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第65回日本医学検査学会報告  
～Challenge 伝統の継続と未来への進化～ 

第65回日本医学検査学会を終えて 

学会長 中町 祐司（兵庫県臨床検査技師会会長） 

 平成28年９月３日（土）・４日（日）の２日間にわた

り、神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場および神戸

国際展示場で第65回日本医学検査学会を開催いたしまし

た。本学会は初めての試みとしてIFBLS2016（第32回世界

医学検査学会）、第63回日本臨床検査医学会学術集会、

第11回日本臨床検査学教育学会学術大会と同時開催とな

り、この週は臨床検査学会週間となりました。日本医学

検査学会と日本臨床検査医学会の総参加者は5,500名を超

え、企業スタッフなども入れると8,000名近くになり大盛

況のうちに終了することができました。 

 少子高齢化が急速に進み医療改革が行われる中、国民

の健康増進を第一に考えて臨床検査は進化しなくてはな

らないとの思いから学会のテーマは「Challenge 伝統の

継続と未来への進化」とし開催しました。 

 この学会では日本臨床検査医学会との共催で特別講演

やシンポジウムなど多くの特別企画を行いました。本学

会に参加された方は日本臨床検査医学会のすべてのセッ

ションに参加できるようにしました。一部の一般演題に

はコメンテーターとして臨床検査医の先生方に進行をお

願いするとともに、日本医学検査学会の一般演題の座長

は臨床検査医と臨床検査技師の組み合わせとしました。

２学会で同じような一般演題のセッションは同一会場で

続けて開催するようにし、情報交換会も合同で行いまし

た。 

 また「世界の臨床検査技師」や

IFBLS2016 の「Opening Ceremony」

「Keynote Speech」ポスターセッショ

ンにも参加することができ、病態の理

解を深め、海外の臨床検査技師の方々や臨床検査医の先

生方と交流することで、より幅広い視野で将来に向けて

今、何にChallengeすべきかを見出せたと思います。 

 特別講演は元京都大学総長 井村裕夫先生に「先制医

療」についてご講演をいただきました。先制医療とは病

気の発症前に予測し、あらかじめ予防的な治療を行うこ

とにより病気の発症を遅らせるための医療行為で臨床検

査の進化に期待が寄せられた内容でした。市民公開講座

では日本臨床検査振興協議会イメージーキャラクターの

八名信夫さんに臨床検査の大切さを紹介していただきま

した。 

 日本医学検査学会と日本臨床検査医学会で特別講演２

題、招待講演１題、学会長講演２題、教育講演13セッ

ション、学会賞受賞講演１セッション、学術推進プロ

ジェクト研究最終報告１セッション、シンポジウム19

セッション、日臨技企画７セッション、R-CPC２セッショ

ン、臨床検査専門医Catch upセミナー３題、病棟業務ミ

ニシンポジウム６題、ワークショップ２セッション、市

民公開講座１題、日臨技国際交流企画１セッション、ラ

ンチョンセミナー26セッション、スイーツセミナー６

セッション、一般演題771題、企業展示86社でした。日臨

技企画や兵臨技の各研究班班長が企画したスキルアップ

セミナー、シンポジウムや教育講演は大盛況となり、参

加者から高い評価を受けました。 

 特に一般検査シンポジウムでは例年近畿支部学会で行

われている、参加型スライドカンファレンス・リアルタ

イムアンケート集計を開催しました。これはWEBを利用し

て参加者がもっているスマホを使用し、スライドを見な

がら学会場で回答、即座に集計する形式です。約500名の

参加者のうち90%以上から非常によかったとのご意見をい

ただきました。 

（次ページへ続く） 大変多くの皆様にご来場いただきました。 
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 輸血のシンポジウムでは、「iPS細胞と輸血医療」とい

うテーマで開催しました。iPS細胞が検査部門へどのよう

に関与していくかという観点から企画されました。iPS細

胞から赤血球製剤を量産するには時間がかかりますが、

不規則抗体検査用の試薬赤血球を作製している最新の研

究についてご講演いただきました。反響は大きく、質疑

応答は時間内に収まらず、講師の先生は講演終了後20分

以上も対応されていました。 

 日臨技企画の中ではこれまで日臨技が取り組んできた

チーム医療推進への取組についての講演があり、臨床検

査技師の病棟業務、各種検体採取などが取り上げられま

した。また病棟業務については多くのミニシンポジウム

が開催され参加者に好評でした。 

 学会長講演はArthritis Rheum. やAnn Rheum Dis.に掲

載された内容を交えながら「マイクロRNAと臨床検査」と

いうテーマで講演させていただきました。基礎研究の内

容でしたが思った以上に好評でした。研究できる環境に

ある臨床検査技師の方は基礎研究から病態の解明さらに

新たな診断法の開発にChallengeしてほしいものです。 

 また、本学会では従来からのWEB抄録を一新したさらに

利用しやすいWEB抄録（Web版、アプリ版）を採用し、プ

ログラム検索やスケジュール登録・管理が可能となり、

参加者から高い評価を得られました。 

 近畿学会は従来日本臨床検査医学会と合同で開催して

おりましたが、支部化に伴い日臨技の指示で同学会とは

同時開催となりました。その経験からスムーズに調整が

進みました。しかしながら日臨技との調整には時間と労

力を要しました。また、学会は本来学術・技術の向上の

ためにあると考えておりますので、それ以外のことには

費用をかけないように努めました。なお、学会スタッフ

にまわると演題の聴講やディスカッションができなくな

りますので、兵臨技のスタッフも約30名と制限し、多く

の方に学会に参加していただきました。 

 これらにより参加された方々の学術、技術の向上に寄

与できたと思っています。また、本学会にご参加された

方々がこれからの臨床検査を切り開き、臨床検査を通じ

た社会貢献へ繋がっていくことを願っています。 

 

 最後になりましたが、この学会の開催にあたりご協力

いただいた皆様やご参加いただいた皆様に深く感謝申し

上げます。 

第65回日本医学検査学会概要報告 

実行委員長 真田浩一（兵庫県臨床検査技師会副会長） 

 まずは、第65回日本医学検査学会にご協力・ご参加いただいた全ての皆様に厚く御礼申し上げます。 

今回の学会は単なる過去のトレースではなく、本来のあるべき姿や今後の方向性を示唆する学会となるよう意識しました。伝

統の継続は安定感をもたらしますが、進化は望めません。一歩先へ踏み出すため、今回我々は「Challenge」を選択しまし

た。その結果として、皆様にご迷惑をお掛けした面も多々あるかとは存じますが、熱い気持ちの表れとしてご容赦願えれば幸

いです。 

 今回の学会に関するさまざまなデータについて報告いたします。 

会員 入会申請中 賛助会員 関連団体 学生 その他 合計 

3,704 8 517 57 50 275 4,611 

【参加者内訳】 

事前申込者数：1,730名 

学会名 参加者数 備考 

IFBLS2016 

（第32回世界医学検査学会） 1,191 参加34ヶ国 

第63回日本臨床検査医学会学術集会 1,027  

第11回日本臨床検査学教育学会学術大会 1,005  

【一般演題詳細】 

分野 微生物 免疫 血液 化学 病理 細胞 生理 一般 

演題数 84 45 42 37 38 10 109 42 

分野 衛生 輸血 情報 遺伝子 管理 教育 チーム その他 

演題数 4 34 8 16 24 13 64 8 

  合計 578 口演 569 示説 9 

有料出展数 無料出展数 総出展数 

86 7 93 

【展示関連詳細】 

【企画内訳（関連企画を含む）】 

企画名 
実施数 

JAMT JSLM 2学会共催 HAMT IFBLS 合計 

特別講演   1 1     2 

招待講演 1         1 

学会長講演 1 1       2 

教育講演 5 6 2     13 

学会賞受賞講演 1         1 

学術推進プロジェクト研究最終報告 1         1 

シンポジウム 1 10 8     19 

日臨技企画（シンポジウム） 7         7 

日臨技企画（ミニシンポジウム） 6         6 

RCPC   2       2 

臨床検査専門医catch up セミナー   3       3 

ワークショップ   2       2 

市民公開講座     1     1 

IFBLS Keynote Speech         1 1 

日臨技国際交流企画         1 1 

ランチョンセミナー     26     26 

スイーツセミナー     6     6 

スキルアップ研修会       7   7 

一般演題 578 231     553 1,362 

合計 601 256 44 7 555 1,463 

JAMT：日本医学検査学会、JSLM：日本臨床検査医学会 

HAMT：兵庫県臨床検査技師会、IFBLS：世界医学検査学会 

  
参加者数 

生理 一般 病理 微生物 輸血 POCT FCM 合計 

受講者 

会員 198 172 125 90 93 61 42 781 

非会員 1         1   2 

賛助会員 1     5 8     14 

学生             1 1 

関連団体       4 3 4 1 12 

司会 1 2 2 2 2 4 1 14 

講師 
会員 2 4 2 4 4   2 18 

非会員 2   1   4 3   10 

実務委員 3 5 5 17 6 1 1 38 

合計 208 183 135 122 120 74 48 890 

【スキルアップ研修会詳細】 

POCT：Point of Care Testing 

FCM：フローサイトメトリー 
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◆トピックス１◆ 

市民公開講座に八名信夫氏を迎えて 
井垣 歩 

(兵庫県臨床検査技師会副会長) 
 

 本学会は医師と臨

床検査技師がコラボ

して臨床検査を考え

る新しい形の学会で

した。その学会の締

めくくりともいえる

市民公開講座は、講

師に八名信夫氏を迎

え、座談会形式で和

やかに進められまし

た。八名氏は悪役商会のリーダーとして、また、「まず

い！もう一杯！」の青汁のCMでも有名な映画俳優でいらっ

しゃいます。その八名氏の臨床検査との関わりは「芝居は

いい脇役がいて主役が映える。臨床検査も同じじゃないで

すか。臨床検査は医療を支える縁の下の力持ち、臨床検査

のこと、もっと知ってもらいましょう。」と臨床検査振興

協議会の活動のイメージキャラクターを快諾してくださっ

たことから始まります。「ありがとう臨床検査の皆さん」

のテーマのもと、八名氏の今日に至った経歴とともに、臨

床検査との関係を大変興味深く語っていただきました。 

 八名氏は東映フライヤースのプロ野球選手を経て映画俳

優になられました。そして現在は映画監督として「親父の

釜めし」を制作されています。81歳とは思えない若さと生

気に満ち溢れていらっしゃいます。その八名氏が、沖縄で

出会った長寿で元気なご婦人に長生きの秘訣を尋ねたと

き、食べ物でもない、運動でもない、生活習慣でもない

「人の役に立つことをすることだ。お前さんは人の役に立

つことをしているかね。」と言われ、予期しなかった言葉

に感動されたそうです。私もそろそろ長く生きてきた部類

に入りますが、この言葉は私にとっても新鮮で、妙に心に

残りました。「元気でいられるってそういうことか…私は

人のために働いているといつ思えるだろうか？」そんなこ

とを考えさせられた八名氏の講演でした。  

 臨床検査はいつも人の健康を、長寿を応援しています。 

◆トピックス２◆ 

教育講演について  

～全員参加型オリジナルシステムによる 

スライドカンファレンスを実施して～ 
大沼 健一郎 

（兵庫県臨床検査技師会 学術部 一般検査研究班班長） 
 

 教育講演７（講師：東京大学医学部附属病院検査部 宿

谷賢一先生）では、「尿沈渣から病態を推測する. ス

マートフォンによる全員参加型スライドカンファレン

ス」と題して、尿沈渣成分についてのスライドカンファ

レンスを行いました。 

 出題内容は単なる尿沈渣成分の鑑別にとどまらず、そ

の成分から推察可能な病態までを考える内容であり、宿

谷先生からは尿沈渣検査の意義やこれからのエビデンス

蓄積への課題についての講演がなされ、参加者にとって

大変有意義であったと思われます。学会初日の朝一番の

セッションであったにも関わらず、1000名収容の会場が

若さの秘訣は「人の役に立つこと」 

ほぼ満席となる盛況ぶりで、企画者の一人として嬉しく

思っております。 

 さて、今回の教育講演では、リアルタイムに回答を集

計するシステムを利用しました。通常の講演スタイルで

は参加者のレベルや理解度を確認することが難しいた

め、事前投票制や近年ではリアルタイムで回答を投票

し、集計するシステムが利用されています。しかし、こ

れらのシステムは専門メーカーへの依頼や、専用装置を

用意する必要があるうえ経費も高額であることが多く、

学会や研修会で使用するのは容易ではありません。 

 我々兵庫県臨床検査技師会（兵臨技）では、広報部の

支援のもと、諸問題を解決し参加者にとってより有意義

な教育講演および研修会を開催するため、参加者自身の

スマートフォンやタブレットを利用して投票し集計する

オリジナルシステムを構築しました。第54回日臨技近畿

支部医学検査学会（兵庫県）一般検査教育講演にてこの

システムを採用したスライドカンファレンスを実施した

ところ、大変ご好評をいただき、翌年の第55回日臨技近

畿支部医学検査学会（大阪府）一般検査教育講演でも新

たにツイート機能を加えて実施することができました。

有用であったうえに、要した費用はほぼ0円と、メーカー

に委託する場合と比較すると大変安価に実施できること

がわかりました。一方で、途中入室の方へのログイン方

法の案内など、研修会を実施する上での課題も浮き彫り

になりました。 

 過去２回の反省点を生かし、本学会の教育講演では参

加者、特に途中入室の方が容易にアクセスできるよう

に、アンケートサイトのURLとQRコード、およびサイトの

パスワードを印刷した用紙を一人一人に配布しました。

また、無料Wi-Fiへの接続案内も会場サブモニターに映す

こととしました。サイトの構成についても、集計結果の

グラフや文字の配置などを調整し、分かりやすい表示を

試みました。実際の当日の解答では、問題B4で卵円形脂

肪体と大食細胞、問題C1で赤血球形態についての回答が

二分され、会場も盛

り上がっておりまし

た。我々運営側とし

ても、リアルタイム

で得た集計結果をも

とに解説すること

で、鑑別点など解説

の的を絞ることがで

き、有用なシステム

だと考えておりま

す。 

 また、問題の最後には本教育講演への評価を投票して

いただきましたが、90%以上の方から高い評価をいただく

ことができました。しかし、講演終了後複数回投票防止

の設定に問題があり、一部の方に投票していただくこと

ができなかったことが明らかとなり、この場をお借りし

てお詫び申し上げたいと思います。この反省をまた次回

に生かしたいと思います。 
 

 最後になりましたが、参加くださいました全国の会員

の皆様をはじめ、システムの構築に多大なるご尽力をい

ただきました兵臨技広報部の皆様、座長をつとめていた

だきました大阪大学医学部附属病院の堀田真希先生、素

晴らしい講演をいただきました宿谷先生にあらためて御

礼申し上げます。 

集計結果をその場で解説 
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熊本地震対応は次のステージへ 
本会報では、平成28年5月1日号（Vol.22No.9) で発災後の対策始動を初報、5月15日号

（Vol.22No.10) で「ゴールデンウィーク熊本地震エコノミークラス症候群フォローアップ検診＜

がまだせ！熊本ブルドーザー大作戦＞を続報、さらには6月1日号（Vol.22No.11) で「熊本地震に

おける支援の御礼」（熊本県臨床検査技師会長の寄稿）を掲載してきました（いずれもJAMT 

MAGAZINE 2016・7月号参照）。 

その後の動きについて今回ご紹介します（①②③⑥はいずれも理事会報告、承認済み）。 

 1  被災地支援募金の受付を終了、日本赤十字社へ納付（6月30日1,310,198円） 

 2  ４-５月の活動集計を終了、行動参加者総数183名、総費用8,470,079円 

役員 4名 

事務局 2名 

医師・看護師 5名 

全国会員技師（九州支部外） 40名 

九州支部会員技師（熊本県外） 57名 

熊本県会員技師・看護師 75名 

総計 183名 

旅費交通費 5,574,819円 

消耗品費 1,365,436円 

レンタカー費用 405,776円 

通信運搬費 213,842円 

保険料・特設サイト料・修理料ほか 410,206円 

熊本県への義援金 500,000円 

総計 8,470,079円 

 3  成果総括と今後の取り組みを決定 

平成28年熊本地震災害対策本部としての活動は、現地駐在派遣を手配した4月18日から現地撤

収した5月7日までの長期間にわたる活動により第一ステージが終了しました。 

その終盤で、熊本県熊本地震血栓塞栓症予防プロジェクト Kumamoto Earthquakes thrombosis 

and Embolism Protection (KEEP) Projectのメンバーに熊本県技師会幹部、支援に日臨技災害対策

委員会、協力学会にも日臨技が加えられるという成果を得ました。5月14日の西原村検診（8名

参加、熊本県5名、静岡県から3名参加を日臨技が要請）があり対応しました。以上、この対応

をもって日臨技の支援を終了とします。 

第二ステージからは、日臨技の関与について第一ステージから方式を変える必要があります。 

①活動主体は、本部機能、リーダー員機能、技師スタッフ機能ともに熊本県技師会であるべ

き。 

②熊本県外は、九州近県からの参加が移動負担も少なく、支部内相互協力の形式からも望まし

い。 

③九州圏外からの参加要請は、第一ステージと違い、日臨技としては行わず、費用も負担しな

い。熊本県技師会が募集枠を決めて九州圏外から要員募集する場合に、広報機能で協力する。

ただし、ホテル事情や移動時間・移動コストから、極力募集は抑制していただく。 

④九州圏外の技師会から派遣する場合、人材育成観点から費用面を当該技師会が負担する。 

⑤KEEP会議には活動計画・成果の理解のため、日臨技災害対策委員会から委員を1名派遣す

る。 

全国会員の善意ならびに都道府県技師会のご協力に深く感謝いたします。 
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 4  日臨技DVT検診マニュアル（第1版）を編集作成 

 5  第32回世界医学検査学会JAMT Scientific FESTA Booth１（震災ブース）で展示 

 6  被災会員（Aランク16名を先行審査）への見舞金支給及び会費減免申請を承認 

いつ、災害が発生しても統一

的な手順で対応できるため

に、熊本での活動内容をふま

えて作成し、第32回世界医学

検査学会のJAMT Scientific 

FESTA 震災ブースで公開し

ました。 

 

海外の学会参加者に英語によ

る展示・デモンストレーショ

ンで紹介し、大きな反響を得

ました。 

平成28年９月２日には、秋篠

宮同妃両殿下による震災ブー

スのご視察をいただきまし

た。 

 7  KEEPプロジェクトの中心メンバーとして熊本県内DVTフォローアップ検診に参加 

行政による被災証明発行の遅れもある中、第32回世界医学検査学会期間中に急遽、共済制度委員会

を開催のうえ、全壊または大規模半壊のAランクの被災会員への申請承認審議を行いました。100名

を超えるといわれる他の被災会員への審査も年内に終える予定です。 

避難所の集約も進む中で、５月14日、６月18-19日、８月19-21日とKEEPプロジェクトの検診活動が

行われました。直近では９月22日（木）に熊本市民病院、益城町体育館、益城町保健センターの３

か所で約160名の被災者の「５ヵ月一斉検診」が行われました。これには、九州支部管内から40名

を超える臨床検査技師が参加しました（写真の赤いジャケットはすべて臨床検査技師）。 

 

熊本では、仮設住宅の建設・入居

が始まり、検診の実施スタイルを

含め、新たな工夫が求められると

ともに、中越・東日本のフォロー

アップ検診例のように長期化も視

野に入れる段階に入りました。運

営上の財政面の担保も課題となり

ます。 

 

なお、KEEPプロジェクトでは、

発災から１年を迎える平成29年４

月22日(土)～23日(日)に『熊本地

震シンポジウム2017』の開催も検

討されます。  
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 病棟業務導入の取り組みを開始した施設や既に実践している施設の事例を収集し、導入までの経過、実際の運用などについてシリー

ズで紹介します。 

 第7回目は前回に引き続き、臨床検査技師による検体採取等に関する厚生労働省指定講習会を修了したのち、業務拡大として実際に

検体採取を病棟で展開した事例です。特に直腸からの採取について詳細を紹介します。  

事務局政策調査課 板橋 匠美 

第３回 

 各分野の職域拡大に関する日臨技の取り組みをシリーズでご紹介します。 

■  病棟業務の取り組み７ 

【施設名】 
 独立行政法人国立病院機構 八雲病院 
 

【病院概要】 
当院は、北海道随一の小児期発症の神経筋疾患専門マネジメ

ントセンターで、筋ジストロフィー120床、重症心身障害児

（者）120床の慢性期医療の病院です。筋ジス病棟を中心に全体

で140台を超える人工呼吸器が稼働しています。そして、気管切

開をしない（NPPV：非侵襲的陽圧換気療法）人工換気療法は国

内外で評価されています。外来は全て予約制で、北海道内だけ

でなく、本州からも多くの方が来院されています。 

【検査部概要】 
 当科は技師２名で業務に当たっています。検体数は１日平均

10件程度で多くは有りませんが、疾患の特質から研究項目を加

えるなど付加価値の高い検査を目指しています。 
 

【実践している取組み】 
筋ジストロフィーは筋肉の崩壊が激しい年少期では筋肉由来

のAST、ALTが混在するため、測定値が上昇します。したがっ

て、肝機能の評価が出来なくなるため、肝特異的なイソクエン

酸脱水素酵素（ICDH）を自家調整し生化学自動分析装置で測定

しています。また、成人期では筋肉量が健常人の10分の１程度

に減少しますので、クレアチニンでの腎機能評価は不可能なた

め、近年保険適応になったシスタチンCを15年ほど前から測定し

活用していました。当院に入院されている方々はすべて全介助

であり、必要以上のベッドから車椅子やストレッチャーへのト

ランスファーはスタッフへの負担と落下や骨折などの危険性が

増大します。ですから、外来以外の生理学的検査は病棟で行っ

ています。呼吸機能検査として、呼吸耐力予備指数（BITI: 

Breathing intolerance index）を測定しています。聞きなれな

い検査ですが、呼吸筋が疲労に陥りやすい状況か評価する指標

で、人工換気療法開始の参考の一つとして使われています。重

症度の高い患者さんは頻回の喀痰吸引や経管栄養など医療ケア

が多いため、短時間の脳波検査では、アーチファクトばかり

で、情報の乏しい結果になることが多くあります。そこで、月

に２件ほどですが終夜脳波で対応しています。最近、本州から

福山型筋ジストロフィー（FCMD）の患者さんが、人工呼吸器の

条件や車いすの調整のため、短期入院されるケースが多くなっ

ています。FCMDはてんかん発作を併発する場合もあるので、脳

波検査が必要になります。呼吸不全のある患者さんへの睡眠導

入剤の使用はリスクがあります。当科では、人工呼吸器を使用

している状態で終夜脳波検査を行って対応しています。遺伝性

疾患において、原因遺伝子の証明は、発端者だけでなく、その

同胞にとっても重要な情報です。当院では25年ほど前から、神

経筋領域の遺伝子解析を行っています。当科では研究の補助と

して、PCRやシーケンスなどを受け持っています。平成27年３月

に検体採取等の関する厚生労働省指定講習会を受講し、同年12

月から院内感染防止の一環として直腸便の採取を開始しまし

た。 
 

【導入までの経緯】 
当院の入院患者さんは重症度が高く、多くの方は自力で動く

ことができません。歩行などの運動は腸の蠕動運動を促します

が、自力で動けない方々は腸の動きが悪く、排便し難くなりま

す。そのため、恒常的に下剤の服用や浣腸などによる排便コン

トロールが重要です。したがって、多くの患者さんたちの便は

軟便であり、ノロウィルスの初期症状が分かり辛い事がありま

す。実際、重心の患者さんでは嘔吐によってノロウィルス感染

に気づくケースが多いです。筋ジスの患者さんでは、筋力低下

の為か嘔吐するケースはごく稀で、本人の訴えが重要です。院

内感染の防止として、発症者の予防的な隔離とノロウィルス検

査による感染の検証を行います。なかなか排便が無い場合の対

応として、直腸便の採取を当科が受け持っています。事前に技

師が検体採取の講習について医局に伝えてありましたので、依

頼されたのだと思います。 
 

【実際の運用】 
医師の指示で検体採取が

当科に依頼されます。技師

は専用の滅菌綿棒とジップ

付きビニール袋を持って病

棟に赴きます。病棟設置の

ディスポーザブルなビニー

ルグローブ、フェイスマス

ク、予防衣を着用して隔離

部屋に入室し検体を採取し

ます。重心病棟の患者さん

は意思疎通が困難であり、体

動が激しいので、抑制のため

病棟スタッフに応援をお願いします。採便後の綿棒は、あらか

じめ口を開いておいたビニール袋に入れるなど、袋の外側が汚

染しないよう配慮します。退室時には、検体以外の使用したも

のを感染性廃棄物として汚物入れに入れます。この様な一連の

動きは、看護師さんが習得しているガウンテクニックに学ぶ点

が多くあります。 
 

【実践後の課題あるいは他職種からの取り組みへの評価】 
直腸便での検査は稀ですが、感染拡大防止の観点から、判定

の迅速化への取り組みとして評価されています。 
 

【実践したことによる課題】 
イムノクロマト法では血液や粘液などの混入状況で、検査結

果に影響を及ぼす場合があります。新しい試みですので、技師

が実際に検体を採取して、検体の性状を観察し、病状と結果を

確認しながら矛盾がないか考察する作業が大切であると思いま

す。 
 

【結語】 
嘔吐や下痢は循環血液量や薬剤の血中濃度を不安定にしま

す。心不全の進行した筋ジスでは脱水による腎前性腎不全に陥

る可能性がありますし、重心ではてんかん発作の再燃が懸念さ

れます。この様に、基礎疾患の重篤化を防ぐ意味でも、今回の

取り組みは医療のニーズに適うと考えます。看護やリハビリ

テーションでは神経筋疾患への取り組みが活発です。私共も検

査技師の職能を生かして参加したいと思いますし、職域拡大の

ヒントがあると感じています。 

八雲病院 研究検査科血液主任 青栁 智幸 

汚染されたグローブでビニール袋

の外側に触れないように工夫 
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第65回学会・各支部学会で企画されている病棟業務推進ミニシンポジウムの座長推薦演題を紹介していきます。 

前回に引き続き、第65回医学検査学会での３演題を紹介します。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ③～ 
  
 
 

「当院における病棟業務へのかかわり」  

演者 中村知世（医療法人永広会 島田病院)  

座長 工藤岳秀、柴田昭浩     

座長推薦理由：整形外科専門病院（100床未満）、検査技師

３名。検体採取は指定講習会が始まる前から既に行っており、

電子カルテで検査オーダーの確認作業や採血管等を病棟に届け

て管理も行っている。術前・術後のデータから異常値があれば

電子カルテのメールシステムを利用して係わる職種へ報告をし

ており、病棟とチーム医療を重視した活動を活発に行ってい

る。 

【病院概要】 

 当院は整形外科に特化し、リハビリテーションの充実

した運動器ケア病院である。一般病床 43床（DPC対

象）、療養病床45床（今年5月オープン）、１日平均

363.5人の患者が来院し、月間手術件数は外来５件、入

院136件あり、平均在棟日数はそれぞれ8.4日、23.5日と

なっている。（データは平成28年６月実績） 

【検査課概要】 

 常勤４名、週２～３日の非常勤３名の臨床検査技師が

勤務している。業務内容は外来採血、検体検査（生化

学、血液、尿、凝固、グラム染色）、生理検査（心電

図、呼吸機能検査、血圧脈波検査、超音波検査）をおこ

なっている。また委員会活動は感染対策、医療安全、輸

血療法、労働安全などの委員会へ参加し多職種との連携

を図っている。 

【病棟業務へのかかわり】 

①検体採取：医師の業務補助として真菌鏡検のための皮

膚・爪の採取、インフルエンザ検査のための鼻汁採取を

早くからおこなってきた。技師自身の検体採取は納得の

いく箇所から検体を得ることができ、検査に対する責任

感がより増すと考え推進してきた。 

②生理検査：依頼があれば病棟へ出向き検査をおこなっ

ている。 

③採血準備：病棟の採血管準備は電子カルテで採血予約

状況の確認をおこなう。クリニカルパス使用により術後

何日目に採血があるか、注射や点滴の処方、食事、退院

予定日などをシートとして電子カルテ上で確認すること

ができる。それを元に、軽快しすでに退院している患者

の採血指示削除や入院予定の採血指示漏れをチェックし

ている。 

④異常値報告：当院で決めている異常値、細菌培養（外

注）報告は、電子カルテの機能についている院内メール

を使って報告している。メールを送る対象は担当医だけ

でなく、麻酔科医、リーダー的立場の看護師、薬剤師、

臨床検査技師と多職種が異常値を迅速に知ることのでき

る体制にしている。メールの到着は電子カルテ画面に郵

便マークが点滅で知ることができ、誰に送られている

か、誰がまだメールを確認していないかも一覧で見るこ

とができる。メールではデータの報告だけでなく、それ

に関係する既往歴や次に追加する検査項目の提案なども

付け加え送ることにしている。 

⑤診療材料の補充：各種採血管、培養容器の使用期限や

定数を検査技師がチェックし補充をする。 

【これからの役割とかかわり】 

 「チームで患者を診る」ことに参画するには検査の知

識と他部署・患者とのコミュニケーション能力を要す

る。これらのスキルアップは検体採取時、生理検査施行

時の患者への対応、異常値報告でのメール内容の充実に

つながると考え、検査課内や技師会での勉強会を通して

これからも向上を図りたいと考える。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ④～ 
 
 

「当院での検査科の状況と他部門とのかかわり方 

～一人技師でも業務拡大は可能なのか～ 」  

演者 宮原瑞恵(さくら病院 )    

座長 工藤岳秀、柴田昭浩     

座長推薦理由：療養病床（164床）、検査技師１名。病棟で

は採血管準備・検体採取・心電図・超音波、外来では企業健診

等を積極的に実施している。検査室外の業務を自ら見つけて実

行し、他部署との信頼関係をお互いに協力し合いながら築き上

げて連携を保っている。１人技師でも大人数でも他部署とのコ

ミュニケーションが必要であり重要なツールと言えよう。 

 病棟業務推進活動において『一人技師でも業務拡大は可

能である。』との思いを私の体験を交えて伝えたい。 

当時（約20年前）２名の技師で検査業務のみ行ってい

た。パソコンを勉強し、感染対策の資料作成、各委員会書

記、入院患者病棟管理表作成の業務を受け持ち、病棟業務

開始は約15年前の検体容器作成（翌日予定検査分）からス

タート。現在は一人技師で『技師』・『役職者』・『衛生

管理者』として日々の業務にあたっている。『技師とし

て』の部分は大勢の方達と変わりないと思うが、「一人技

師なのに役職者？」と思われる方もいるかもしれない。役

職者の名称がついたのは、当時の病院長より「意見や不満

はないか？」との問いに「平の技師が堂々と検査科の意見

を発表できる場所がない。」と返答。直ちに『役』が付

き、会議等に出席し意見を述べる環境ができた。会議に出

席することで、検査科の現状が他部署のスタッフにも知ら

れるようになり（それまでは何をしているか謎だったらし

い。）、週に２回は会議に出席（資料作成および書記業

務）。一人技師になってからもしばらく続いたが、企業検

診（検体検査、個人報告書作成、請求書作成）の増加及び

透析の導入（十数名より開始し、現在60名程度）で検査業

務が増加したため、会議での書記の役割を減らしてもらっ

た。しかし、各委員会の担当医師より、感染委員会対象菌

陽性者の培養検査実施計画（最低月１回検査）、薬剤管理

対象患者の検査実施計画(３ヶ月毎検査)、栄養管理対象者

の検査実施計画画（３ヶ月毎検査）等の依頼が徐々に増

え、業務が減ることはなかった。その後（約５年前）前任

の衛生管理者が退職し、病院側より衛生管理者の資格を取

るよう依頼され、『衛生管理者』としての役割が増えた。 

（次ページへ続く） 
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 業務増加においては、ただ『待ちの姿勢』ではなく努

力もした。企業検診をスタートさせる際、請求の為に医療

事務の勉強、およびデーターベースを作成し、検査結果を

手書き報告から印字式に変更。問い合わせや雑用の依頼に

は迅速に対応。業務を円滑に行う為に他部門に協力を依

頼。時に医師より「たれが決めたんだ～。」「検査技師に

言われたくない。」と罵声を浴びせられても、時には強気

で返答し、時には２～３歩下がり返答。仲の良い他部門の

スタッフ（医師も含む）に愚痴（自分の考え）を言い、検

査科の城だけは守ってきた。『出来ることは迅速に行

う。』『出来ないことはきっぱり断る。』この姿勢の成果

で「仕事が早い」「任せておけば大丈夫」との声に変化

し、現在も業務拡大中である。 

『一人技師でも業務拡大は可能である。』と発言した

が、そこに行きつくまでには、自身のスキルアップはもち

ろん、そのスキルを他部門に広めていくために『お手伝

い』という形でコミュニケーションを図っていった。『業

務拡大は技師の人数の問題ではなく、自身のやる気が大き

なカギ』である。現在ではなく未来の働く技師の為に、

『何ができるか』『何が必要か』自問しながら業務拡大中

である。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑤～ 
 
 

「当センターにおけるチーム医療及び 

業務拡大への現状と今後の取り組み  」  

演者 荒川正子（とちぎリハビリテーションセンター）      

座長 工藤岳秀、柴田昭浩     

座長推薦理由：120床、検査技師３名。病棟と外来で、採

血、集荷、検体採取を行っている。チーム医療ではICT、リスク

マネージメント委員会、経営改善WG、褥瘡委員会に参加してい

る。検査室外の業務を積極的に実行し、他部署との連携に努め

ている。 

【はじめに】 
 近年、チーム医療としての臨床検査技師の役割、業務

拡大が求められており、当センターでも様々な取り組み

を実践してきた。今回の発表では、採血業務への参入、

看護師対象の研修会開催、看護師が臨床検査技師に希望

する業務のアンケート調査等の取り組みについて報告し

た。ここでは、この中から、今年度、初めて開催した看

護師を対象とした検体検査研修会について報告する。 

【検体検査研修会開催の経緯】 

 当院の針刺し事故マニュアルでは、事故が発生し、当

該患者のHIVが不明の場合、患者及び事故者のHIV検査を

緊急に実施する必要がある。日勤時間帯は検査科、時間

外は看護師が検査を実施する。これまでは、年度当初、

新規に当直勤務に入る看護師を対象に講習を行ってきた

が、実際の運用には、全ての看護師がマニュアルを理解

して採血、検査ができることが重要である。そこで今

回、看護師を対象にマニュアルの理解と血液検体を使用

したHIV迅速検査を体験することを目的に検体検査研修会

を企画した。 

【実施概要】 

目的：針刺し事故マニュアルを理解し、検査科不在時間    

帯にHIV迅速検査ができる。 

対象：当直・夜勤・休日勤務のある看護師62名 

講師：検査科職員３名 

開催場所・回数：中央検査室・10回（各回６～８名） 

研修時間：約１時間 

内容：検査科で作成した「針刺し等の汚染事故発生時の

対応マニュアルの運用について-時間外の採血・検査-」

を使用し、針刺し事故マニュアル、対応フローチャー

ト、検査科に常備されている事故用採血セット・検査

セットの保管場所及び使用法を説明した後、参加者全員

が、実際の血液検体と検査科に常備していて使用期限の

切れた検査キットを使用してHIV検査を実施した。 

【研修会の実際】 
 トレーニングは採血管のふたの開け方から始まり、ス

ポイトの使い方、血液を落とす場所の指示等、基本的な

操作が中心であった。一連の検査手順を他職種に説明し

実施させることの難しさを実感した。参加した看護師は

事故発生時に当事者となることから積極的に取り組んで

いた。実際に検査を体験したことで事故発生時の対応に

余裕が出る、など看護師の感想は概ね好評であった。 

【まとめ】 

 今回の研修会で中央検査室に始めて入室した看護師も

いて、研修会は毎回検査室の案内から始まった。15分の

反応時間には看護師からHIV検査のみならず、検査全般に

ついての日頃の疑問、検査室についての意見を聞くこと

ができた。この研修会を機会に看護師に検査室を身近に

感じてほしいと考える。現在、前述した「看護師が臨床

検査技師に希望する業務のアンケート調査」を実施中で

あり、この結果も踏まえ、今後も看護部を含む他部門と

連携してこのような研修会を企画していきたい。 

 

 ここで①にある院内巡回する感染制御チームは、「感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染

管理に関する十分な経験を有する看護師（感染症防止策に関する研修を受けたものに限る）並びに病院勤務

に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていることとされていて、臨床検査

技師も担い手のひとりです。 

（政策調査課） 

【感染防止対策加算】に関する以下の疑義解釈がだされている。 
 

〈問57〉感染防止対策加算において、感染制御チームによる１週間に１回程度の院内巡回が施設基準として規定されたが、 

 ① 院内の巡回は施設基準で定められている構成員全員で行う必要があるのか。 

 ② 院内巡回は、毎回全ての部署を回らなければならないのか。 

〈答〉① そのとおり。 

② 必要性に応じて各部署を巡回すること。なお、少なくとも各病棟を毎回巡回するとともに、病棟以外の各部署につ

いても巡回を行っていない月がないこと。 



（編集後記） 神戸でのIFBL、日本医学検査学会、日本臨床検査学教育学会、そして今年は日本臨床検査医学会も

同時開催と大変な１週間でした。準備に取り組まれてこられた学会関係者の皆様本当にお疲れ様でした。無事終了

し、海外からの参加者も日本の「おもてなし」を楽しまれて帰国されたことは想像に難くありません。秋は学会シー

ズン。息つく間もなく横浜で自動化学会が開催され、日臨技支部学会も各地で開催されます。食欲の秋でもあります

が、脳にも栄養を補いましょう。                                 【横地】 
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◆入会手続きについて 

・Webで入会手続中の方 
 情報入力後に表示される入会申込書、年会費口座振替依頼書を確認、印刷して速やかに日臨技事務局まで郵送して

ください。書類が到着しない場合は３か月で入会申請データが削除されます。 

 ※口座振替依頼書の「金融機関お届け印」には必ず押印をお願いします（ゆうちょ銀行の場合でもお届け印は必要です）。 
 

・臨床検査技師免許を申請中で入会された方 
 速やかに臨床検査技師免許証または登録済証明書のコピーを郵送もしくはＦＡＸにて日臨技事務局へご提出ください。 

 ※提出いただけない場合は、免許番号なしとなり年度末で自動退会となります。 
 

・これから入会手続きをされる方 
 平成28年度（平成29年３月31日まで）の入会手続きは１月末までです。年会費の月割等は行っておりませんので早め

の手続きをお願いします。 

 平成29年度（平成29年４月１日から）の入会受付は１月開始予定です。 

 ※手書きの入会申請書を使用される場合は必ず入会年度を記入してください。 
 

◆各種変更手続きについて 
・年会費振替口座の変更をされる方 
 当会ＨＰより「会員異動届」と「年会費口座振替依頼書」をダウンロードし、ご記入のうえ日臨技事務局までご郵送くださ

い。会員専用ページからは口座登録情報の変更はできませんのでご注意ください。 

 ※平成29年度年会費の振替口座を変更される方は平成29年１月10日までに口座振替依頼書をご郵送ください。 
 

・勤務先施設を変更される方  
 施設番号がある施設の場合は会員専用ページより手続きが可能です。 

 施設番号がない場合は当会ＨＰより「会員異動届」、「施設登録用紙」をダウンロードし、ご記入のうえ日臨技事務局まで

ご郵送ください。「施設登録用紙」のみ提出の場合は会員情報は変更されませんので注意ください。 
 

・都道府県を異動される方 
 都道府県の異動は会員専用ページにてご自身で行うことができます。ただし、年度途中での移動の場合、都道府県技

師会によっては活動費や年会費が発生することがありますので、事前に入会希望の技師会へお問合せをお願いします。 

 ※平成29年度の所属都道府県技師会を変更される方は、平成29年１月31日までに４月１日入会を設定して異動の手

続きをお願いします。それ以降に変更された場合は、平成29年度年会費の請求データを作成した時点で所属していた

都道府県技師会の年会費が請求されますのでご承知おきください。 
 

◆退会について 
・会員専用ページから退会手続きをされる方 
 都道府県技師会と同時退会するかを選択することが可能です。退会入力が完了しましたら、退会届がＰＤＦで表示され

ますので会員証を添付のうえ日臨技事務局へご郵送ください。 
 

・退会届の提出のみ（紙のみの提出）で手続きをされる方 
 日臨技のみの退会となります。都道府県技師会も同時に退会をご希望の場合は、所属都道府県技師会にお問合せのう

え規定に従って手続きをお願いします。 
 

・平成28年度で退会を予定されている方 
 平成29年１月31日までに退会申請を行った方は、平成29年度年会費の口座振替が停止されます。2月１日以降に退

会申請を行った方は、いったん口座振替が行われますのでご注意ください。返金等手続き方法につきましては今後ＨＰに

てお知らせします。 


