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P1～P5 【在宅医療特集】11月23日は「在宅医療の日」 
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在宅医療は急性疾患に対し医師が往診する形式で

古くからおこなわれていたが、1992年の第二次医療法

改正において「居宅」を「医療提供の場」として位置

付けられ日々の発展を遂げている。 

2005年11月23日『第１回 在宅医療推進フォーラ

ム』が開催され、参加４団体より実践的蓄積と討論を

踏まえ、2006年に予定されている医療制度構造改革に

際し『在宅医療推進のための共同声明』が採択され

た。 

以降『在宅医療推進フォーラム』は例年開催で行

われ、2010年の『第６回 在宅医療推進フォーラム』

においては、参加11団体より共同声明が発出され、そ

の中に毎年11月23日を「在宅医療の日」とすることが

盛り込まれている。この様に歴史的背景をみても在宅

医療は古くて新しい存在であり、一般の方は勿論、医

療従事者にとっても在宅での診療をイメージするのは

難しいようである。 

私が在宅医療へ興味を持ったのは、今から20年以

上前であり、現在の在宅療養支援診療所である「睦町

クリニック」に勤務してからも、すでに10数年が経過

している。しかしながら、臨床検査技師として在宅医

療の現場で活躍することは困難に思えた。その理由の

一つとして、在宅医療は、しばしば看取りの医療と認

在宅医療 特集 

在宅医療への臨床検査技師の関わり 

 ～過去・現在、そして未来へ～       
宮下 勉（医療法人社団鴻鵠会 ） 

 可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続け

ることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括

ケアシステム）の構築が推進されています。在宅医療を受ける人が必要と

する支援は一人ひとり異なります。在宅医療に携わる人びとには、それぞ

れの専門性を発揮しながら連携して在宅医療を受ける人を支援することが

求められます。（第３回日本在宅医療連合学会大会ホームページより） 

在宅医療 特集 概要 

 医療は「病院完結型」から、患者の住み慣れた地域

や自宅などの地域全体で治し・支える「地域完結型」

の医療に変わろうとしています。また地域完結型の医

療（以下在宅医療）は医師・看護師・臨床検査技師等

の医療技術者とケアマネージャー・介護士等の医療福

祉従事者が、お互いの専門性を生かしながらチームと

なって患者・家族をサポートしていく体制を構築する

ことが重要であるとされています。その中で、在宅医

療で臨床検査技師が果たすべき業務の情報収集並びに

在宅医療で必要とされるスキルを取得するための人材

育成を計画的に実施するために、当会の在宅業務推進

ワーキンググループでは様々な検討を行い、在宅を

テーマとする学会などで数多くの発信を続けていると

ころです。 

 今回から２回の会報JAMTでは、現在の在宅医療の背

景も含めて、在宅医療の現場で活躍する技師や教育に

関わる先生方のご意見等を、在宅医療を担う臨床検査

技師への、未来へとつなぐメッセージとして会員の皆

様にご紹介いたします。少しでも在宅医療にご興味の

ある方々の一助となれば幸いです。第１回は在宅医療

実践編です。 

在宅医療推進WG委員長  宮下 勉 

担当執行理事        竹浦 久司 
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居宅を中心とした在宅医療への 

           臨床検査技師の関わり 

   杉原 明美（医療法人あんず会 杏クリニック） 

 皆さんは在宅医療についてどのような印象がありま

すでしょうか？私は在宅医療に関わるまでイメージす

らできていませんでした。１人で患者さんの家に行く

のは怖い、何かあったら不安との声をお聞きしたこと

があります。また、これまで地域包括ケアシステムの

中で臨床検査技師の役割が具体的に示されることもあ

りませんでした。今回は当院での臨床検査技師の業務

を紹介し、在宅医療分野における活躍の可能性につい

て皆様に知っていただけたらと思います。 

 当院は埼玉県狭山市を中心に在宅医療を展開する機

能強化型在宅療養支援診療所で、600人程度の主に自

宅で療養中の患者を診察しています。多様な医療依存

度の高い患者に対応するために、レントゲン、12誘導

心電図、Holter心電図、エコー、スパイロメーター、

血液ガス分析器、迅速血液検査機等を所有し、これら

で実施可能な全ての検査を患家で行っています。ま

た、赤血球製剤のみですが自宅でも輸血が可能となっ

ています。 

 在宅医療での臨床検査技師の関わり方として、いく

つかの症例をご紹介いたします。 

 90歳代男性、COPDのため在宅酸素療法を施行しなが

らご自宅で療養していらっしゃる方です。訪問看護よ

り、「食事・水分摂取はできているが微熱が続いてい

る、本人の体調は変わりないがご家族が心配している

ため一度検査をお願いしたい。」との連絡が入りまし

た。当院では臨床検査技師が医師の指示のもとで、単

識される事であり、その様な状況下では積極的な検査

は行われないことであった。 

しかし、患者は死ぬために自宅に帰るわけではな

い。住み慣れた町・家で安寧と過ごすために退院し自

宅で療養を継続することが目的だ。例え、自宅での看

取りとなっても、それは、あくまでも結果といえる。 

昨今、医療必要度が高い患者が早期に病院を離

れ、在宅あるいは在宅に準ずる施設等において療養す

る機会が増えており、また患者・家族側が求める場合

も含めて、在宅での臨床検査の重要性は非常に高まる

ことが予想される。在宅の現場において充実した臨床

検査が実施可能となれば、検査結果による客観的な病

状把握や診断、また予後予測も可能となるだけでな

く、検査のための入院や不要な救急搬送の頻度を減ら

すことができるかもしれない。 

もちろん、長期療養が必要であり通院が困難と

なった方々も在宅医療の対象となる。つまり、在宅医

療の現場でも、診断・治療は必要不可欠であり、臨床

検査が重要な位置にあるのは病院医療と何ら変わりは

ない。つまり、在宅医療もタスク・シフト／シェアを

念頭に臨床検査技師の活躍の場であると認識ができ

る。コロナ禍にて活躍する在宅医療チームがテレビ等

でクローズアップされている。在宅医療への関わりに

ついても、多職種で再考する時期ではないだろうか？

もちろん、私たち臨床検査技師もその一員である。 

写真上：患家での採血 

写真下：臨床検査技師が単独で患家へ訪問することも 

独で患家に赴き検査を行っています。今回も同様に医

師より院内で待機していた臨床検査技師に検査の指示

がありました。迅速血液検査機を車に積み患家にて12

分程度で生化学の結果を確認。またこの時期はCOVID-

19の患者が全国的に増加してきており、COVID-19の

PCR検体採取を実施しました。検査結果を待っている

間にご本人は「病院は嫌なんだよね。自分の家が一番

いい。入院はしたくないなあ。」と仰っておられまし

た。この方は普段は独居で娘様が交代で介護に来てい

ました。長年住んでいる家に居たい、という希望が強

く当院の訪問診療が介入してから一度も入院をしてい

ませんでした。検査が全て終了し、結果をテレビ電話

で医師に報告。ご家族にもテレビ電話で説明を行いま

した。今回は軽度の胆嚢炎の疑いにて自宅で抗生剤の

点滴を行うことになりました。医師の指示により、車

に積んでいる抗生剤をご家族にお渡しし、訪問看護に

すぐに連絡。到着した訪問看護師が速やかに点滴を開

始することができました。帰り際にご家族から「安心

しました。すぐに検査をしてもらって、本人も入院は

嫌だと言っていたのでよかった。本当にありがとうご

ざいます。」と言っていただけました。 

 高齢者は入院加療となることで、介護依存度が高く

なり自宅療養への復帰が困難になることが珍しくあり

ません。臨床検査技師が単独で訪問し検査を行うこと

で、早期に治療を開始することでき、不要な緊急搬送

や入院加療を防ぐことができる可能性があると改めて

感じました。 

 当院は高齢者ばかりでなく医療依存度の高い小児在

宅も行っています。10代男児。脳性麻痺のために気管

切開され、胃瘻が造られています。病院主治医のもと

に２ヶ月に１度通院していますが、当院では自宅療養

中のケアを訪問診療で行っていました。今回は訪問看

護より、いつもより体温が高く発熱している、頻脈も

あり一度検査を行ってほしい。との連絡が入りまし

た。今回も迅速血液検査を患家にて行いました。検査

中お母様は「CRPが8.0超えてたら受診してくださいっ

て主治医の先生には言われているんですよね。でも連



施設を中心とした在宅医療への 

           臨床検査技師の関わり 

    ～平郁会検査課の取り組み～  

高橋 昌志 （医療法人社団 平郁会） 

〇平郁会の紹介 

 東京・神奈川・千葉を中心に12拠点にて5,000名を

超す患者様の自宅や施設への訪問医療を提供している

医療機関になります。 

 担当する施設の広がり 
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れて行くのも大変だし、下の子供もいるから家で点滴

して良くなってくれるんだったらそれが一番安心なん

ですけどね。」と仰っておられました 。検査結果は

CRP:7.7 mg/dl。医師よりテレビ電話にて結果を伝

え、自宅にて抗生剤の点滴を行うことになりました。

医師の指示によりご家族に点滴を渡し、訪問看護によ

る５日間の抗生剤の投与で状態は改善。現在も自宅で

療養していらっしゃいます。 

 小児在宅医療の患者さんはほとんどが胃瘻からの経

管栄養や気管切開を行っており、病院に連れて行くに

も車に人工呼吸器などを積んでいかなくてはならず緊

急受診はご家族にとっても負担がとても多くなりま

す。その子だけでなく兄弟がいる方も多いため、すぐ

に受診に行くことができない、というご両親の声をよ

く耳にします。今回のように検査技師が検査に伺うこ

とで家族の負担軽減にもつながると思いました。 

 70歳代女性。肺腺がんに溶血性貧血を合併していま

した。自宅で最期まで過ごしたいとの希望で当院の訪

問診療が導入となりました。貧血が進み、Ａ病院を受

診し入院するも本人から「治療ができないのであれば

家に帰りたい。」との希望で自宅に退院。入院先の主

治医より早めに輸血を行ったほうが良いという勧めも

あり自宅にて輸血を行いました。輸血前後にはクロス

マッチなどの検査が多く、血液採取のために何度か臨

床検査技師が自宅へ訪問します。製剤の発注などのマ

ネジメントも当院では臨床検査技師が行っています。

また輸血中は当院の看護師と訪問看護師で交互にご自

宅に伺い、常時看護師がついています。輸血終了翌日

に輸血の評価のために検査にお伺いしたところ「家で

輸血できてよかった。やっぱり家が好き。病院にいて

も面会も今の時期はできないし、やることないし。家

だと好きなことできて娘にも会えて。最期まで家で過

ごしたい。また辛くなったら輸血お願いできるかな。

家で輸血ができると思うだけで安心。本当に色々な人

に支えられてこうして家にいられて感謝しかない。」

と仰っておられました。笑顔で話されていた10日後に

ご自宅でご逝去されました。その後日ご家族が当院へ

挨拶に来られ、「本人の思う通りに最期まで家で過ご

せたと思います。本当にありがとうございました。」

と仰っておられました。 

 終末期の患者さんは検査することが少ないため、私

たち臨床検査技師ができることはあまりないと思って

いました。しかし在宅医療の現場では最期まで家に居

たい。自分が今まで過ごしてきたこの家で、家族と最

期を迎えたいと仰る方は少なくありません。それと同

時にご家族も本人同様不安を多く抱えてながら介護を

しています。今回のように貧血になってしまう方もい

ます。輸血のために外来へ受診し、輸血を受けること

は負担が大きくほとんどの方が入院されてしまいま

す。入院することでADLが低下し、そのまま病院で亡

くなる方も何人かいました。家で輸血を行える。それ

だけでも安心感は違うと私は思っています。検査技師

として輸血製剤の発注から払い出し、検査結果の確認

を行うことは在宅医療においては大きな役割だと感じ

ています。 

 最後に、私の中で１番の在宅医療の魅力は“一人一

人の患者さんと向き合うことができる”ということで

す。今のクリニックに勤める前は大学病院にいまし

た。そこでは検体を扱うことが多く患者さんとゆっく

りお話をしたり、今の気持ちを聞くことはほとんどあ

りませんでした。在宅医療に関わり患者さんの家に訪

問すると、先生には言えない気持ちや家族への思い、

今までどのような人生を歩んできたのかなど、お話し

することができその方を知ることができます。また患

者さんに「検査してもらって安心した、ありがとう」

と何度も感謝の言葉を直接いただきました。臨床検査

技師として１人の患者さんの生活を支え、安心して過

ごしてもらうための一員となっていることにとてもや

りがいを感じています。 

 在宅医療を必要とする患者のほとんどは多数の基礎

疾患を抱えています。家で重症度の高い患者さんが療

養するにあたり、当院は“検査をできる環境を準備す

ることが患者さんの安心につながる”と考えていま

す。今後、自宅療養患者の医療依存度が高まる在宅医

療において自宅での検査の迅速性や正確性はさらに重

要となります。臨床検査技師に活躍の可能性が大いに

あると実感しています。 

医師の診療に同行 
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＜平郁会の理念＞ 

そばに在り続ける医療で、あなたの幸せを応援する。 

Ⅰ.在宅医療(訪問診療)を通して地域医療への貢献を

目指します。 

Ⅱ.患者様の価値観、人生観を大切にします。(患者様

に寄り添う医療の実施) 

Ⅲ.身体的な苦痛を取り除くだけではなく精神的・社

会的活動を含めた総合的な活力・生きがい・満足

度を上げるためにサポートをします。 

Ⅳ.地域の介護事業所や医療機関と積極的な連携を図

り、患者様やご家族様が 

 ご自宅や施設にて安心して療養を続けられる環境づ

くりをサポートします。 

＜平郁会の特色・特徴＞ 

Ⅰ.24時間365日対応 

 一人の医師で24時間365日対応するわけではなく、

日中・夜間と複数の医師が連携し診療を行い、患者様

の体調が急変した際は何時でも連絡がつく往診体制を

整えています。より継続性の高い体制で患者様・ご家

族様の生活を切れ目なくサポートします。緊急連絡時

には看護師が一時対応を行い、患者様状況・情報の聞

き取りを行うことにより安心かつ迅速な対応が可能に

なっています。 

Ⅱ.外部受診の負担軽減 

 専門医による診療体制を整えており、専門医の診察

を受けることができます。 

 外部受診をすることによる患者様の身体的負担やご

家族様・施設様の介護への負担も少なく済ませること

ができます。 

 また、検査技師や放射線技師による検査を自宅や施

設で行うことにより、検査のための受診等の負担を軽

減することができます。 

Ⅲ.病院との連携 

 外部医療機関への入院や受診が必要となった場合、

当法人スタッフによる医療機関の手配、情報提供書の

作成などの対応を行います。 

Ⅳ.医師との面談 

 治療方針やお看取りに関して話を聞きたいなど、医

師との面談が可能です。 
 

〇平郁会での検査課の紹介 

 臨床検査技師４名、臨床放射線技師１名、運転手１

名の計６名で東京・神奈川・千葉の施設や居宅に訪問

して検査を実施しています。 

≪採血・心電図班≫ 

 主に施設入居中の患者様に対し、基本的には年１回

の心電図検査、年２回の採血検査の実施を担当(20年

度の検査課が実施した採血件数：約7,700件・心電図

件数：約3,200件・ホルター心電図：約20件)。法人内

での採血件数の約55％を検査課で担当しています。 

 少人数の施設から100名を超える施設まで、大小さ

まざまな施設に出向き検査を行っています。少人数施

設では検査技師一人でお伺いし、午前と午後で近隣の

２施設、検査を行う日もあります。 

≪エコー班≫ 

 施設入居中の患者様

や、在宅療養中の患者様

の超音波検査や、採血・

心電図検査を担当(GE社

LOGIQeを使用・20年度の

検査件数約900件)。 

 １日に１～数か所の施

設や居宅に出向き検査を

行い、電子カルテに画像

をアップし報告書の作成を行い、検査当日中に中間報

告を行います。読影をしていただき判読医の確認後、

最終報告としています。 

 ≪レントゲン班≫ 

 施設入居中の患者様や在宅療養中の患者様のレント

ゲン撮影を担当。主に胃瘻カテーテルや胃管カテーテ

ル交換後の撮影および胸部等の一般撮影(ケンコー・

トキナー社の回診装置とポータブル装置を使用・今年

度上期撮影件数：1,100件)。 

 スケジューリングされた胃瘻カテーテル交換や、胃

管カテーテル交換後の撮影の合間に臨時で胸部XP等の

一般撮影も行っています。 

実際の 

超音波検査風景  

表１）2020年度超音波検査の割合 

実際の 

採血検査風景 

実際の 

レントゲン撮影風景 

指導しながら患者様の後ろに回り体を支持しています。検者は左手でプ

ローブ操作を行っています。部屋のベッドの位置関係により左手でプローブ

操作を行うこともあります。 

常に患者様に語り掛けて検査を実施 

胃瘻カテーテル交換後の撮影 
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（編集後記）コロナ感染拡大第5波が終息の兆しを見せ、久方ぶりに緊急事態宣言などの規制が解除されま

した。世間でも今正に感染拡大の谷間となっているのではないでしょうか。無論我々は医療従事者として節

度ある行動を心掛ける必要がありますが、一方でこの状況を上手く利用しこれまでのストレスを発散したい

ですね。これまで自粛続きで例年に比べ季節感を得ることが難しかったと思われますが、スポーツの秋・行

楽の秋・食欲の秋をwithコロナで楽しみたいものです。                                      （直田）  

〇病院内での検査との相違点 

・居室を訪問して検査を行うため、ベッド上で仰臥位

や側臥位、車椅子に乗ったままの状態で検査を行うこ

ともあり、十分な検査体勢を整えることが難しい。 

・施設での検査時、居室ではなく食堂やホールにて検

査を行うこともあり、患者様の本人確認を施設スタッ

フに確認しながら間違えのないよう注意しているが、

検査前に移動してしまうことが多々あり、施設スタッ

フとの連携を大切にしている(病院の入院患者様のよ

うに名前の入ったリストバンド等、本人確認のできる

ツールが無いため施設スタッフの協力が必要）。 

・施設での行動を優先に検査を行わなければならず、

お風呂やレクリエーション、外部受診や食事の準備等

の妨げにならないよう時間調整が必要。 

・居室のスペースの関係で患者様の近くまで機材を運

べないなど、制約が多い。 

・呼吸調整や体位変換等、意思の疎通が難しいことが

多い。 

・検査前の食止めや排尿を我慢してもらえない。 

・検査に対し十分な協力を得られないことがある。 

・検査妨害行為や拒否をされることがあり、患者様の

意思を尊重して無理に検査を続けない(検査を行わな

いという選択肢も提示しておく)。 

・交通渋滞等で訪問時間の設定が難しい(時間に余裕

を持って設定しているが遅れそうなときは必ず連絡を

いれるようにしている)。 

・検査中もご家族様が近くにいて検査について質問さ

れることが多い。 
 

〇訪問での検査を行うメリット 

・病院に行かなくても自宅や施設で検査を行えるた

め、受診による患者様やご家族様の身体的負担や精神

的負担を軽減できると思われ、患者様やご家族様より

感謝のお言葉をいただくことが多い。 

・住み慣れた自宅や施設で検査を行うため余計な緊張

をしない。 

・何時も診ている主治医より結果説明を受けることが

できる。 
 

〇目指している検査課 

 コミュニケーションを第一に考える在宅医療の現場

で、患者様の尊厳を考えた臨床検査技師として患者様

に寄り添える検査の実施や検査項目提案を行い、患者

様のQ.O.L.にかかわり続ける検査課を目指していま

す。 

〇求められる検査技師像 

・患者様の居室や施設ホールにて検査を行うため、こ

ちらから出向き検査をさせていただいている気持ちが

必要。患者様の日常にお伺いしている気持ちを忘れな

い。 

・患者様の意思を尊重し、検査を行わない選択肢もあ

ることを理解し、なるべく検査を行えるよう誘導する

ことができるコミュニケーション術が必要。 

・病院内と違い、その場で臨機応変に対応できる柔軟

性が必要。 
 

〇これからの在宅医療における検査技師の展望 

 現在コロナ禍で、在宅医療の知名度が少し上がって

は来ているものの、検査技師が活躍できるとの認識が

いまだに十分とは言えません。まして、在宅医療の分

野で検査技師が単独で検査に伺っていることさえ少数

に過ぎません。 

 細分化された最新医療と対をなすと考えられがちな

在宅医療の現場から、一昔前の往診医が地域に溶け込

み暮らしの中に医療現場があったころのような人と人

との繋がりを持ち、最期の時を迎えるまでの医療に係

わり続けていけるように病院内で検査技師が病室に伺

うような感覚で、地域を大きな病院内と捉え、居宅や

施設に伺って検査を行えるシステムの構築が必要と思

われます。 

 そのためには検査技師の訪問に対し何らかの保険点

数を加算できるような公的な協力が必要です。現在は

医師又は看護師が行っている医療行為（例えば点滴の

差し替え、予防接種等）について検査技師の業務制限

を広げていくよう働きかけていきたいと考えていま

す。 

第３回日本在宅医療連合学会大会 
会 期：2021年11月27日（土）28日（日） 

会 場：オンライン開催   
U R L: procomu.jp/zaitakurengo2021/ind ex.html  

第４回日本在宅医療連合学会大会 
会 期：2022年7月23日（土）24日（日）  

会 場：神戸国際展示場及び神戸国際会議場    
U R L: site2.convention.co.jp/zaitakurengo2022/ 

在宅医療に興味を持たれた方は是非ご参加ください。 

https://procomu.jp/zaitakurengo2021/index.html

