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横地常広 

Vol.22No.21                会報JAMT ホームページ掲載                 平成28年11月1日号 

本年も日臨技各支部で医学検査学会が開催されています。今回は前半に行われた３支部の報告を掲載します。 

平成28年度 近畿支部医学検査学会報告 

 平成28年度日本臨床衛生検査技師会近畿支部医学検

査学会(第56回)が一般社団法人和歌山県臨床検査技師

会担当にて、平成28年５月14日（土）・15日（日）の

２日間、和歌山市の「和歌山県JAビル」並びに「新橘

ビル」において執り行われ、参加者1,071名と大盛況

のうちに無事終了することができました。 

 本学会は、例年新人技師からベテラン技師まで幅広

く参加されておりますので、今回は特に次世代を担う

技師が、本学会で成長してもらえるように学会のテー

マを「臨床検査の進む道」～高めよう検査力！育てよ

う人間力！～と致しました。現在、日本臨床衛生検査

技師会では検査説明、相談のできる技師育成や検体採

取など、臨床の現場で患者さんと相対する業務が増加

してきており、これからの臨床検査の可能性について

も討論できたのではないかと思います。 

 学会内容といたしまして、一般演題107題、シンポ

ジウム６題、教育セッション11題、パネルディスカッ

ション６題、特別講演１題、また各メーカーから協賛

いただきランチョンセミナー14題、機器・試薬セミ

ナー(スイーツセミナー)６題、28社の企業展示などを

執り行いました。 

学会長 竹中 正人  

実行委員長 大石 博晃 

なお、本学会は、第59回日本臨床検査医学会近畿支部

総会、第36回日本衛生検査所協会近畿支部学術研究発

表会との同時開催でもあり、３団体合同企画として

「R-CPC」において２症例を臨床検査医会の先生から

出題、解答者は臨床検査技師が努め、大勢の参加者に

加わっていただくことで活発な症例検討となりまし

た。 

 総合管理のパネル

ディスカッションで

は、女性の職業生活に

おける活躍の推進が叫

ばれる昨今、臨床検査

技師は女性の占める比

率が高い職種であるに

もかかわらず、女性リーダーは決して多くありませ

ん。それらについて「男女共同参画から見た女性リー

ダー・管理職人材育成」というテーマで愛知県から中

村技師、椙山技師にも参加いただきディスカッション

を行いました。結果、女性技師の現状と育成における

課題とこれからの女性技師の姿が垣間見られたように

思いました。また、「検査説明・相談ができる臨床検

査技師育成～当院での取り組み～」では、検査説明を

色々な形で実施している５施設から実際の取り組みを

講演していただきました。今後取り組んでいく施設に

参考になったようです。 

 また、発表だけでなく若手技師に向けての企画とし

て各部門で教育セッション枠を設け、基本的に学んで

おきたいことを講義していただきました。 
  

 最後に、本学会開催にあたり諸事ご多端の折に広

告、展示などにご協賛いただきました賛助会員の皆

様、学会企画運営に携わっていただいた近畿支部会や

当会会員の皆様に心より感謝申し上げます。 
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平成28年度 北日本支部医学検査学会報告 
学会長 渡邊 博昭   

実行委員長 桑原 喜久男 

 平成28年10月１日（土）、２日（日）の会期で朱鷺

メッセ新潟コンベンションセンターにおきまして平成

28年度日本臨床衛生検査技師会北日本支部医学検査学

会第５回を開催いたしました。秋晴れの中、約1,100名

のご参加をいただき、大過なく盛会のうちに終了でき

ました。これもひとえに講師、座長の皆様、企業様の

お力添えのおかげと実務委員一同、感謝申し上げま

す。 

 本学会は『次世代医療の扉を開くToki～臨床検査イ

ノベーション～』をテーマに特別講演、教育講演、シ

ンポジウム、パネルディスカション、教育カンファレ

ンスを企画いたしました。 

 根底には超高齢者社会を迎えた我が国において、

我々、臨床検査技師が社会から求められる姿は何か？

それは新たに法制化された検体採取や、検査説明・相

談事業、病棟での臨床検査技師業務からも伺えるよう

に、検査結果に責任を持つのは当然、それに加え検査

に付随した事案を私達、臨床検査技師が自ら行い、

チーム医療に参画して他職種と力を合わせる事が求め

られています。特に日臨技が推し進める病棟業務を主

座に据え『病棟業務ミニシンポジウム』、『シンポジ

ウム病棟業務実証報告～私たちが目指す究極のチーム

医療とは～』を企画しました。会場に入りきれないほ

ど多くの会員からご参加いただき、熱気の中で質疑応

答が活発に行われておりました。 

 求められる臨床検査技師像に添える人材の育成もま

た、急務であると認

識しており、特別講

演『次世代医療を支

える人材の育成』を

企画しました。人材

育成は一朝一夕でか

なうとは思えません

が、本学会を通じ

て、皆で手を携えて向かっていく方向は確認できたの

ではないかと考えます。 

 一般演題に130演題の応募をいただき、各会場におい

て日頃の研究成果の発表が行われ、活発な質疑応答が

なされました。学会を通じてinspireされた事を種に大

きな花を咲かせていただければ幸いです。本学会では

学生からも一般演題を応募いただきました。是非、臨

床検査技師として職についてもこの姿勢を続けていた

だきたいと思います。 

 

 参加者の皆様、機器展示発表会等にご参加いただき

ました企業様から、良い学会であったとお褒めの言葉

を頂戴しており、実務委員一同、大変喜んでおりま

す。また、学会期間中は至らぬ点もあったかと思いま

すが、何卒、ご容赦下さいますようお願い申し上げま

す。 

 

 最後に、学会にご参加いただきました皆様、開催に

際してご協力賜りました賛助会員各位、機器展示発表

会にご参加いただきました企業様各位、そして学会企

画、準備、運営に携わっていただきました実務委員、

皆様のこれからの益々のご活躍とご多幸を祈念してお

ります。 
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平成28年度 九州支部医学検査学会報告 学会長 堤 玲子 

実行委員長 内田 尚美 

 平成28年度日臨技九州支部医学検査学会は、佐賀県臨

床検査技師会が担当し、10月８日（土）９日（日）の

２日間、佐賀市文化会館にて開催しました。参加者は

学生149名を含む1,150名でした。 

 学会テーマは「極」、サブテーマは「未来を拓く検

査のヒカリ」としました。 

 教育講演では九州大学大学院と佐賀大学の医師によ

る最新で高度なお話しを聞くことができました。 

 部門企画のシンポジウムやパネルディスカッション

では、基礎から医療安全まで幅広い内容で、会場内で

は熱い討議が繰り広げられました。血液部門の症例カ

ンファレンスでは、司会者・出題者・回答者・コメン

テーターを九州支部内の全県からお願いしました。事

前に学会ホームページに症例を掲載したことにより、

多くの方が閲覧して参加されました。技師だけでなく

医師によるコメントも聞くことができ、『ビギナーか

ら「極める」へ』のテーマ通りの充実したカンファレ

ンスとなりました。 

 特別企画では、社会問題でもある人材育成につい

て、基調講演とパネルディスカッションを行いまし

た。基調講演では、我が国の社会情勢に鑑み、近い将

来の医療における臨床検査技師の在りを考える機会と

なりました。３名のパネリストはそれぞれの観点から

人材育成について講演され、会場からの質問にもお答

えいただきました。人材育成について何らかのヒカリ

を見つけていただけたら

幸いです。 

 文化講演は佐賀県出身

で柔道家の古賀稔彦氏に

ご講演いただきました。

古賀氏はバルセロナオリ

ンピック金メダリストで

す。この文化講演は公開

講演として開催しまし

た。当日はお足もとの悪

い中、多くの市民にお越

しいただきました。日臨

技季刊誌Pipetteの2016・ 

秋号では古賀氏の対談が掲載されております。来場し

ていただいた皆様にはこのPipetteをお渡ししました。 

 一般演題は129題と多くの登録がありました。九州支

部内だけでなく他支部や学生の登録もありました。Web

抄録で多くの会員が検索し、会場内では活発な質疑が

行われました。  

 日臨技企画の「術中モニタリング」や「病棟ミニシ

ンポジウム」は多くの会員が聴講されました。これは

臨床検査技師として会員が必要性を感じている業務で

す。この学会での企画は大変重要であったと思いま

す。  

 また、日臨技企画として支部学会での養成校学生参

画がありました。当学会では「学生セッション」とし

て企画しました。まず、九州支部内養成校12校すべて

の最終学年学生にモチベーションについてアンケート

調査を行いました。同時に養成校担当者様にもアン

ケート調査をお願いしました。回答は選択式だけでな

く記述式も取り入れ、日臨技に求めること、臨床検査

技師の地位について、人口減少社会における学生の確

保について、多くの意見がありました。これは「学生

セッションアンケート調査報告書」にまとめ、当日来

場者にお配りし、会場内で報告しました。次に、学生

シンポジウムを行いました。テーマは「学生としての

現 状 と 卒 業 後 の

私」、司会は日臨技

役員、シンポジスト

は学会場近郊４県４

校の学生４名としま

した。抄録作成から

発表まで多くの準備

をされた様子が伺え

ました。このシンポジウムはシンポジストの学生に

とって大きな良い経験になったと思われます。最後

に、日臨技役員による講演を九州支部長にお願いしま

した。日臨技の全体像から未来社会における臨床検査

について講演されました。これは、卒業後の日臨技入

会促進につながると思われます。 

 中高生向け進学支援ガイダンス事業については、

ブースを設置し、養成校のパンフレットおよび日臨技

のリーフレットを置き、来場者にお渡ししました。

「学生セッション」にもご参加いただき、養成校学生

や日臨技役員の講演をお聞きいただきました。 
 

 本年４月、熊本県を震源とする大地震が発生しまし

た。本学会では参加者全員の支援の心は一つだと現す

ため、九州バッジを配布し、目立つ場所に着けていた

だきました。 
 

 最後になりましたが、本学会の開催にあたりご支援

ご協力いただきました皆様に衷心より感謝申し上げま

す。 
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IFBLS2016（第32回世界医学検査学会）に併催 

 学生時代から世界に触れることで視野が広がりますが、学生

が世界の臨床検査について知ることはなかなかできません。日

本で世界学会が開催されることを機会に、日本の学生達にも世

界を身近に感じてもらおうと、日臨技では、９月２日（金）の

午後、神戸国際展示場会場１号館２階にて日本人学生向けイベ

ントを企画し、900名を超える学生と教員が参加されましたの

で、概要を報告いたします。 

国際WG委員 坂本 秀生  

（神戸常盤大学保健科学部医療検査学科） 

学生ランチョンセミナー 
 

 現在はがん研有明病院の技師長をお務めで、IFBLS前会

長の小松京子先生より、日臨技代表として活動された

IFBLSでのご経験をもとに、「臨床検査技師のグローバル

化とは」とのタイトルで、多数の写真と共に臨床検査技

師がどのように世界で活動できるか紹介して頂きまし

た。ペンギンの集団行動に例えた各国のお国柄紹介は学

生にも分かりやすく、ユーモアある内容ながらも具体的

で印象的でした。 

 また、IFBLS会長を含めIFBLSの役員を多くの女性が務

めている現状は、会場でも多数を占めた女子学生達には

モチベーションが上がったのではないでしょうか。 

 ついで2015年から日臨技が行っている短期海外留学支

援事業で現地研修に参加された、名古屋大学医学部附属

病院の武村和哉先生の出番です。「日臨技短期海外研修

に参加して」とのタイトルで、アメリカの臨床検査制度

の紹介に続き、シカゴでの研修体験談を多数の写真を交

えながらアメリカの臨床検査室紹介、臨床検査研修の醍

醐味を紹介されました。この研修制度はアメリカ臨床病

理学会（ASCP）が受け手としてシカゴの病院との仲介を

され、日臨技は現地での滞在費用を支援しています（渡

航費は本人負担）。臨床検査技師が他国の臨床検査室で

研修させて頂く機会は滅多になく、この話を聞いた学生

達が将来はこうした海外留学にも参加してくることを願

います。 

国際学生セミナー 
 

 IFBLS2016では、正式プログラムの１つに国際学生

フォーラムがあり、これに、ノルウェー、スウェーデ

ン、デンマーク、韓国、台湾からの代表学生と、日本か

らはホスト国として選抜された８名の代表学生が参加

し、共通テーマで発表しディスカッションを重ねまし

た。 

 本セミナーでは、この国際学生フォーラムでせっかく

来日された学生達から、５カ国の臨床検査事情と臨床検

査学生の様子を英語で紹介してもらいました。スライド

毎に和訳したスライドを用い、サポータ―として日本代

表学生がその内容を通訳のように見事に訳して紹介して

くれました。 

 本セミナーでは司会も日本人代表学生が務め、進行や

内容を学生同士でディスカッションして決めるなど、代

表学生達は出会って間もない時間で手際よくまとめまし

た。臨床検査を学ぶという志が同じだと、国境を超えて

あっという間に打ち解ける親和性の高さと柔軟さに驚き

ました。 

 臨床検査技師になるのに国家試験がなく登録制の国、

生理検査は臨床検査技師の業務では無いなど、他国の様

子を実際に知るだけでなく、同年代の日本人学生が英語

でコミュニケーションを取っている姿は、多くの学生や

教員にもよい刺激になったのではないでしょうか。 

 本セミナーの後は、会場を移動せずにIFBLS2016の開会

セレモニーと田中耕一先生の特別記念講演を同時中継で

全員が視聴しました。この日は国内学生達にとって、記

憶に残る１日となりました。 

満員となった会場の様子  

ランチョンセミナーで発表する小松先生  

国際学生セミナーで発表するノルウェーと日本代表学生  
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 アメリカの資格を有してない者が臨床研修する際、医師はECFMG、薬剤師はFPGEE、看護師はCGNFSとのアメ

リカ外で教育を受けた者への試験に合格が必要である。ところが臨床検査技師にはこのような試験制度は2007

年まで存在してなかった。しかし、2007年４月にアメリカにおける臨床検査技師資格を承認する最大機関の

American Association for Clinical Pathology(ASCP) が国際資格として、ASCP International（ASCPi）制

度を設け、アメリカ外で教育を受けた者にも門戸が開かれ、日本も2009年から受験可能国となった。 

 日臨技では会員の国際感覚を養うことにも力を入れており、昨年度に引き続き、条件を満たす応募者から１

名を人選の上、ASCPの協力のもと２回目の「短期海外留学」を実施しました。 

国際WG委員 坂本 秀生 

（神戸常盤大学保健科学部医療検査学科） 

短期海外研修報告 

川口工業総合病院 

検査科 井上 直輝 

【１日目】 
10:30-11:30  

 Regulatory Compliance SpecialistであるKateに臨床検査に

関するルールおよび組織や業務の概要とコンプライアンスにつ

いての説明を受けた。検査業務がその専門度によって５分類さ

れ、役職者が成すべきことが詳細に決められている。また、業

務範囲における責任が明確になっている。その辺りはいかにも

アメリカらしい契約社会とも思えるが、きちんとした線引きが

されていて、責任の所在を曖昧にしないところが日本との違い

だろうか。 

 日本で言うところのサーベイはもっと興味深い。そもそも

サーベイとは呼ばずproficiency testingと呼ぶ。私は始めその

意味が分からず、話を聞きながら理解した。ホテルに帰ってか

らproficiencyの意味を調べ、「技術向上と標準化を目的に行う

テスト」という概念であることに驚いた。ルールがきちんと決

められ、ことなかれ主義で体面を気にするようなところはな

く、ダメなものはダメときちんと受け入れる。結果を見せても

らったが、不正解を恥じることなく、むしろ是正を誇らしく見

せてくれた。その光景は正解率を上げることより是正すること

を目的、つまり精度管理とか整合性というよりは個人または組

織の技能向上のために行われているように思えた。ちなみに結

果によって罰則はあるがそれを受けた人はいないらしい。 
 

11:30-15:30 

 輸血部を訪問。日勤帯は４人で業務。まず担当者から一連の

流れが説明され、実際に依頼があった業務を説明してくれたの

だが、まず、ストックする製剤量の多さに驚き、緊急用にRBCの

O型Rh(-)を在庫していることにも驚いた。驚いたことを並べれ

ばきりがない。血小板製剤の５単位オーダーを2＋1＋1＋1と混

ぜたり、細菌による汚染を検査したり、型違い(O型)を供給した

りする。全てが私の施設と異なる型破りなものだった。更にFFP

のオーダーを受けて、既に溶けた製剤を取り出したことにも驚

いた。予約していたのか聞くとそうではなく、期限間近の製剤

は溶かしてしまうという。全てが合理的の一言に尽きる。合理

主義とは聞いてはいたが、これはもはや私の想像を遥かに超え

ている。井の中の蛙、大海を…とはまさにこのことか。あまり

羅列すると日本で恥をかきそうだが、それ程何もかもが刺激的

だった。機器はimmcorの２台だったが、カラム法ではなく固相

法。なぜならコスト安だからと言っていたが、本音ではカラム

法が欲しいらしい。不規則抗体にはキャプチャー固相法を用い

るため凝集の見え方が逆になるなど、反応原理の説明も受け

た。 

 また、勤務シフトも面白い。7-15,15-23,23-7の3交替制。１

日８時間しか働いてはいけないから。ごもっとも。それを言わ

れると返す言葉もない。彼らとしては休憩も質を高めるのに必

要な労働ということなのか。そういう発想からして日本とは異

なる次元で働いている。 
 

【２日目】 
9:00-13:00  

 HLAを訪問。スタッフは4人、特殊検査なので夜勤業務はな

い。HLA技術専門家であるJaishreeがHLAの基礎を説明してくれ

た。私の職場では遺伝子学検査を扱っていないため、学生の時

に学んだきりで知識が乏しい。当たり前だが今回はそれをすべ

て英語での説明となる。私は彼女の英語に必死に食らいつい

た。HLAの位置やクラス１、２の辺りまではまだスムーズに聞

けていたが、さすがに遺伝子座や対立遺伝子などの専門用語を

織り交ぜてくると私の脳はその内容を理解するのに時間がかか

る。しかも話が進むにつれて専門用語の種類と頻度は増えてい

く。慣れない専門用語はどうしても１回その英語を日本語に訳

してしまうために時間がかかってしまうのだが、その都度

「ちょっと待って」と少しずつ頭の中で整理をしつつ話を進め

ていただいた。そもそも遺伝子を専門としていない人が、その

説明を英語で理解しろということを想像して欲しい。話を聞い

ているうちに、私の理解はとても大まかなのだろうけど、なん

とか話についていけている私自身に少し酔ってしまった。こう

言うと私が頑張っているようだが、実際はこの内容を私に理解

できるような英語で話してくれている彼女がすごいのである。

しかし、その時は内容の理解が精一杯でそこまで感じる余裕も

なかった。 

 彼女の忙しい業務の中、私のために時間を割いて戴いてい

る。適当な返事をして、なんとなく理解したような態度をする

のは無礼千万。100%には程遠いかもしれないが、私の中で理解

した内容に関する質問の１つや２つをぶつける位が礼儀だと思

う。だから恥ずかしい程の稚拙な私の質問にも、彼女は決して

嘲笑わず真摯に答えてくれた。きっとそういうやり取りが信頼

関係を築くのかもしれない。少なくとも、私はもっともっと内

容を理解したいと思い、わからないことを恥ずることなく話す

ことができた。 
 

13:00-16:00 

 化学を訪問。化学と言っても免疫のことだった。機器が5、6

台ある中で、私の職場でも使用しているアーキテクトi200SRも

あったが、ほとんどベックマンコールターだ。マネージャーで

あるKathleenに一通り案内され、各担当者からの説明を受け

た。始めに見せてもらったのは血中薬物。測定項目はタクロリ

ムス、シクロスポリン、シロリムス。これらの薬剤は臓器移植

をした後に使われる免疫抑制剤だという。それにしてはサンプ

ル数が多い。アメリカで臓器移植がどれだけ盛んに行われてい

るかが窺えた。午前のHLAにしても骨髄移植だけでなく他の臓

器移植をも目的としているのだ。後で調べるとタクロリムスは

筑波山の土壌で発見されたため、その学名は「筑波マクロライ 

（次ページへ続く） 
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ド系免疫抑制剤」から得ていた。なんと私の故郷、筑波。これ

がその場で言えたら、と思った。しかし実はその逆で彼女がそ

の薬剤を私に教えてくれたおかげで、私はそれを知り得たの

だ。次は感染症とホルモン。ベックマンコールターの機器を３

台使用している。免疫だけで機器の数がこれほどあるのだから

測定する項目の種類も多い。略語を見れば大体は分かるがその

発音にピンとこない。例えば「Rub-IgGって何？」と訊ねると

Rubellaと説明されたが、分からず後で調べると風疹だった。

いっそのこと学問ではきちんと英語で浸透して欲しいものだ、

と誠に勝手ながら自身の無知を棚に上げ文句が溢れてしまう。

他の人もそうだが「これ何？」と私が訊ねると、「ちょっと

待って」とインターネットで資料画面を開く。「全部覚えてい

るわけじゃないからね」と言うと、隣にいたスタッフがこちら

を向いて、くすくすと笑った。そういえば私も自身の業務全て

を説明できるわけではない。何かお互いに相感ずるところがあ

り妙な場面で和んでしまった。免疫を担当する私はもっとス

ムーズに会話ができると思っていたが、明らかなボキャブラ

リー不足。もう少し意思疎通ができたなら、もっと踏み込んだ

内容で話ができたのではないかと思うと少し悔しさが残る部署

だった。 
 

【３日目】 

9:00-13:00  

 本日の予定はcore labと言われ化学という部屋に案内され

た。血液学、生化学検査のとても広い部屋の中央で搬送システ

ムが検体を運んでいる。まずマネージャーであるCynthiaが簡単

に概要の説明をして、各担当者が案内をした。始めに血液学か

ら見せてもらうと、血算を１人で操作している。機器は全て

ベックマンコールター。自動血球計算機が２台と自動スライド

＆染色機が１台。さらにcellavisionという機器で目視を処理す

る。顕微鏡下血液形態のデジタル化ということか。 

 また日本ではあまり耳にしない珍しい検査をしていた。その

名を鎌状赤血球症スクリーニング検査という。輸血を見学して

いた時にもその病名を耳にしたが、やはり多民族国家のアメリ

カでは鎌状赤血球症が多いのだろうか。この病院はがんセン

ターも併設されていて、その検体は一般的な目視基準ではな

く、独自のもので運用されていた。次に血液像を見学。血液像

といっても顕微鏡は覗かない。先ほどの機器が読み込んだ写真

を人がチェックをする。だから顕微鏡はあるのだが置いてある

だけで、PCモニターで作業を進めている。考えもつかなかった

このシステムは私の興味を惹いた。モニターに映る白血球、赤

血球、血小板を観察する。白血球では撮った写真が自動分類さ

れていてその確認作業。分類不能細胞を人が分類し、自動分類

が間違っている細胞を訂正分類する。赤血球はその形態をレ

ポートし、血小板はその数を数える。モニターに映る細胞は

フォーカスを動かすことはできないが拡大ができるため、多く

の人と同時に議論がしやすいし、標本のデジタル保存が容易な

のも大きなメリットだと思う。 

 午後は血ガスと心筋マーカーの説明から始まった。血ガスは

ラジオメーターが２台。即時測定が原則だが、測定後は一時的

だろうか氷冷保存をしていた。話を聞いてどうしても違和感を

拭えないのが、Na,K,Clの呼び方だ。彼らはソディウム、ポタシ

ウム、クロライドと呼ぶ。どうやら私たちはドイツ語を使って

いるのだ。普段、私たちはどこの外来語なのかあまり気にして

はいないということか。心筋マーカーの機械はシーメンスが１

台。バックアップは免疫の部屋にある。ほとんどの分析器の上

に大画面モニターがぶら下がり、報告の遅い検体が表示され

る。当然、心筋マーカーは他の検査以上に気をかけている。QC

は１日３回。朝、昼、夜で測定回数ではなく時間で規定し、±

２SDで管理する。特にグラフを用いている様子はなく、範囲内

かどうかに注目しているようだ。というのも他の人に同じ質問

をしてもグラフは出てこないし、私が訊ねて初めて見せてくれ

た。それも背景が黒で文字しか出てこないMSDOSのような画面で

昔のPCソフトを感じさせる。今の日本人にとっては違和感が大

きい。言語がすべて英語なのだから彼らにとっては何の不便は

ないのかもしれない。最後に生化学、ベックマンコールターが

２台。項目を見せてもらうと、日本で見る表記と微妙に違い、

見たこともない表記もあった。検体にTPの高値が出て技師が何

か作業し始めた。訊ねるとTP高値時の対応書を渡され「リンを

測りこんでいる可能性があるため、２倍希釈して測定せよ」

と。あまり聞いたことがないので今度調べておこう。メンテナ

ンスなどは朝にする。日勤者が始めに洗浄保守、試薬補充、QC

をしてから搬送ラインに接続する。校正は試薬が新ロット時か

QC結果が良くない時に行う。溶血検体は溶血のコメントを入

れ、必要に応じて再採血をしている。 
 

【４日目】 
9:00-12:00  

 Priscillaという技師の案内でフローサイトメトリーを見学。

私の無謀なところは、事前に見学する部署が分かっているのに

もかかわらず何も予習をしないことである。私は彼女に正直に

フローサイトメトリーのことは何もわからないと告げると、彼

女は何も気にする様子もなく、基礎から説明してくれた。この

検査も特殊で難しいのだが、彼女の分かりやすい英語の説明で

大まかに理解することができた。ここの分析器もやはりベック

マンコールター。そして骨髄穿刺も見学した。検体の採取から

処理、測定していくのを見たおかげでこの検査の理解も容易に

なった。 
 

13:00-16:00 

 ACSPのPatriciaとダウンタウンの

レストランで昼食、そしてASCPのオ

フィスの案内。オフィスは大都会の

高層ビルの16階。きれいなオフィス

でまるで映画に出てきそうな印象を

受けた。彼女がオフィスと仕事内容

の説明をしてくれた。仕事はざっく

り言うとASCPの啓蒙が基本のようで

国内外の出張が多く大変そうだが、

彼女は大きなやり甲斐を感じていそ

うだった。その後、別の人が入って

きて、今回の研修についての簡単な

取材を受けた。私の拙い英語でどこま

で伝わったかはわからないが、気持ち

だけは伝わったと思う。 
 

【５日目】 
9:00-16:00 

 微生物検査を訪問。マネージャーであるRomanが部屋をぐるり

と簡単に説明をした後に、それぞれの担当者の説明を聞く。ま

ずは受付。チューブステーションと呼ばれる搬送システムから

検体を受け取り、オーダーを確認しラベルを発行する。そして

４つの培地に画線していった。私の職場は微生物検査を外注し

ているため、はっきり言って私は微生物学もまるでわからない

上に苦手分野でもある。とりあえず、４つの培地を確認したと

ころトリプチケースソイ寒天培地、チョコレートⅡ寒天培地、

マッコンキーⅡ寒天培地、コロンビアCNA培地を使っていた。

バーコードラベルを確認しながら培地に検体を画線するのが主

な業務。ちなみに微生物も24時間の３交代制で7-15が16人で15-

23は３人、23-7は１人という人員配置。次は培地を確認したり

する業務で周りには５人くらいいただろうか。孵卵器から培地

を取り出してパソコンに結果を打ち込む。３日間培養した培地

のコロニー有無を確認して、その結果をPCに打ち込むと、コロ

ニーを釣菌し別のプレートに塗布した。このプレートを使って

同定する。筒型の背が高いMALDI-TOFという機器が２台ある。原

理はレーザーを当てて、たんぱく質の跳ね返りを分析し、その

波形がどの菌とマッチするかで判定するらしい。機器には6,000

以上の菌のパターンがあり、そのどれにマッチするか即座に結

果が出る。もちろん完璧に一致するわけではないので、マッチ

度の信頼性をスコアで示し、スコアが低いと低信頼と報告さ

れ、必要に応じて追加検査をする。この施設では数年前にこの

機器を導入したという。 

（次ページへ続く） 

ASCPのPatriciaと 



Vol.22No.21                会報JAMT ホームページ掲載                 平成28年11月1日号 

 マネージャーに呼ばれ、私を会議に誘ってくれた。議題はク

ロストリジウム・ディフィシール(C.Diff)検査について。部屋

に入ると、マネージャーは教授と書かれた名札の医師に「彼(私

のこと)を紹介してくれないか」とお願いし、私はそんな医師た

ちが集まるこの会議で発言することになってしまった。幸いな

ことにインタビュー形式で簡単な質問に答えるだけだったが、

さすがにこの時ばかりはこの研修中で初めて緊張した。医師が

メインで20人以上集まったのだが、彼らは適当に座り、なんと

なく中心に向かって話しかける。日本人なら必ず机を中心に置

き、周りの椅子に座るが、彼らはきっとそんなことは考えもし

ない。彼らはそういった形式を嫌う、合理主義なのかもしれな

い。会議は若い研修医らしき人たちを除き、多くの参加者で議

論された。C.Diffの偽陽性がどうのとか、方法がどうだとか聞

こえたが、残念ながら私には全体像すらまるでわからなかっ

た。しかし私の職場でもC.Diffがよく問題視される。どうやら

それはアメリカも同様らしい。 
 

最後に 
 全体を通して規模の大きさからして違う物珍しさについつい

目が行ってしまい、私の知識の少なさ故、日本との根本的な違

いや真新しいものを発見できなかったのではないか。つまりこ

の大役の適任は私ではなかったのではないか、とそのあまりに

も少ないメモを眺める度に、自身を恥じずにはいられなかっ

た。 

 また現地でもリクエストした採血を見られなかったことは多

大の後悔を残すが、この研修の大きな収穫の１つは何と言って

も会議の参加だった。こういう会議に参加させていただき、き

ちんと紹介されたことは、その会議で彼らに私の存在が認めら

れたようで、そのような彼らの対応が大変嬉しかった。そして

人前に出るのが不得手な私としては、こういった訓練をもっと

すべきだし、大切なことだと強く感じた。暖かい受け入れとホ

スピタリティーは見学した先のいたるところで感じたが、間違

いなくこのシーンだけは忘れない。いや、決して忘れてはいけ

ない、彼らの心を。病院の石碑にあった「we also treat the 

human spirit」。私は確かにこの精神を見たし、これぞ病院の

使命であるhospitaltyを見ることが

できた。 

 このような素晴らしい経験ができ

たのも、この研修を企画して戴いた

日本臨床検査技師会の関係者、コー

ディネートして戴いた神戸常盤大学

の 坂 本 先 生、ASCP の Patricia、

Mirzaをはじめ受け入れて戴いた

Loyolaの関係者の皆様のお陰であり

ます。ここに深く感謝申し上げま

す。 

LoyolaのDr.Mirza 

  

当会元理事 蒲池正次 氏(享年67歳)が、平成28年9月28日(水)にご逝去されました。 

会員各位にお知らせいたしますと共に、謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。 
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 昭和59年4月1日 ～ 平成13年3月31日  理事 

 平成13年4月1日 ～ 平成17年3月31日  会長 

◇ 日臨技有功賞 功労賞受賞   平成28年度定時総会(平成28年6月26日) 

  故 蒲池正次 元理事を偲んで 
 

   故 蒲池正次氏は、日本臨床衛生検査技師会理事、第52回日本医学検査学会長、埼玉県臨床検査技師  

   会長など、長年にわたり臨床検査技師会活動に情熱を注いできました。 

  今年5月下旬、韓国麗水で開催された第54回大韓臨床病理士協会総合学術大会に日韓交流功労者（事 

  務局長）として、我々日臨技代表団と一緒に参加しました。韓国の交流功労者と元気に楽しく歓談し 

  ていた姿がまだ脳裏に焼き付いている9月29日に突然の訃報が届きました。 

  個人的にも、私が卒後に就職した防衛医科大学校病院で27年間にわたり先輩として厳しく、そして優 

  しく指導いただき、時には同僚として楽しく過ごさせていただきました。 

  大好きなゴルフを思う存分楽しんでください。ご冥福をお祈りします。            合 掌     

 

                                                                                          日臨技 代表理事副会長 長沢光章 
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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。 

 今回はSMBGはセルフモニタリングであるがゆえ、正しい栄養摂取や薬物投与に繋げるために“患者が正しい技術で測定を行

い、自身の正確な血糖値を知る”ということが大前提となると捉え、検査説明業務を薬剤師から臨床検査技師の業務へと移行

した事例です。専門的な知識をもって質の高い医療を提供している様子を紹介します。 

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８ 

【施設名】 
社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 
 

【病院概要】 
当院は瀬戸内海の島々や瀬戸大橋を一望できる香川県坂出

市の中心部に開設している総合病院である。標榜診療科数は

30診療科、病床数は402床（ICU・HCUを含む一般263、地域包

括ケア88、精神51)あり、総合健診センター及び通所リハビ

リテーション事業所を併設している。2015年度実績は１日平

均外来患者数571名・１日平均入院患者数341名・救急車搬入

件数2,811件であり、668名の職員で対応している。病院機能

としては地域医療支援病院、災害拠点病院、香川県身体合併

症拠点病院、認知症疾患医療センターなどがあり、その機能

を発揮することで地域住民や地域医療機関の信頼を得て、よ

り地域に根差した病院になることを目指している。 
 

【検査部概要】 
臨床検査部には22名の臨床検査技師がおり、検体検査(中

央採血・一般・血液・生化学・輸血・免疫・細菌）、生理検

査(循環機能・呼吸機能・脳波・神経伝導速度などの生理機

能・超音波・睡眠時無呼吸検査など）、病理検査の３つに分

かれ、病院及び総合健診センターの業務を行っている。また

診療時間外は日・当直体制を導入しており24時間緊急検査に

備えている。当院検査部の特徴としては検体・生理・病理の

部門の垣根をなくし、業務内容や量に合わせて臨機応変に必

要な部門へ支援できる体制を構築している点で、その効果の

一つとして中央採血室は看護部や事務部の力を借りることな

く、臨床検査技師のみで乳幼児から成人まですべての年齢層

にわたる患者の採血や事務処理を行うことができている。 
 

【実践している取組み】 
当院では従来、糖尿病教育入院患者の自己血糖測定(SMBG)

指導を薬剤師が服薬指導に合わせて実施していたが、2014年

５月よりその業務を薬剤部から検査部へ移行し現在は臨床検

査技師の業務として実施している。 
 

【導入までの経緯】 
糖尿病治療の重要な部分である食事療法・運動療法・薬物

療法は患者自身が自己管理の形で行うため、患者の持つ知識

や自己管理のための技術、意欲により治療効果に大きな差が

でる。より多くの患者が効率の良い治療を受けることがで

き、合併症の発症を抑えるには患者が正しい方法で継続的に

セルフモニタリングを含めた自己管理ができるということが

必須であり、そのために実施される多岐にわたる糖尿病療養

指導は重要な役割を果たしている。特にSMBGはセルフモニタ

リングの重要な項目の一つで、“患者が正しい技術で測定を

行い、自身の正確な血糖値を知る”ということが、次のス

テップでもある正しい栄養摂取や薬物投与に繋がる大前提と

なる。つまり自己管理の取っ掛かりの部分という意味でも、 

SMBGの指導は正しい知識と技術をいかに患者へ正確に伝え実

践させることができるかがポイントで、指導を受けた患者の

理解度や到達度は後の治療にも影響を及ぼすことから非常に

責任の重い業務である。 

 当院では糖尿病教育入院患者のSMBG指導を従来より薬剤師

の業務として服薬指導に合わせて行っており、臨床検査技師

の関わりとしては糖尿病教室や市民向けの公開講座の講師が

主であった。そのような中でSMBG指導を薬剤師の業務から臨

床検査技師の業務として移行し確立しようと考えたきっかけ

は、『“指先から採血し血糖を測定、その結果を解釈する”

という内容自体はそもそも薬剤師より臨床検査技師の方が専

門家であるはずなのに、なぜ薬剤師が指導しているのか?』

という素朴な疑問と、『糖尿病患者への関わりについて、栄

養士は栄養指導、理学療法士は運動指導、薬剤師は服薬指導

とそれぞれ医療専門職としての関わりが確立しているのに臨

床検査技師にはそれがない』という一つの悩みからであっ

た。 

業務移行のためにまず行ったことは、従来業務を行ってい

た薬剤部の説得である。薬剤部責任者に業務移行について話

をしたところ、『長らくやってきた業務で薬剤部の業務とし

てやっていきたいという気持ちもあるし、薬剤部スタッフの

意見も聞きたい』と当初は保留の返事であったが、もう一度

『検査に関わることは検査部が責任を持って行いたい』と説

明すると『糖尿病療養指導チームの医師をはじめとする他職

種が許可するのであれば移行してもよい』との回答に変化し

た。後日、チームの話し合いの中で、『臨床検査技師もチー

ム医療の一員として患者に積極的に関わりを持つためにSMBG

の指導をさせてほしい』と提案し、その中で医師より責任を

持って指導を行うようにとの許可を得た。検査部運営委員会

での承認・病院管理部への報告、看護部への周知と院内での

手続きをふみ、2014年５月より臨床検査技師の業務へと移行

した。 
 

【実際の運用】 
臨床検査部に在籍する

２名の糖尿病療養指導士が

病棟からの指導依頼を受け

病室を訪問し指導を行って

いる。指導時間は患者の理

解度や意欲にもよるが30分

から45分程度を要する。 

●訪問時に準備するもの 

測定装置・穿刺器具・セ

ンサー・針・収納ケー

ス・消毒用脱脂綿・感染性医療廃棄物専用BOX・自己管理

ノート・説明書(メーカ提供のもの)。 

（次ページへ続く） 

病室での自己血糖測定 

(SMBG)指導の様子  
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●指導方法 

1.検査技師と患者が一緒にSMBGを実施 

 まずは説明書を見ながら検査技師と患者が一緒にSMBGを行

う。この際に手指衛生、穿刺器具の準備、測定までのプロセ

スにおいて注意すべきことや正確に測定するためのポイント

などを説明する。測定が終了すれば、後片付けとして廃棄物

の処理についても指導する。消毒用脱脂綿は一般廃棄物とし

て家庭ごみで廃棄、針とセンサーは感染性医療廃棄物として

専用BOXに入れ、８分目に達すれば病院に提出など、廃棄物の

分別と処分方法についても医療者の責任として細かく指導し

ている。その他、過去の測定値や電池残量の見方、測定範

囲、電池交換の方法、保管温度など装置自体に関する注意事

項も併せて説明を実施している。 

2.患者のみでSMBGを実施 

 次に患者のみでSMBGを行ってもらう。この時に検査技師は

測定方法の手技や廃棄物処理の確認、装置に関する質問など

を行い患者用SMBGチェックリストに評価していく。チェック

リストを利用し評価することにより、患者の理解度と技師側

の指導漏れを確認できる。 

3.指導内容の最終確認 

最後に患者へ分からないことはないか、その他、検査値に

関することで聞きたいことはないかなどを尋ねると同時に指

導内容確認リストにて最終確認を行う。患者用SMBGチェック

リストや指導内容確認リストを利用することは指導内容の標

準化を目指す上で重要である。 

●患者の理解度向上のための工夫 

患者用SMBGチェックリストで理解度が乏しい患者について

は以後、３回まで病室を訪問し指導を行う。理解の乏しい項

目については特に重点的に指導説明を行う。３回指導を行っ

ても理解度が向上しない場合には時間を調整し家族に指導を

実施する。糖尿病療養指導の目的は日常生活において正しい

方法で継続的にセルフモニタリングを含めた自己管理ができ

ることであり、そのためには場合によって家族も巻き込んで

の指導が有用となる。 

〈患者用SMBGチェックリスト〉   

〈指導内容確認リスト 〉   

【他職種からの取り組みへの評価】 
病棟看護師からは『患者個々の理解度を確認しながら丁寧

に指導を行い、理解度が乏しければ複数回指導してもらえる

ので、以前と比較してSMBGを正しく理解し正しく実施できて

いる患者が増えたと実感できる』との評価や糖尿病看護認定

看護師からは『セルフモニタリングの重要な部分を検査技師

が高いモチベーションと専門性を持って取り組んでくれるの

で、その他の療養指導や治療の効率性が向上した』との評価

をもらい、糖尿病診療におけるチーム医療の一員として他職

種に認められる活動ができるようになったのではないかと感

じている。 
 

【実践したことによる課題】 
現在、SMBG指導においてチェックリストを利用して患者の

理解度を確認しているが、中には検査技師の評価と実際の患

者の理解度にズレが生じている場合がある。今後はSMBG指導

が終了した患者についても、病棟看護師と連携をとり情報収

集を行い、理解度が悪いまま退院させることがないようにき

め細やかなフォローができる仕組みを構築すべきである。 

また年々、身寄りがなく家族の協力を得ることができない

患者が増えており、理解度をどのように向上していけばいい

のかが課題となっている。そのような患者には最低限のポイ

ントだけでも理解してもらえるように指導内容や方法を工夫

することが必要で、まだその部分までは改善できていないの

が現状である。 

最も問題なのは、糖尿病に対して自覚意識が乏しい患者に

対する指導で、治療効率をあげるためにも療養指導を実施す

る過程で、患者自身が主体性を持って取り組んでもらえるよ

うに意識改革をしていく必要がある。糖尿病について興味を

持ってもらい、前向きに治療に取り組もうと思わせるような

より質の高い魅力のある指導を目指さなければならないと感

じている。 
 

【結語】 
多職種で形成される病院組織の中において臨床検査技師が

生き残っていくには、より存在価値の高い職種となる必要が

ある。今回、病棟でのSMBG指導を臨床検査技師の業務として

薬剤師から取り込み、患者の理解度向上に重点をおいた丁寧

な指導に加えて、指導の標準化への取り組みという付加価値

もつけて実施した。業務移行前まではチーム医療の一員と言

いながらもどこか疎外感を感じながら活動していた部分も

あったが、今は病棟へ活躍の場を広げ、しっかりとした関わ

りを確立できたことが、技師のモチベーション向上にも繋

がっている。今後も他職種との間において適正な業務分担を

進めていく中で、臨床検査技師の存在価値を継続的に高めて

いくことができるような活動を行っていきたい。 

社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院  

臨床検査部技師長 山本 直子 
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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５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 ⑩～ 
  
 
 

 

CAG施行患者への採血結果説明を行って  

演者 山本 幸治（社会福祉法人恩賜財団済生会 松阪総合病院)  

座長 山田哲司、實原正明      

座長推薦理由：早くから患者に対して検査値の説明を行っ

ている実例の報告であり、臨床検査技師が検査についての説明

を患者に対してすることがいかに有益であり患者自身の為にな

るかを証明している報告である。ぜひ広く共有されることを希

望するものである。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑪～ 
  
 
 

「当院の病棟関連業務の取り組み」 

～検査科存続の危機を乗り越えて～ 

演者 三宅 温子（一般財団法人光ヶ丘愛世会 光ヶ丘スペルマン病院)  

座長 深澤恵治、吉田功       

座長推薦理由：検査科存続の危機を、業務改善を行うことに

より乗り切った事例の紹介。各課題の改革や病院他部門との連

携など参考になる部分が多く盛り込まれている。各施設で取り

組み方や考え方は違いますが、2025年問題に向けた検査部の業

務改善については、参考になる部分が含まれているのではと考

える。 

 冠動脈造影検査(CAG）を施行される患者は、高頻度に動

脈硬化性疾患を伴っている。それゆえ脂質・糖質検査項目

が異常値であることが多く、患者自身がこれらの検査項目

の重要性を認識することも重要である。当院では2002年９

月よりCAG施行患者に対し検査値の説明を行っている。 

 今回我々は、CAG施行患者に対する検査値の説明の取り組

みと、この説明が本当に患者に理解され満足されているか

を検証するためのアンケート調査を実施したので報告す

る。 

 当院のCAG施行患者は、全例クリティカルパス(パス)を使

用している。本パスは２泊３日で、通常CAGは火曜日と木曜

日の午前中に施行されるため、CAG施行当日の午後２時半か

ら我々臨床検査技師が患者の病室に出向き、１人につき約

10分程度の説明を行っている。この説明の内容は、検査項

目の説明と検査値の関係、それと簡単な生活指導も行って

いる。検査項目としては、総コレステロール、中性脂肪、

HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、血糖、HbA1c、

BMIの7項目である。記録としては、電子カルテにはSOAPに

沿って実施している。S)：Suject（主観的観察事項）患者

の言ったことO)：Object（客観的観察事項）血液データな

どA)：Assessment（評価）血液データに対する評価P)：

Plan（計画）治療計画などを記載している。医師、看護師

などが記録を共有できるメリットがあり有効である。 

 アンケート調査の結果は、患者属性は、70歳代が最も多

く40歳以下の症例は認められなかった。性別は男性が約７

割を占めた。次に患者の理解度は、「よくわかった」と

「ほぼわかった」を合わせると約90%の人が我々の説明に対

し理解を示していることが分かった。特に、脂質・糖質の

検査内容と検査値について理解されていたことは非常に成

果があったと考えられる。また、採血に関しての検査説明

の必要性において、約80%の人が他の疾患においても説明を

望んでいることがわかった。 

 最後に、我々のCAG施行患者に対する検査値説明の取り組

みは、今年で足掛け14年目になり、のべ3,000例を超える実

績がある。我々の採血結果説明は、患者に十分理解され満

足される結果であった。またこのような採血結果説明が、

患者の学習意欲の向上を促し、積極的に治療に参加するの

ではないかと考えられた。 

 最近の取り組みとして2015年６月から検診部門の腫瘍

マーカー（CEA、CA19-9）高値の受診者に対して検査説明を

開始した。受診者からは非常に高い評価をいただいてい

る。 

 当院は宮城県仙台市にあり、病床数140、臨床検査技師５

名の一般病院です。 

 10年ほど前、コスト面や検査科の対応等から「検査は全外

注」と言われ、検査科存続の危機に立たされました。検査科

の状況改善を感じていた時でもあり、それを機会に見直しを

行い、病院に欠かせない存在になるよう取り組んできまし

た。 

 まず、全外注にした場合と検査科存続にした場合のメリッ

トとデメリットを検討・比較し検査科存続の理由を明確にし

ました。存続とした場合は人件費がかかることや機器設備の

投資と管理が必要になる等のデメリットがありますが、迅速

正確に検査結果を報告できること、夜間休日緊急時の検査対

応ができること、検査結果のマネジメントが即時できるこ

と、この３点が存続の大きな理由となりました。 

 次に課題を明確にしました。検査科内部の課題としては、

検査室のレイアウト、業務体制（人員配置）、スタッフ間の

コミュニケーション、機器の老朽化、があげられました。 

 これらの課題解決のために検査科内部の改革を行いまし

た。分野毎に壁で仕切られていた検査室をワンフロアの検体

検査室に変更し、業務体制は各自受け持ちからフリーロー

テーション制としました。その結果、全員が全ての検査に対

応でき、意思疎通がしやすくなり、検査結果や情報共有がで

きるため総合的な判断ができるようになりました。また、見

通しが良くなり協働の意識が高まりました。検査科運営方法

としては、運営方式のひとつであるSPS（Strategic Partner 

Ship System）方式を選択しました。老朽化していた各分析

装置を更新し検査システムを導入することにより、迅速・正

確に検査結果を報告できるようになりました。また、病院他

部署との課題としては対応とコミュニケーションがあり、関

わり方を見直しました。  

 これらを土台に取り組んできた病棟関連業務からいくつか

紹介します。 

診療側との連携：オンコール体制で24時間緊急検査に対応し

ています。また、小規模病院の利点を生かし検査結果のマネ

ジメントを担当医と直接行い、再採血指示の確認、服薬の確

認、追加検査の提案、追加検査に対応しています。 

看護部との連携：検査システム導入を機に予約採血管の準備

を検査科で行い、採血に関する情報とともに各病棟へ届けて

います。また、提出された検体と検査依頼書の不備状況を全

数把握し、臨床検査運営委員会で一緒に改善に取り組んでい

ます。 （次ページへ続く） 
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チーム医療への参加：月一度の合同カンファランスの前に全

患者様の検査状況・検査結果を調べ、参加しています。確認

した検査結果に基づき患者様の状況を伝え、今後の検査提案

などを行っています。 
 

 以上の改革と取り組みによって、今の検査科は病院にとっ

て欠かせない存在となりました。他部門と課題を共有し改善

と新たな取り組みを進める一方、臨床検査技師による検査説

明等業務拡大の準備を進めています。2025年に向けて、さら

により良い検査科になるよう挑戦を続けていきます。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑫～ 
  
 
 

「救急室における検査技師の支援業務」 
 

演者 薮 圭介（国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院)  

座長 深澤恵治、吉田功       

座長推薦理由：救急室は採血、心電図、検体搬送など検査

技師が行わなければならない業務が多くあり、ニーズも高い。 

近年、救急室に救急救命士が配置されている施設も見受けられ

るようになった。救急の現場は臨床検査技師を成長させる業務

が沢山ある。臨床検査技師が出向いて業務をする意義は高いと

思われる。 

 救急室は医師、看護師が日々業務に追われており、特に二

次救急病院の多くは慢性的な人手不足が課題に挙げられる。

当院では2007年より多職種による救急支援を開始した。今

回、救急支援員の業務を例に、検査技師が救急室で行う業務

や今後の課題について述べる。 

 救急医療は医の原点や社会のセーフティーネットと言われ

ており重要な分野ではあるが、今後はますます高齢者救急の

増加が予測されるなど、救急担当スタッフの疲弊が危惧され

る。二次救急病院が今後も地域における救急医療の中心的役

割を果たすための方策については様々な検討が行われてお

り、その一例として医師負担軽減のための多職種による支援

が期待されている。 

 当院では臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、

薬剤師、理学療法士の有志14名で結成された救急支援員が医

師、看護師の支援業務を行っている。現在、日勤帯は検査技

師と工学技士が曜日別で、夜間は工学技士が担当している。

主な業務は救急車搬入時から「患者の状態把握」「搬入介

助」「モニター装着」「脱衣」「輸液ルート確保補助」「採

血検体分注」「検体搬送」「患者搬送」「各部門連絡」「検

査オーダー代行入力」「心肺蘇生」などを職種に関わらず

行っている。多くの患者は救急室で完結することは稀で、他

の検査室、処置室、病室などへの移動時や、救急搬入が立て

続けにある場合には待ったなしの状況で人手が必要となる場

合が多く、コメディカルスタッフが現場で協働する意義は高

いと感じている。このような支援業務以外でも、技師が行う

べき業務としてPOCTが挙げられる。救急診療をスムーズかつ

安全に遂行できる重要な要素の一つとしてPOCTは欠かせない

ものであり、血液ガスや各種簡易キット、心電図などは技師

が居なければ医師や看護師が行っている。現場に技師が常駐

していれば他の業務で多忙な医師、看護師の負担軽減に寄与

できると考える。また、単純に検体を処理し、検査室で検査

を行うだけではなく、現場で得られた患者情報を把握した上

で検査に臨むことで、医師が最も必要としている検査データ

をいち早く報告することができる。今後さらに技師が現場で

活躍できるためには患者状態の把握や救命処置などの教育が

必要であると考える。 

 このように検査技師が現場に出向き業務を行うことは、単

純な人的支援にとどまることなく、技師の知識や技術を活か

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑬～ 
  
 
 

「業務拡充からみる病棟業務」 

～臨床検査の追い風になろう～ 
 

演者 實原 正明 （飯田市立病院）  

座長 深澤恵治、吉田功       

座長推薦理由：これから実際の病棟業務に取りかかろうと

する良い見本となるべき報告である。特に検査部をとりまとめ

る技師長の立場から経営側への働きかけと、検査部内部への業

務改善と技師へのモチベーションを保つための方策は今後参考

となり、まさに病棟業務推進にむけて「追い風」となる報告で

ある。 

【はじめに】 

 病棟を含む検査室外で実施している業務に着目し、将来的

に病棟業務として捉えることができないか、看護部および検

査科職員に向けアンケートを実施し、足がかりとなるための

検証を試みた。これらの取り組みから病棟業務の需要と必要

性を問い、病棟担当技師設置検討へと繋がった。この経過を

本シンポジウムで報告し、本稿に掲載する。また取り組みの

一例を担当技師が医学検査に投稿する。 

【病棟業務】 

 現在、当院では病棟専任技師の設置には至っていないが、

様々な単位で病棟へ介入している。検査室外で行われる業務

を広域に病棟業務として捉えた場合、以下の業務が挙げられ

た。 

●全職員が担当：入院患者の採血、採血管管理、迅速検査用

検体採取 

●担当者による介入：糖尿病療養指導 担当５名（細菌１、

生理３、検体１）。NST回診 担当２名（病理１、検体１）。 

ICTラウンド 担当３名（細菌２、検体１）。皮膚ケア回診 

担当２名（生理１、検体１）。内視鏡検査 担当２名（生理

２）、胎児超音波検査 担当４名（生理２、検体２）。シャ

ントエコー実施・看護師指導 担当３名（生理３）。POCT管

理（血液ガス装置、血糖測定器）８名。 

【アンケートの実施】 

 更なる拡充を目的に看護師長、検査科職員に向け病棟業務

についてのアンケートを実施した。看護師長16名（回収率

100%）のアンケート結果からは、検査技師の病棟業務に全師

長が賛成し、まずは時間常駐での協力要請があった。具体的

な業務内容は採血・検体採取（82%）、検査関連管理業務

（71%）、検査情報管理（71%）、輸血関連業務（60%）、各

種検査説明（47%）であった。検査科職員 24名（回収率

100%）のアンケート結果は、現状では58％が病棟常駐化は不

要と回答したが、検査に関する疑問や要望を迅速に対応する

ための病棟担当技師が必要であると92％の職員が回答し、こ

の結果をもとに病棟担当技師設置検討に至った。 

【病棟担当技師】 

 病棟担当技師は各病棟に２名を配置し、カンファレンスの

参加、POCT管理、問い合わせ対応、検体採取、検査説明、採

血管管理を業務内容としスタートする予定である。 

【まとめ】 

 職員は重複した業務を担っており、更なる業務拡充には人

（次ページへ続く） 

す環境があり、医師の要望に即座に対応することが可能とな

り、信頼を得ることにつながるのではないかと考える。今後

は多くの技師が救急現場に出向き救急医療への貢献と技師の

地位を向上させるためにも、役割の明確化や標準化、研修制

度の確立などを技師会等で行なっていく必要があるのではな

いかと考える。 



（編集後記） 11月は別名霜月（しもつき）と呼ばれ、文字通り随分と寒さを感じる季節となりました。各地では秋の目玉の

紅葉が見ごろを迎えています。みなさまにおかれましてはこの秋を満喫されていることと存じます。 

秋といえば『食欲』、『芸術』、『スポーツ』、『読書』などと様々な言葉で表現されますが日臨技では『検査と健康展』も

秋を表現する一つのではないでしょうか。今月に入り中央会場での開催も予定され活況を呈してきております。会員のみなさまも

是非、会場へお運びください。 

検査のための健康ではなくて健康のための検査でありたいです。                         【片山】 
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～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑭～ 
  
 
 

「チーム医療における新たな試み」 
 

演者 伊藤 ゆづる（NTT東日本関東病院)  

座長 深澤恵治、吉田功       

員整理も必要であるが、何より職員の理解とモチベーション

が重要と考える。スペシャリティを追求しながらもジェネラ

リストの重要性を訴え方向性を示すこと、また、医局会、看

護師長会あるいは経営会議で当科の取り組に際し理解を得ら

れるよう働きかけることが重要と考え実践した。今後も患者

さんに必要とされる検査技師であり、更には医療に貢献して

いく存在でなければならない。病棟業務の需要は確実にあ

り、定着に向け全職員の協力のもと実施していく。  

 当検査部では、以前より病棟採血、ICT、NST、骨髄カン

ファレンスなどのチーム医療に参画してきた。2009年には、

糖尿病療養指導に参画したことをきっかけに、病棟や外来の

POCT機器における機器の性能評価に基づく選定も行った。さ

らに病棟業務への更なる推進を行うべく新たな取り組みとし

て、看護師を対象としたPOCT機器の使用方法や精度管理の必

要性について指導したいと考え、看護部に相談をしたが、看

護業務で忙しいとのことから、検査部の考えは受け入れても

らえなかった。しかし、POCT機器が最も多く設置されている

糖尿病病棟の看護師から、自らがPOCT機器の正確な使用方法

や精度管理をしっかりと理解することが、糖尿病患者を看護

する上でより重要であると改めて認識して頂いた。検査部と

してもこの機会をチャンスと捉え、事務の方や看護長に再度 

座長推薦理由：POCT機器の測定は、医師、看護師、臨床工学

技士等が行い、データおよび機器の管理も委ねている場合が多

い。機器の選択、メンテナンス、在庫管理、精度管理、指導等

への関わりが必要である。他職種と協力して「職種が違っても

目指す先には患者の健康がある」POCTでのチーム医療への取り

組み事例である。 

教育の重要性を伝え、その結果新たにPOCT機器を導入した際

には、その使用方法や精度管理について説明することとなっ

た。この事で、看護部内の教育担当係から、2015年度の新人

看護師から簡易血糖測定機の指導を行って欲しいとの依頼が

あり、新人看護師の教育プログラムの一つにPOCT機器の指導

を検査部としても行うこととなった。 

 当院は、2011年３月JCI（Joint Commission Internation-

al）の認証を得た。APO.5.2には、「ベッドサイドで実施され

る即時的な検査等を実施する職員は、即時的な検査を管理す

るために必要とされる資格やトレーニングを受けている」と

記載されている。簡易血糖測定機のみでなく血液ガス測定機

も合わせて指導することが望ましいとの観点から、検査部の

意向を伝えたところ実現化された。指導するに当たり、「職

種が違っても目指す先には患者の健康がある」を強調して説

明を行った。 

 2016年度新人看護師への研修後にアンケートを実施した。

実技演習は印象に残るが精度管理については理解しづらいと

いう結果となり、実践的な内容から先ずは指導し、理解した

上で改めて精度管理の教育を行うことが必要であると認識さ

せられた。 

 10月からは病棟検査WGのメンバーが中心となり、病棟や外

来のリーダー看護師に対して尿試験紙、尿比重、便鮮血やイ

ンフルエンザ検査の採取方法、血液ガス、ACTベッドサイド心

電図検査について指導する。リーダー看護師は、ビデオを使

用し他の看護師に教育を行うことで水平展開を図る予定であ

る。 

 今回、多くの看護師と検査関連について改めて会話したこ

とで、日頃から検査に関して疑問や不安に思っていることが

多々あることが判明した。今後、臨床検査技師が検査室外で

検査を行うことが増えると予想される中、検査のプロである

私たちは、他の医療スタッフに対して検査値の持つ意味につ

いて詳しく説明・指導を行う事が、検査に対する理解を得る

第一歩と考える。そして、今後も精度の高い検査値を出して

行くと同時に、病棟支援を始めとするチーム医療にも貢献し

ていかなくてはならないと思う。 

日臨技医療政策企画 

認知症領域での検査技師実践啓発講習会開催！ 
 

 日本臨床検査技師会館：平成29年１月15日（日） 
 

 2025年には認知症患者は800万人に達すると言われ、政府は

その対策に積極的な関与をしているところです。日臨技も認知

症への取り組みは国家的なプロジェクトと位置づけ、認知症領

域検査技師制度の創設など積極的な取り組みの姿勢を打ち出し

てきました。 

本講習は、臨床検査技師が認知症領域への参画推進を全国

的な活動へつなげていく契機と位置付けています。 

 認知症領域に関する法的課題と日臨技の政策的対応の他、病

棟・在宅・災害時における認知症領域への取り組みと課題等、

検査技師としての可能性と視野を広げてくれる内容で開催いた

します。是非ともご参加の程、ご検討いただければ幸いです 
 

申込要領等詳細は当会HPをご確認ください。 

http://www.jamt.or.jp/studysession/jamt/index.html 
 

（政策調査課） 

認定救急検査技師制度 第４回認定試験（平成28年度） 

受験申込み 受付締切り迫る！！ 
 

 急に涼しくなり、秋の深まりを感じる頃となりました。認

定試験を受験される皆様、気温差で風邪を引かないようお気

を付け下さい。 

 さて、認定救急検査技師制度 第4回認定試験（平成28年

度）受験申請書の受付締切りが迫ってまいりました。 

 締切まであと10日あまりとなります。 

 今年度の受験を検討されている皆様は、お早めに申請書類

をご準備ください。 
 

 

申込締切：11月11日（金）（必着） 
 
 

 受験に必要な受験資格、書類や提出方法については当

会HPに掲載の募集要項にてご確認ください。 
 

http://www.jamt.or.jp/studysession/center/system08/ 
 

 

（認定センター事務局） 


