備が追いついていな

いのが現状である。日臨技の基本的な考

え方としては、侵襲性の少ない医療行為

の範疇に入る検査や検査に関わる業務に

は臨床検査技師が積極的に実施すべきで

あるとしている。それにより、医師の業

務を軽減に貢献することやチーム医療へ

の参画にも大きく寄与できるものと考え

ている。 

1111．呼吸循環機能検査等．呼吸循環機能検査等．呼吸循環機能検査等．呼吸循環機能検査等    
1)1)1)1)呼吸機能関連検査呼吸機能関連検査呼吸機能関連検査呼吸機能関連検査 

呼吸機能関連検査には、スパイログラ

フィー等検査(肺気量分画測定、フローボ

リュームカーブ、機能的残気量測定、呼

気ガス分析)や換気力学的検査(呼吸抵抗

測定、気道抵抗測定、1 回呼吸法による吸

気分布検査、コンプライアンス測定、肺

粘性抵抗測定)、肺内ガス分布(指標ガス洗

い出し検査、クロージングボリューム測

定)、肺胞機能検査(肺拡散能力検査、死腔

量測定、肺内シャント検査)、基礎代謝測

定などがあるが、患者への装着がノーズ

クリップおよびマウスピースであれば臨

床検査技師の業務とされている。 

しかし、コンプライアンス測定、肺粘

性抵抗測定等における食道バルーンの挿

入は医行為に相当し、技師は行えないが、

挿入後の検査は臨床検査技師の業務とな

る。 
2)2)2)2)心臓カテーテル関連検査心臓カテーテル関連検査心臓カテーテル関連検査心臓カテーテル関連検査    

近年、心臓カテーテル検査に関与する

臨床検査技師が増加している。カテーテ

ル操作やＸ線撮影検査を業務として行う

ことは出来ないが、その他の心電図・血

液ガス分析・心拍出量測定・脈圧測定に

係る監視業務とその準備や検体分析業務

を臨床検査技師が担当することは問題な

い。 
3)3)3)3)心電図関連検査心電図関連検査心電図関連検査心電図関連検査    

体表からの誘導による心電図検査(安静

時およびマスター2 階段負荷試験を含む

12 誘導心電図・ベクトル心電図・体表ヒ

ス束心電図・ホルター型心電図・体表面

心電図・リアルタイム解析型心電図・携

帯型発作時心電図)は、患者への電極の装

着を含む検査の実施および波形解析を臨

床検査技師が行うことは問題ない。また、

埋込型心電図検査においては、その波形

解析を行うことも問題ない。食道内に電

極を挿入する食道誘導心電図や術中に行

う心外膜興奮伝播図においては、侵襲性

が高く臨床検査技師が行えない医行為の

範疇に入る。 

マスター2 階段負荷試験は、負荷量が少

ないからといって危険性が無いとはいえ

ない。負荷実施前の問診により危険性を

回避する努力は必要である。また、本検

査は技師単独で検査を行う場合が多いと

推察されるが、トラブル発生時に医師等

の支援を直ぐ要請できる検査環境の構築

も重要である。 

トレッドミル又はサイクルエルゴメー

ターによる負荷心電図検査や心肺機能検

査は、負荷量を漸増させるため侵襲性が

強く、有病者を対象として行う場合にお

いては、臨床検査技師のみで実施するの

は危険でありすべきでない。また、患者

の急変時に即時に対応できる検査環境を

必ず整備する必要がある。そして、最悪

の事態を考慮して施設内での急変時の呼

び出し体制の整備とその周知徹底を図る

必要がある。 

4)4)4)4)心音図・脈波・心機図・ポリグラ心音図・脈波・心機図・ポリグラ心音図・脈波・心機図・ポリグラ心音図・脈波・心機図・ポリグラ

フ検査フ検査フ検査フ検査    
心音図・脈波・心機図・ポリグラフ検

査は、古くから実施されてきた検査であ

るが、最近では上肢下肢血圧測定検査

(API または ABPI)および脈波伝播速度

(PWV)が多く実施されるようになってい

る。API は上肢と下肢の血圧を測定し、

その比の算出することにより下肢閉塞性

動脈硬化症の診断を行うものである。ま

た、PWV は脈波の伝わる速さで動脈硬化

度を評価するものである。API や PWV
を計測する装置は、原理的には脈波を測

定するものであるので、臨床検査技師が

実施する検査として差し支えない。 

 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    
1)1)1)1)超音波検査と業務範囲超音波検査と業務範囲超音波検査と業務範囲超音波検査と業務範囲    

超音波検査の種類には、腹部超音波検

査、心臓超音波検査、血管超音波検査、

乳房超音波検査、胎児超音波検査など多

くの種類がある。ただ、体内にプローブ

等の器具を挿入して行う超音波検査(例：

血管内超音波検査・経膣超音波検査・直

腸超音波検査・口腔内超音波検査等)は侵

襲性が高いため、臨床検査技師は常に医

師の立ち会いのもと、具端的な指示を直

接受けて共同作業として施行することが

原則である。侵襲的な超音波検査におい

て、臨床検査技師が検査の補助として超

音波検査装置を操作するのは問題ない。 

2)2)2)2)超音波検査と認定資格超音波検査と認定資格超音波検査と認定資格超音波検査と認定資格    
認定資格として、各学会が認定してい

る資格で、超音波検査士(体表臓器・循環

器・消化器・産婦人科・健診・血管)、血

管診療技師(CVT)、脳神経超音波検査士が

ある。しかし、各検査業務は、各領域の

非侵襲的診断及び介助であり、コメディ

カルとして関る専門家として認定されて

いるが、あくまで認定資格であるため、

各自が許される業務範囲は、各自の所有

する臨床検査技師の国家資格の範囲を超

えるものではない。 
3)3)3)3)超音波検査の所見について超音波検査の所見について超音波検査の所見について超音波検査の所見について    

超音波検査の所見は臨床において価値

が非常に高く、診断や治療方針の決定に

大きな影響を与える。それゆえに所見の

内容によっては確定診断に近いものもあ

る。診断は医師が下すべき医行為である

ので、病名または診断的表現を所見に記

載する行為は、技師の業務を超え医師の

職域を侵す危険性を含んでいる。よって、

超音波検査の所見記載には十分な配慮が

要求される。少なくとも所見には医師等

のダブルチェックを示す署名を付けるの

が現時点では望ましい。また、どのレベ

ルまで記載するのかは、その施設でのコ

ンセンサスを得て決定すること薦める。 
一方、検査から知り得るデータをいかに

正確に、精度の高い情報を医師に伝える

かが臨床検査技師としての技量でもある。

これからの臨床検査技師は、どこまで診

療・治療に参加できるかが今後の課題で

あると考えるが、検査の質を確認するた

めのチェック機構や、医師との連携・協

力体制を確立し、日々、技術と技能の研

鑽を行うことが望まれる。 

4)4)4)4)サーモグラフィー検査サーモグラフィー検査サーモグラフィー検査サーモグラフィー検査    
サーモグラフィー検査の原理は皮膚か

ら放射された赤外線を検知し、皮膚温の

分布を評価するものであり、非侵襲的検

査である。しかし、検査の特性上、肌を

露出しなければならないので、検査を実

施する上で患者への配慮を十分に行う必

要がある。 
5)5)5)5)残尿測定検査残尿測定検査残尿測定検査残尿測定検査    

残尿測定検査は、排尿直後に膀胱内に

どれくらいの尿が残っているかを超音波

検査で調べるものであり、残尿の有無を

判定するまでは臨床検査技師でも実施可

能である。しかし、残尿を認めた場合、

正確な残尿量を知るためには導尿により

尿量を測定することがある。よって、導

尿による残尿量の測定は医師または看護

師が担当する業務と考える。 
6)6)6)6)骨塩定量検査骨塩定量検査骨塩定量検査骨塩定量検査    

骨塩定量検査には原理の異なる方法が

数種類あるが、DEXA 法・MD 法・SEXA
法は原理的に X 線撮影によるものであり、

X 線を取り扱うことのできない臨床検査

技師は実施することができない。しかし、

超音波法によるものは臨床検査技師が行

っても差し支えない。 

 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    
1)1)1)1)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多くは病棟や
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手術室等における患者モニターとして実

施されているので、臨床検査技師が関わ

ることは少ない。監視するためのトラン

スジューサーの装着に関しては、体表に

装着し非侵襲的検査なら臨床検査技師が

実施しても差しつかえない。 

しかし、トランスジューサーを血管内

に刺入する場合や体腔内に挿入する行為

は医行為の範疇に入り臨床検査技師は行

うことはできない。各監視装置によるモ

ニター監視業務は臨床検査技師が実施し

ても差しつかえない。 
2)2)2)2)経皮的血液ガス分圧測定と経皮的経皮的血液ガス分圧測定と経皮的経皮的血液ガス分圧測定と経皮的経皮的血液ガス分圧測定と経皮的

動脈酸素飽和度測定動脈酸素飽和度測定動脈酸素飽和度測定動脈酸素飽和度測定    

経皮的血液ガス分圧測定は、実際の医

療の現場では臨床検査技師が関わってい

ることは少ないと推察される。一方、経

皮的動脈酸素飽和度測定は経皮的血液ガ

ス分圧測定に比べ簡便であり侵襲性もほ

とんど無いことから、多くの臨床の場面

で活用されている。生理機能検査室では、

各種負荷試験や睡眠時無呼吸症の酸素モ

ニターとして使用されているが、臨床検

査技師が行っても差し支えない。 
4444．脳波検査等・神経筋検査等．脳波検査等・神経筋検査等．脳波検査等・神経筋検査等．脳波検査等・神経筋検査等    

1)1)1)1)脳波検査および神経筋検査等脳波検査および神経筋検査等脳波検査および神経筋検査等脳波検査および神経筋検査等 
脳波検査および神経筋検査等において、

脳波検査では頭皮誘導による脳波記録で

あり、筋電図検査においては針電極によ

るものは除外されている。これは鼻電極

(鼻腔の奥に電極を挿入)による脳底から

の脳波記録・脳外科手術中の脳波記録(露
出した脳に電極を貼り付ける行為)・針筋

電図における針電極を穿刺する行為等が

侵襲性の高い医行為に該当するためであ

る。これらの侵襲性の高い検査において

は、医師の補助行為として測定装置の操

作は臨床検査技師が担当しても差し支え

ない。 
2)2)2)2)誘発電位検査誘発電位検査誘発電位検査誘発電位検査    

体表からの誘導による誘発脳波検査(聴
覚誘発電位・視覚誘発電位・体性感覚誘

発電位等)や誘発筋電図検査(神経伝導速

度・反復刺激検査・瞬目反射等)は臨床検

査技師が行うことが可能である。 
3)3)3)3)光トポグラフィー検査光トポグラフィー検査光トポグラフィー検査光トポグラフィー検査    

光トポグラフィー検査は大脳皮質に近

赤外線を照射し、反射してくる赤外線量

を測定することにより、その部位の血流

量の変化を評価するものである。原理的

には非侵襲的検査であり、臨床検査技師

が実施しても差し支えない。 

4)4)4)4)神経磁気診断神経磁気診断神経磁気診断神経磁気診断((((中枢神中枢神中枢神中枢神経磁気刺激に経磁気刺激に経磁気刺激に経磁気刺激に

よる誘発筋電図：よる誘発筋電図：よる誘発筋電図：よる誘発筋電図：MEPMEPMEPMEP))))    
神経磁気診断は、中枢神経を強力な磁

気で刺激することにより末梢の感覚障害

や運動障害を評価し、中枢神経障害の程

度を検査するものであるが、かなり侵襲

性の高い検査である。このような侵襲性

の高い検査は、医師のみまたは臨床検査

技師のみで行う検査ではなく、複数の術

者により実施すべきものである。医師と

臨床検査技師の協力体制により検査の安

全性がより確保される。 
5)5)5)5)終夜睡眠ポリグラフィー検査終夜睡眠ポリグラフィー検査終夜睡眠ポリグラフィー検査終夜睡眠ポリグラフィー検査    

近年、睡眠時無呼吸症(SAS)の診断のた

めに終夜睡眠ポリグラフィー検査(PSG
検査)が多く実施されるようになっている。

PSG 検査は睡眠中の脳波・眼球運動・筋

電図・呼吸運動・心電図・酸素飽和度・

体動等を記録するものであるが、どの測

定項目も臨床検査技師が行うこと可能で

ある。PSG 検査においては積極的に臨床

検査技師が機器の装着や検査説明から波

形解析までの一連の業務に関わるべきで

ある。 

6)6)6)6)脳波検査と睡眠導入剤の投与脳波検査と睡眠導入剤の投与脳波検査と睡眠導入剤の投与脳波検査と睡眠導入剤の投与    
睡眠時の脳波記録や小児に対する脳波

検査において、患者に対し睡眠導入剤の

投与がしばしば実施されている。静脈注

射による投与は医行為に相当し臨床検査

技師は出来ないが、睡眠導入剤(錠剤・シ

ロップ)の経口摂取については、医師の投

薬指示の下、服薬の指示を検査行為の一

環として臨床検査技師が実施しても問題

ない。ただ、施設としてのコンセンサス

を得ておくことが望ましい。 

7)7)7)7)脳死判定と脳波検査脳死判定と脳波検査脳死判定と脳波検査脳死判定と脳波検査    
脳死判定に際し、聴性脳幹反応検査

(ABR)を含む脳波検査は重要な位置を占

めている。脳死判定の多くは脳波検査室

ではなく、病棟等で実施される場合がほ

とんどであり、その検査環境は脳波検査

を実施する上では、決して良い条件とは

いえない。そのような状況下でも臨床検

査技師として最大限の努力を払い、臨床

側が判断できる結果を導き出さなければ

ならない。そのためには脳波検査の技術

的能力だけでなく、脳死判定に関する知

識も要求される。脳死判定は多くの経験

と知識・技能を持った熟練した臨床検査

技師が担当すべき検査である。なお、日

臨技からは 2001 年に「臨床検査技師のた

めの脳死判定検査ハンドブック」を刊行

しているので技術的内容に関しての参考

として頂きたい。 

特に臓器移植法に基づく法的脳死判定

を行う場合、細心の注意を持って実施し

なければならない。「臓器の移植に関する

法律」やその施行規則及び運用に関する

指針(ガイドライン)を熟知し、それらに示

されている検査条件を遵守しなければな

らない。もし、検査条件を満たさずに脳

波検査が施行された場合、脳死判定全体

の法的根拠が損なわれ、ひいては脳死か

らの臓器移植に多大な問題を起こす事態

となる。よって、法的脳死判定を実施す

る施設においては、関係する法律や指針

に厳密に則った脳死判定の作業手順の作

成と脳波検査のための環境や装置の整備

は必須である。また、小児に対する脳死

判定においては、脳波検査の条件も成人

とは若干異なるので作業手順も別に定め

た方がよい。そして、定められた脳死判

定の作業手順を遵守して正確な脳波検査

を実施し記録を残すことが、臨床検査技

師としての重要な業務となる。 

2010年の 7月に改正臓器移植法が施行さ

れから、脳死からの臓器提供者の発生頻

度が高くなっている。法的脳死判定が実

施可能な施設においては、実際の法的脳

死判定に遭遇する場面が多くなることは

予想される。可能であるなら定期的な脳

死判定のシミュレーションにより作業手

順の確認を行い、いつでも対応可能なよ

うに周到な準備をすることが望ましい。 
なお、脳死判定における一連の作業の中

で、外耳道に冷水を注入する前庭刺激(カ

ロリックテスト)や脳波検査中の疼痛刺激

などの脳幹反射の消失を確認する各刺激

試験は、患者に直接負荷を与えるもので

あり、現時点では医行為の範疇に入ると

考えられる。 
 5555．耳鼻咽喉科学的検査・眼科学的検査．耳鼻咽喉科学的検査・眼科学的検査．耳鼻咽喉科学的検査・眼科学的検査．耳鼻咽喉科学的検査・眼科学的検査    

1)1)1)1)耳鼻咽喉科学的検査と業務範囲耳鼻咽喉科学的検査と業務範囲耳鼻咽喉科学的検査と業務範囲耳鼻咽喉科学的検査と業務範囲    

臨床検査技師は、現在、眼振電図検査(冷
水若しくは温水、電気又は圧迫による刺

激を加えて行うものを除く。)、重心動揺

計検査、聴力検査を行うことができる。 

聴力検査には選別聴力検査と純音聴力検

査の 2 種類があるが、省令で『気導によ

り行われる定性的な検査であって次に掲

げる周波数及び聴力レベルによるものを

除いたものに限る』 
イ 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十

デシベルのもの 
ロ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二

十五デシベルのもの 
ハ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三

十デシベルのもの 
ニ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四

十デシベルのもの 
となっている。 

このイ～ニは選別聴力検査に該当し、

労働安全衛生規則や学校保健法に基づき

職場や学校において受ける一般検診に属

し、講習会を受ける程度で実施すること

が可能であり免許や資格は特に必要ない。

無資格でも検査が可能のため省令から除

かれているのであって、臨床検査技師が

行ってはいけないものではない。すなわ

ち、臨床検査技師は全ての周波数領域で

の検査(純音聴力検査)が可能である。 
耳鼻咽喉科検査には、鼻の病気の診断

を行うために鼻鏡、後鼻鏡、ファイバー

スコープ等を使って、直接鼻腔の病気の

状態を観察する他に、副鼻腔の状態とか

機能障害の程度を調べるためのいくつか

の検査(嗅覚検査、鼻腔通気度検査等)と、

耳科臨床、特に難聴、言語障害の診断治

療のための聴覚検査(純音聴力検査、語音

聴力検査、他覚的聴力検査等)、また、め

まいがどこのどんな病気のために起こっ

ているのかを診断するための検査(重心動

揺検査、温度刺激検査等)がある。 
しかし、現時点では電気味覚、耳鼻機
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能測定、鼻腔通気度検査、音声機能検査、

音響分析等は臨床検査技師の業務範囲に

は含まれていない。平成 10 年に言語聴覚

士法が制定施行されたことにより、この

国家資格をもった人が業務することにな

った。ただし、これら耳鼻咽喉科学的検

査は、言語聴覚士の業務独占ではないた

め適切な研修と教育を受けた臨床検査技

師が検査を実施しても問題ない。尚、水

若しくは温水、電気又は圧迫による刺激

を加えて行うとか、針電極を使って検査

する等は侵襲性が高く、医行為の範疇で

ある。 
臨床検査技師は、現在、学校教育にお

いて、聴力検査や平衡機能検査のほか嗅

覚検査、味覚検査の教育も受けている。

嗅覚検査には、基準嗅覚検査という臭素

液を濾紙にしみこませ嗅がせて検知閾濃

度および認知閾値濃度を求める検査と、

静脈性嗅覚検査がある。静脈性嗅覚検査

は、静脈にアリナミン注射液を注射する

行為以外は実施可能と考える。味覚検査

は、電気味覚検査と濾紙ディスク法があ

る。電気味覚検査は、無刺激導子を頭部

に固定し、刺激導子を測定部位に当てて

刺激時に電気味覚の閾値を測定する。濾

紙ディスク法は、基本味液を濾紙ディス

クにしみこませ、味の認知閾値濃度を測

定する検査である。嗅覚検査、味覚検査

も、十分に臨床検査技師が実施できる検

査である。 
2)2)2)2)眼科学的検査と業務範囲眼科学的検査と業務範囲眼科学的検査と業務範囲眼科学的検査と業務範囲    

臨床検査技師は、眼科学的検査として、

眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うもの

を除く)を行うことができる。眼科領域で

は、視能訓練士が、視能訓練士法のもと

診療の補助として両眼視機能の回復のた

めの矯正訓練及びこれに必要な検査並び

に眼科検査を業としている。一般病医院

では視能訓練士がいない場合が多く、看

護師等が医師の監督指導のもと検査を実

施している。労働安全衛生等の分野で行

われている眼科検診特に VDT 検診は、集

団健診として行われることが多く、看護

師、臨床検査技師が携わっているケース

が少なくない。また、視力検査において

も同様である。 
耳鼻咽喉科検査や眼科学的検査は、患

者に対して直接行う行為であり、行為そ

のものが必ずしも人体に危害を与える及

ぼす虞のない行為でも、診療の一環とし

て行われ、結果を利用する等により結果

として人体に危害を及ぼす虞がある。こ

れは医行為の範疇に入ると解釈される。

臨床検査技師が出来る範囲はあくまで、

機器を操作し検査結果を出すことであり、

侵襲性の低い検査については、他の生理

学的検査同様、臨床検査技師が行うこと

が可能と考えられる。なかでも、視力、

視野、屈折、眼位検査、調節機能検査、

眼圧検査等は健診で行われており、人体

に影響を及ぼす程度が低い検査である。

眼圧検査の場合、非接触性の機器を使用

する検査であれば、眼科医以外でも容易

に測定が可能で、定期健診や人間ドック

などでよく行なわれている。学校教育の

場では、眼球の解剖から眼底疾患まで教

育が行われ、眼球運動の検査や眼底検査

を学んでいる。医療の場で行われている

眼科領域の業務に就く場合は、その業務

に関する基礎知識と専門知識、技術を習

得したうえで検査を行うことが必要であ

る。 
6666．臨床心理・神経心理試験．臨床心理・神経心理試験．臨床心理・神経心理試験．臨床心理・神経心理試験    

1)1)1)1)発達及び知能検査・人格検査・認発達及び知能検査・人格検査・認発達及び知能検査・人格検査・認発達及び知能検査・人格検査・認

知機能検査等知機能検査等知機能検査等知機能検査等    

医師または医師の指示により他の従事

者が実施できる検査であり資格は問われ

ない。臨床心理士という認定資格はある

が法的な業務占有資格ではない。ただ、

本検査は臨床心理・神経心理等に係る専

門教育を受け、心理に係る検査を熟知し

たものが行うべきものである。また、実

施するにおいて、被検者のプライバシー

の確保には十分な配慮が必要となる。 
7777．負荷試験等．負荷試験等．負荷試験等．負荷試験等    

1)1)1)1)肝および腎のクリアランステス肝および腎のクリアランステス肝および腎のクリアランステス肝および腎のクリアランステス

ト・内分泌負荷試験ト・内分泌負荷試験ト・内分泌負荷試験ト・内分泌負荷試験    
肝および腎のクリアランステストや内

分泌負荷試験において、ICG やその他の

負荷薬物を静脈注射する行為は医行為の

範疇である。負荷前および負荷後の静脈

採血行為については、臨床検査技師が実

施しても差し支えない。 
2)2)2)2)糖負荷試験糖負荷試験糖負荷試験糖負荷試験    

糖負荷試験は日常的に多くの施設で実

施されている検査であるが、古くから臨

床検査技師が検査説明からトレーラン G
等の糖負荷薬の服薬指示、時間採血、血

糖・尿糖・血中インスリン濃度等の生化

学検査まで関わって実施している。これ

ら全て医師の指示の下の検査行為の一環

であり、臨床検査技師が実施しても差し  

支えない。 
3)3)3)3)その他の機能テストその他の機能テストその他の機能テストその他の機能テスト    

前述の肝および腎のクリアランステス

トや内分泌負荷試験と同様に負荷薬物を

注射する行為や胃液を採取する行為は医

行為の範疇である。胃液や十二指腸液を

採取するときの補助行為は臨床検査技師

が実施しても差し支えない。 
4)4)4)4)アレルギー関連検査アレルギー関連検査アレルギー関連検査アレルギー関連検査    

皮内反応検査や小児食物アレルギー負

荷試験および内服・点滴誘発試験は、侵

襲性があるため医行為の範疇に入り、臨

床検査技師がすべきでない。 
8888．ラジオアイソトープを用いた諸検査．ラジオアイソトープを用いた諸検査．ラジオアイソトープを用いた諸検査．ラジオアイソトープを用いた諸検査    

シンチグラム等のインビボで実施され

るラジオアイソトープを用いた核医学診

断に係る諸検査は、法的に制限された業

務であるため、臨床検査技師の業務範疇

外であり行うことはできない。 
9999．その他の生理学的検査．その他の生理学的検査．その他の生理学的検査．その他の生理学的検査    

1)1)1)1)バイタルサインのチェックバイタルサインのチェックバイタルサインのチェックバイタルサインのチェック((((血圧測血圧測血圧測血圧測

定を含む定を含む定を含む定を含む)))) 
生理機能検査を実施するにおいて、臨

床検査技師が当該患者に係る情報を収集

することは、正確な検査結果を導き出す

観点からも、より安全な検査を実施する

観点からも重要なことである。生理機能

検査における検査結果は、生理機能検査

に係る診断装置から得られる情報だけで

はない。例えば心臓超音波検査や血管超

音波検査における心雑音および血管性雑

音の聴取や触診による脈の触知、腹部超

音波検査における消化器音の聴取など、

正確な検査結果を導き出す重要な情報源

となる。全般的に生理機能検査に係る非

侵襲的なバイタルサインのチェックはそ

の検査の一環として考えればよい。 
一方、生理機能検査室や外来採血室に

おいて、検査中や採血行為によって患者

の容体が急変する場合がある。このよう

な場合、患者への問診や脈の触知、血圧

測定等は必須の作業であるが、緊急事態

におけるこれらの医療行為は、医師や看

護師に留まらず医療職種全てに許される

ものであると考える。また、患者の容体

を迅速に臨床医に伝える義務もある。そ

のためにも患者急変時のバイタルサイン

のチェックは積極的に臨床検査技師が行

うべき医療行為といえる。逆に、これを

怠ることによって、患者の不利益に繋が

る事態は避けなければならない。なお、

より重篤な状態になった場合の対応の詳

細は、「緊急時(患者急変時)の対応」の項

を参照願いたい。 

2)2)2)2)心臓ペースメーカー等に係る業務心臓ペースメーカー等に係る業務心臓ペースメーカー等に係る業務心臓ペースメーカー等に係る業務    
心臓ペースメーカーや植え込み型除細

動器(ICD)等の機能チェックを臨床検査

技師が担当する施設が増加している。機

能チェックのための心電図を行うことは

問題ない。しかし、心臓ペースメーカー

のモード設定変更作業は医行為の範疇に

なり、臨床検査技師が担当する場合は医

師の直接的指導下で行うのが望ましい。 
なお、日本不整脈学会が心臓ペースメ

ーカーや植え込み型除細動器(ICD)等に

関して、医療機器の適正かつ安全使用の

ための認定資格に CDR(Cardiac Device 
Representative)があるが、この業務を行

うについての必須資格ではない。これら

の機器の専門家としての技術と知識を保

証するものである。 
10101010．内視鏡検査．内視鏡検査．内視鏡検査．内視鏡検査    

1)1)1)1)内視鏡検査と業務範囲内視鏡検査と業務範囲内視鏡検査と業務範囲内視鏡検査と業務範囲    

内視鏡検査(上部、下部消化管)は、侵襲

度の高い医行為の範疇に入り、内視鏡の

挿入行為は医師のみに認められた行為で

あり、臨床検査技師としては業務の範囲

外である。しかし、内視鏡装置の操作補

助や患者の介助は、医師の監督指導のも

と医療行為として可能である。当然、人

体に危害を及ぼすおそれのない範囲の業

務(例：ファイバースコープの準備、洗浄、

消毒、保管等)を行うことができる。 
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また、内視鏡ファイバースコープの操作

など医師のみに許されている医行為は、

診療の補助行為の範疇で医師の具体的か

つ直接的な医師の指示の下に看護師が行

っている場合がある。しかし、日臨技は、

冒頭の医行為と医療行為の判断基準にあ

るように、検査で侵襲性の高い医行為は

行ってはならないという立場をとってい

る。チーム医療として円滑な体制をとる

ため、専門分野を生かした役割分担を行

うことで、業務責任が明確となり業務効

率も向上する。施設により、技師の役割、

職種領域等に異なる見解があると思われ

るが、医師、看護師等との間で密接な業

務連携をとり、かつ十分に理解が得られ

ているのであれば更なる業務の拡大が出

来ると考える。それには、医学基礎知識

と内視鏡専門知識と技術の向上に努め、

臨床検査技師としての内視鏡検査業務を

行うことが望ましい。 
2)2)2)2)内視鏡検査と認定資格内視鏡検査と認定資格内視鏡検査と認定資格内視鏡検査と認定資格    

日本消化器内視鏡学会認定の消化器内

視鏡検査技師の資格は、国家資格を超え

る権限を有するものではない。あくまで

も医師の監督指導のもとに消化器内視鏡

業務に従事し、各自の所有する厚生労働

省、都道府県知事免許で認められた医療

行為の範囲内での業務になる。よって、

臨床検査技師ができる業務として、内視

鏡及び関連器械の管理、補助、整備、修

理、感染管理、検査介助並びに事務業務、

検査予約、オリエンテーション、資料の

管理保存及び関連業務等である。 

ⅥⅥⅥⅥ．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    
採血行為は臨床検査技師に許された医

行為であるが、検査目的に係る採血に限

定すべきである。これは採血行為等の医

行為に係る法的整備がなされていない現

状では、大きく踏み込むべきでないと判

断される。一方、その他の検体採取に関

して、侵襲性の少ない検体採取は積極的

に行うべきである。その検査に係る知識

を有した技師が採取することは、検査精

度の向上につながり、医療に貢献するも

のである。また、医師等の業務軽減にも

貢献する。しかし、そこには採取技術を

裏付ける技術と知識の教育が要求される。 

1111．血液採取．血液採取．血液採取．血液採取    
1)1)1)1)血液採取について血液採取について血液採取について血液採取について    

「臨床検査技師は、保健師助産師看護師

法(昭和 23 年法律第 203 号)第 31 条第１

項及び第 32 条の規定にかかわらず、診療

の補助として採血(医師又は歯科医師の具

体的な指示を受けて行うものに限る。)及
び第２条の厚生労働省令で定める生理学

的検査を行うことを業とすることができ

る。」とされており、採血部位については、

政令で定められた部位(耳朶、指頭及び足

蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足

背の表在静脈その他の四肢の表在静脈)か
ら検査目的に限り採取できるとされてい

る。 

よって、動脈や深部静脈等からの採血行

為は臨床検査技師が行ってはならない。

また、表在静脈からの採血についても検

査目的に限定されているので、現時点で

は自己血輸血のための採血やその他の検

査目的外の採血は控えるべきである。 

なお、「医師又は歯科医師の具体的な指

示」とは、各検査項目についての検査依

頼があった時点で具体的な指示があった

と解釈される。 

2)2)2)2)採血量について採血量について採血量について採血量について    
採取量については法令に記載はないが、

検査に供する為の採血という性質から、

以前は厚生省医務局長通達によりおおむ

ね 20ml 以内とされていた。しかし、平成

19 年に日本臨床検査医学会から厚生労働

省へ「昭和 45 年 12 月 3 日付厚生省医務

局長通達(医発第 1416 号)｢衛生検査技師

法の一部を改正する法律等の施行につい

て｣において、｢医師の具体的な指示によ

り臨床検査技師の行う採血は、一回あた

りの採血量が 20 ml 以内であることを原

則とするよう指導されたい｣との記載が

あるが、医師が、検査上必要であり、採

血によって患者の体調等に問題が生じな

いと判断すれば、臨床検査技師が 20ml 以
上の採血を行うことは、臨床検査技師等

に関する法律第 20 条の 2 に反しないと

解してよろしいか。」という内容の疑義紹

介が行われ、平成 20 年に厚生労働省から

「貴見のとおりと思料する」との回答が

得られた。 
これにより、前述と同じく各検査項目

についての検査依頼があった時点で、医

師が検査上必要と認めた上での採血に関

する具体的な指示があったと解釈される

ので、臨床検査技師が 20ml 以上の採血を

行うことは差し支えない。 
3)3)3)3)標準採血法の推奨標準採血法の推奨標準採血法の推奨標準採血法の推奨    

日本臨床検査標準協会(JCCLS)から標

準採血法ガイドラインが示されている。

日臨技としてこのガイドラインによる適

正な採血手技の実施と採血器具の使用を

推奨する。 

4)4)4)4)「動脈ライン」からの血液採取に「動脈ライン」からの血液採取に「動脈ライン」からの血液採取に「動脈ライン」からの血液採取に

ついてついてついてついて    
医師によって確保された動脈ラインか

ら臨床検査技師が動脈血を採取する行為

は、臨床検査技師が患者の動脈に針を刺

して採血をするわけではなく、あくまで

も医師によって確保された動脈ラインか

らの血液採取である。したがって、医師

の具体的な指示に基づき臨床検査技師が

動脈ラインから血液を採取することは差

し支えない。 

2222．その他の検体採取．その他の検体採取．その他の検体採取．その他の検体採取    
1)1)1)1)穿刺による組織や体腔液等の採取穿刺による組織や体腔液等の採取穿刺による組織や体腔液等の採取穿刺による組織や体腔液等の採取    

骨髄や体腔等への穿刺行為による組織

や体腔液等の検体採取は、侵襲性が強く

医行為の範疇に入り臨床検査技師がすべ

きでない。しかし、それらの検体採取の

補助行為は臨床検査技師が行っても差し

支えない。 
2)2)2)2)侵襲性の少ない検体採取について侵襲性の少ない検体採取について侵襲性の少ない検体採取について侵襲性の少ない検体採取について    

検体の採取行為の中でも侵襲性の少な

いものがある。インフルエンザ抗原検査

における綿棒による鼻腔や咽頭からの粘

液採取、微生物検査における体表組織(皮

膚)の採取、肛門からのスワブによる便採

取などであるが、医師の業務軽減を図る

目的や検査精度の向上の観点からも臨床

検査技師が積極的に参画すべき医療行為

であると考えている。但し、臨床検査技

師が実施するにあたり、施設のコンセン

サスを得ることが望ましい。 

ⅦⅦⅦⅦ．臨床検査関連業務への対応．臨床検査関連業務への対応．臨床検査関連業務への対応．臨床検査関連業務への対応    
我々臨床検査技師は、技師であると同

時に医療従事者の一員として担う業務が

ある。特に患者と接する以上は、患者急

変時への対応は必須であり、その為の知

識と技術の習得を行う必要がある。また、

昨今ではチーム医療への参画が求められ、

医療従事者の一員として、臨床検査技師

の能力を発揮することが望ましい。 
1111．緊急時．緊急時．緊急時．緊急時((((患者急変時患者急変時患者急変時患者急変時))))の対応の対応の対応の対応    

1)1)1)1)検査中の急変時の対応検査中の急変時の対応検査中の急変時の対応検査中の急変時の対応    

患者と接する生理機能検査および外来

採血室などでは、いつ何時患者が急変す

る可能性があるが、その時の対応を整備

する必要がある。特に生理機能検査関連

の負荷検査を実施する場合、患者が重篤

な状態に陥る発生頻度および危険率は高

く、緊急カート・酸素吸入器・AED 
(Automated  External Defibrillator 

：自動体外式除細動器)を含む除細動装置

等を常備することが望ましい。また、急

変時の対応手順を検査室及び施設全体で

取り決めておくことを推奨する。 

2)2)2)2)BLSBLSBLSBLS とととと ACLSACLSACLSACLS    
BLS とは Basic Life Support(一次救命

処置)のことで、急に倒れたり、窒息を起

こしたりした人に対して、その場に居合

わせた人が、救急隊や医師に引継ぐまで

の間に行う応急手当である。それに対し

専門的な器具や薬品などを用いて行う二

次救命処置のことを ACLS(Advanced 

Cardiovascular Life Support)というが、

AED の使用方法も含めた BLS の知識は、

医療従事者として必要であり、いつでも

実践可能なように定期的な研修を推奨す

る。 
2222．チーム医療．チーム医療．チーム医療．チーム医療    

1)1)1)1)チーム医療とはチーム医療とはチーム医療とはチーム医療とは 

チーム医療とは医療環境モデルのひと

つである。従来、医師が中心となって医

療業務を形成したが、医療に関する情報

量が爆発的に増加してきたことに対して、

医師だけでは追いつけない。また、それ

に伴い増大してきた医師の業務を全て医

師だけで将来的にも担ってゆくことは非

現実的である。しかし、患者の権利を尊

重するという基本姿勢は縮小する事はあ

り得ない。そこで、さまざまな職種がお

互いに連携(チームワーク)することによ
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り高いレベルの医療が維持できる。言い

かえれば患者の権利を尊重できる。チー

ム医療は医療に従事する多種多様な医療

従事者が、各々の高い専門性を前提に、

目的と情報を共有し、業務を分担しつつ

も互いに連携・ 補完し合い、患者の状況

に的確に対応した医療を提供すること

「患者志向」「専門性」「協働志向」「職種

構成志向」に分けられるとされている。 
2)2)2)2)臨床検査技師が係るチーム医療臨床検査技師が係るチーム医療臨床検査技師が係るチーム医療臨床検査技師が係るチーム医療    

現在、臨床検査技師が関わるチーム医

療には、感染制御チーム、栄養サポート

チーム、糖尿病療養チーム、褥瘡対策チ

ーム、化学療法チーム等が上げられるが、

あくまで一例にすぎない。チーム医療に

おいて臨床検査技師に求められる役割は、

臨床検査に係る全ての(検査値の見方、検

査実施計画、適切な検査項目(方法)など数

多い。臨床検査技師の資質の基本は臨床

検査のジェネラリストである。臨床検査

技師はさまざまな臨床検査の知識だけに

とどまらず、検査技術にも精通しなけれ

ばならない。また、臨床検査の専門家と

して主体的に参加するためには、臨床検

査のスペシャリストとして専門的な知識

と検査技術を持った臨床検査技師がチー

ム医療の中で、治療効果の判定、抗生剤

のコンサルテーション、検査値の分析よ

り副作用・治療への貢献、臨床検査の実

施計画と測定項目のコンサルテーション

等を行うことにより効率的で質の高い医

療が提供出来ると考える。そのためには

臨床検査技師の業務拡大は必修不可欠で

ある。 
3)3)3)3)チーム医療における業務拡大チーム医療における業務拡大チーム医療における業務拡大チーム医療における業務拡大    

検査の依頼に関し、現行では医師の指

示が必要である。しかし、例えば医師が

細菌同定と依頼すれば、それから後の感

受性検査や同定菌に対する適切な薬剤感

受性を臨床検査技師が判断する。このよ

うなことは在宅、NST、化学療法などの

チーム医療には必要とされるが、今はそ

れが出来ないので今後の法整備が望まれ

る。 

SMBG 等の機器において臨床検査技師

が積極的に指導および管理することが望

ましい。そのためにはジェネラリストと

スペシャリスト養成における適切な教

育・研修プログラムが必要であり、それ

を受講終了した臨床検査技師がチーム医

療の業務当たることが望ましい。 
4)4)4)4)臨床検査技師が係わるチーム医療臨床検査技師が係わるチーム医療臨床検査技師が係わるチーム医療臨床検査技師が係わるチーム医療

の事例の事例の事例の事例    
・感染制御チーム(ICT) 
耐性菌や薬剤耐性の調査・報告、抗菌薬

使用のコンサルテーション、ラウンド等 
・栄養サポートチーム(NST) 
栄養マーカーにより栄養状態の評価、栄

養サポートが必要とする患者の抽出 

・糖尿病療養指導チーム 
SMBG 指導・管理、集団・個別指導(糖尿

病と検査値等) 

・褥瘡対策チーム 
褥瘡の鑑別評価(栄養性、細菌性) 
・化学療法チーム 

化学療法の実施による副作用をみる検査

値の見方、検査実施計画の作成 
・自己血採血 

血液バックの管理(細菌汚染、凝固など)、
採血に係る補佐 
・クリニカルパス 
検査項目の実施時期(検査スケジュール計

画提案) 
・腎臓病 
腎疾患の診断に用いる検査の見方、腎臓

病のコントロールに用いる検査の見方 

・肝臓病 
肝臓病の診断に用いる検査の見方、肝臓

病のコントロールに用いる検査の見方 
・在宅療法 

在宅での検査に必要な採血実施、POCT
等による検査実施 
・病棟臨床検査技師 

病棟内における臨床検査の説明・コンサ

ルテーション 
・検査相談室 
検査技師による臨床検査項目、検査結果

の説明 
＊上記に記載した事例はチーム医療の一

部にすぎない。今後、様々な形でのチー

ム医療が存在してくるものと思われるが、

積極的に参加することを推奨する。また、

チーム医療での指導・説明については医

師の治療方針等に係わる事項も多数含ま

れるためチーム内でコンセンサスを得て

おくことが必要である。 
3333．患者への接遇．患者への接遇．患者への接遇．患者への接遇    
臨床検査は検査だけを実施すればよい

ものではない。特に患者と直接対面する

生理機能検査や採血室業務、チーム医療

での指導・説明などは、患者への接遇能

力が要求される。患者との良い人間関係

を結ぶことが良い検査結果を導き出すこ

とにつながる。患者や患者家族への真摯

な行動と言動が我々医療職種に要求され

ることである。接遇に対する日々の意識

付けは最も重要であるが、定期的な接遇

研修も効果的である。 
4444．インシデントとアクシデント．インシデントとアクシデント．インシデントとアクシデント．インシデントとアクシデント    
医療過誤はあってはならないことであ

る。検査結果の誤報告などによって、患

者に大きな危害を与える可能性を認識し

て業務にあたる必要がある。ミスを事前

に発見し、大きな事故に発展しないよう

にする検査室内での運用システムの構築

が望まれる。また、インシデントやアク

シデントが発生した場合でも、その報告

システムの構築と事例を共有し改善につ

なげるシステム構築が望ましい。 
おわりにおわりにおわりにおわりに    
この臨床検査ガイドラインは、各臨床

検査及び関連業務における日臨技として

の方向性を示したものである。ただ、臨

床検査技師が勤務する環境は千差万別で

あり、このガイドラインの内容とは必ず

しも適合しない場面もある。また、臨床

検査技師の業務拡大への取組が、現実の

日常業務への過負荷となるという指摘も

ある。しかし、これからの臨床検査技師

の立場を確固たるものにするためにも各

施設及び各臨床検査技師の努力をお願い

したい。今、臨床検査技師として最大限

出来うることをすることが、現代の医療

に貢献することであり、我々、臨床検査

技師に望まれていることである。 
そして、その努力が臨床検査技師の地

位向上に繋がると確信している。 
日臨技として臨床検査技師法の改正へ

の努力も当然としておこなうが、全ては

連動していることであり、並行して進め

るべきものであると考えている。日臨技

会員諸氏のご理解とご協力をお願いする。 

＜了＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


