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横地常広 

P1 平成28年度医療安全管理者養成講習会（第１クール）開催報告 

P2 第24回日本PSG研究会全国大会報告 

P3 震災を忘れない、伝えていくために 

P4 医療施設間の連携で創り上げる 「臨床検査技師による病棟業務推進施設情報連絡会」 
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平成28年度 

医療安全管理者養成講習会は平成19年３月に厚労

省が提示した「医療安全管理者の業務指針および養

成のための研修プログラム作成指針」の内容で「医

療安全対策加算」を取得するための必要要件を満た

し、合計40時間以上のプログラムで実務における安

全対策と品質管理等に関して学ぶものです。これら

すべてのプログラムを修了した受講者は医療安全管

理者として認定証を取得し、これが「医療安全対策

加算」取得の研修証明になります。 

今年度の第１クールは平成28年10月14日～16日に

右のプログラムで開催されました。 

この研修は医療安全管理者に必要な情報、知識の

付与が中心であり、全ての講義が重要であることは

間違いありませんが、「医療安全推進と動向」や

「事故発生時の対応」の講義は受講生にとって非常

に有意義であることから講義時間を延長しても良い

のではと感じています。 

また、今回は各種解析のうちImSAFERを中心に企

画し、実習時間を含めて３日目の時間を全て割り振

りました。この分析手法は医療安全管理者にとって

は必須となるものでありますが、他の分析法との使

い分けも必要となります。 

担当執行理事 千葉 正志 

【１日目】 
 

「医療の質のマネジメント」  
元四日市羽津医療センター 加藤 正彦先生 

「医療安全推進の動向」  
厚生労働省医政局総務課 医療安全推進室  

福岡 由紀先生 

「ＫＹＴについて」  
パラマウントベッド株式会社 杉山 良子先生 

「事故発生時の対応」  
独立行政法人国立病院機構 徳島病院 院長 

田中 信一郎先生 
 

【２日目】 
 

「医療安全と関係法規」 
仁邦法律事務所 弁護士 墨岡 亮先生 

「日本医療機能評価機構の事業と量的分布の意

義」 
公益財団法人 日本医療機能評価機構  

坂井 浩先生 

「チーム医療と安全管理」  
前チーム医療推進検討委員会委員長  

奥田 勲先生 

「医療安全に必要な基礎知識と考え方」  
  東京海上日動メディカルサービス株式会社  

メディカルリスクマネジメント室  

恩田 清美先生 

「医療安全管理者の継続学習の必要性」  
水戸済生会総合病院 直井 芳文先生 

 

【３日目】 
 

「医療安全のための行動分析」  
ImSAFER研究会 春日 道也先生 

「エラーメカニズムに基づく分析実習」  
ImSAFER研究会 春日 道也先生 

３日目のImSAFERによる分析実習の様子 第２クールの開催報告は次号に掲載予定です。 
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第24回PSG研究会主催の全国大会が大阪市シキボウ

ホールで11月19日（土）・20日（日）に開催され、日

臨技より派遣講師として参加して参りました。学会の

テーマは「知っておきたいOSASと合併症」で、会場に

は100名余りの参加者と会場内に企業展示もあり、熱

気に溢れていました。日本PSG研究会の会員のほとん

どは臨床検査技師で、現在約600名余りとのことでし

た。 

今回シンポジウム２として「検査説明・相談ができ

る技師の育成」に関しての企画がありました。 
 

座長：上野 勝技師（高岡ふしき病院） 

  中尾 由美子技師（旭川医科大学病院） 

１.臨床検査技師が検査説明・相談に取り組む意義  

竹中 正人技師（日臨技理事） 

２.当センターにおける患者対応の現状と今後の取り組み  

黒崎 幸子技師（太田綜合西ノ内病院） 

３.患者様への説明-現在の取り組み- 

 眞下 緑技師（大阪大学医学部付属病院） 
 

 まず、私の講演内容ですが、この事業に取り組むこ

とになった背景を説明し、検査は医師から指示があっ

た後、検査説明・検体採取・検査・結果報告まで一連

の流れを技師が責任もって実施することで医師や看護

師の業務負担軽減と臨床検査の質の向上に繋がる効果

が期待できます。また、医師が診察後、希望する患者

に結果説明を技師が補うことで医師と患者との信頼関

係、患者の医療施設に対する満足度が向上すると思わ

れ、積極的に取り組んでほしいと要望しました。今後

は、身に付けたスキルを検体採取、病棟業務、在宅医

療での現場に活かしてほしいと伝えました。 

報告：理事 竹中 正人  

前列左から  

八木会長、竹中、杉田

大会長、黒崎講師、上

野座長 

後列左から 

中尾座長、眞下講師 

 次に黒崎技師は、睡眠センターでの業務として患者

からの専門外来への問い合わせや予約の対応、PSG検査

実施前の検査内容及び入院手続きの説明、治療開始後

の機器説明やトラブル相談などに対応している内容に

ついて報告しました。また、講習会受講終了後、結果

説明の実現に向けた取り組みについての紹介がなされ

ました。PSG結果と自覚症状や他の検査データからの総

合評価と治療方針に関するコメントを技師が報告書に

記載し、その後に睡眠専門医とディスカッションを行

い、指導を受けレベルアップに努めているとのことで

した。 

 眞下技師は、外来での検査説明やCPAP説明、入院時

説明、検査技師主導で作成したクリニカルパスで工夫

した点やチーム医療の一員として他職種と調整を行っ

たことを紹介。CPAPフォローアップ外来では、診察前

に相談内容を聞いて、主治医やメーカーに報告するこ

とで効率的な外来診療に貢献していました。そのよう

な際、事前にカルテをよく読んで不明な点など医師に

話を聞いて置くことがトラブル防止に重要であり、時

に医師に言いにくかったことを訴えてくれ、診療に役

立つこともあるようで、説明した内容はカルテに記載

して残しておくことが必要と話されていました。 

 最後に、討論の中で会場から各支部を中心にして検

査説明・相談に積極的に取り組んでほしいという発言

があり、講演の成果もみられました。そのためには専

門性を高めるとともに臨床検査技師としての幅を広げ

る努力が必要なことも唱えてきました。 

 

 今回、このような講演の機会を頂きました杉田大会

長、日臨技役員の皆様に深謝いたします。 

 日本PSG研究会は1999年8月に発足した睡眠医療・検査の研究会です。会員の多くが臨床検査技師ということもあ

り、本年度の全国大会にて「検査説明・相談ができる技師の育成」に関するシンポジウムが開催されるにあた

り、日臨技に講師依頼をいただき、同育成講習会の県企画担当者の経験もある竹中正人理事を講師派遣いたしま

した。日臨技は、この大会を名義後援しています。 
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 ランチョンを含め、分刻みで盛りだくさんの報告が

なされ、DVT検診を中心に、災害支援に関わる最新の

知見と論点が提示されました。 

＊ 

 災害は突然襲いかかるものであり、予知と準備には

限界があります。熊本県の支援活動においても、支援

団体間の動きや意向、情報が入り乱れた側面があり、

その反省として、「災害時健康危機管理支援チーム

（DHEAT）」という新しい概念が有力とされました。

これは＜広域災害における公衆衛生的な活動を行う支

援組織＞であり、発災の初動から現地に入り、その

後、徐々に現地の医療機関や保健所に引き継いでいく

というものです。 

＊ 

 災害救助法や災害対策基本法については、現地行政

の担当者も十分な理解と準備がなされていなかったと

いう災害復興法学専門家からの指摘がありました。そ

の結果、避難所でのQOL問題やDVTリスクの誘因、支援

物資や支援活動の面での障壁につながっていること、

また、そうした事態を回避するには支援者団体側も、

こうした法律知識を有して支援がしやすい環境を整え

ておくべき必要があるとされました。ハイリスクの避

難行動要支援者情報も、平時から行政は名簿を作成す

ることが2013年に義務化されているとのことでした。 

＊ 

 熊本でのKEEPプロジェクトの中心メンバーである熊

本市民病院橋本洋一郎医師は、発災後の全容、KEEPプ

ロジェクト活動や来年４月に熊本で開催するシンポジ

ウムまでを紹介されました。 

 報告スライド中、「熊本地震に参集した主な医療救

護組織・団体」として、JAMTについてその略称を＜災

害支援臨床検査技師＞と表現されました。この技師概

念は今後、当会内で検討すべき課題と思われました。

＊ 

 弾性ストッキングは、車中泊の多発によるエコノ

ミークラス症候群の多発や死亡患者の発生から予防観

点での大量配布がなされましたが、その費用対効果や

科学的なエビデンスについて討議されました。 

 製造販売者側からは、「防災協定用の規格統一され

たDVT予防用弾性ストッキング」の開発協議が進んで

いることが報告され、医療用とはしない、価格帯も配

慮、自治体が事前の防災協定に基づき発注購入などの

スタイルが志向されていくとされました。 

 

 震災・災害シンポジウム2016－第３回新潟県中越大震災シンポジウム―（エコノミークラス症候群予防検診支援会主催・避

難所・避難生活学会共催）が、新潟県十日町市で平成28年11月26日（土）～27日（日）に開催されました。抄録では「特集・

熊本地震」が取り上げられ、２日間の各シンポジウムの報告者は医師、行政、弁護士、医療従事者、災害支援品製造販売者と

多角的で、熊本地震支援に関わった多くの関係者が参集し、当会会員の臨床検査技師４名が支援活動について報告しました。 

 避難所に必要な物資について南海トラフ対象地域の

徳島県危機管理部とくしまゼロ作戦課長からは、アマ

ゾン・ヤマト運輸と協定した「ほしい物」リスト機能

の活用の期待効果と課題が報告されました。東日本大

震災で、民間人が発案したアマゾン活用法を引き継ぐ

ものとして注目されます。 

＊ 

 我が国の劣悪といえる“床に雑魚寝”状態の避難所

環境において医療効果（ほこりを吸わない＝感染防

止、坐位改善、DVT改善など）があり、熊本地震発災

直前に内閣府のガイドラインで避難所には簡易ベッド

が望ましいとされ、認知された段ボールベッドです

が、熊本で５月21日までに5300床が搬入されたもの

の、まだら使用にとどまり、その後の鳥取中部地震で

は防災協定に従い100床が現地搬入されたものの、初

期にまったく使用されなかったという悲惨な報告もあ

りました。避難所責任者が使い方や効用が理解してい

ない、マスメディアも必要を強調しない、被災者は我

慢し遠慮する傾向があるなどが原因となります。この

改善策が討議されました。 

＊ 

 海外被災地（カナダ、イタリア）への視察結果報告

では、発災直後にパイプベッドが必要を超える数が搬

入され、温食事やトイレ、子供の遊び場まで標準化さ

れているということです。報告者からは、＜雑魚寝と

車中泊がなくなり、海外並みの避難所が標準化されれ

ば、海外のエビデンスからみてもDVTリスクはなくな

り、DVT検診自体が不要になるだろう＞と強調された

ました。 

＊ 

 臨床検査技師４名は、岩手、石巻、熊本の実例を報

告しました。特に熊本からの２名（木下ゆい技師、山

本多美技師）は発災直後からの所属施設の被災状況や

救急医療の実際を含めたリアルな報告を行いました。 

＊ 

 ２日目の27日（日）には、隣接会場でDVTフォロー

アップ検診があり、多くの地元市民が受診されていま

した。20台近くのエコー機器が並ぶ風景も圧巻です

が、この関係で発表者以外の臨床検査技師も各地から

集まりました。本シンポジウムや検診風景はマスメ

ディアにより紹介報道もされました。 

 このレポートが、臨床検査技師の今後の災害支援を

考える１つの参考になれば幸いです。 



（編集後記） 申年から酉年へ干支が変わります。今、巷では猫ブームですが猫は干支にありません。ネズミに騙

され十二支に入れなかったとか。我が家にもマンチカンという種類の“きみ”という名の猫が一匹います。短足のせ

いかあまり活発ではなく毎日のんびり過ごしています。動物は言葉を持たないせいか、痛いとか辛いとかいう仕草を

あまり見せません。どこか調子が悪くても淡々と現実を受け止めて時が過ぎるのを待っているようです。人間はダメ

だなぁ。来年は些細なことには慌てず騒がず、粛然と構えられるような年を迎えたいと思います。皆さまもよい年を

お迎えください。                                        【中井】 
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病棟業務推進施設情報連絡会が臨床検査技師の力によって動き始めました。本企画は検査技師の大きな取り組み

であり、情報連絡会内の施設間で共有された情報をリアルタイムにお届けしていきます。 

事務局政策調査課 板橋匠美 

運営報告12.15 

病棟業務実施のための実技トレーニング講座を 

シリーズ化して2017年より始動！ 
 

【日臨技医療政策企画シリーズ 実技トレーニング講座 

        病棟業務に必要な能力開発実践講習会】 
 

日臨技では2025年問題や臨床検査技師による積極的な

チーム医療への参画のため、臨床検査技師を病棟に送り出

そうという事業を推し進めてきました。その取り組みは実

際に日臨技が依頼して病棟への臨床検査技師を配置した結

果（聖隷横浜病院・聖隷浜松病院）の報告や病棟業務情報

連絡会からの各施設の状況さらに、第65回日本医学検査学

会や各支部学会からのミニシンポジウムの報告など、とて

も貴重で膨大な情報となりました。その成果を踏まえて、

実際に病棟業務を行なう上でのスキルアップフォローを行

ないます。各検査部門の部長、技師長は次世代の施設を背

負っていただくスタッフの参加を強く促していただくよう

にお願いいたします。また既に病棟などで活躍されている

技師は、技術の担保や業務の確認のために、積極的な参加

をお願いいたします。なお、本講習会は確実なスキルの習

得のため、特別な研修施設を利用した少人数性プログラム

として行ないます。病棟業務のみならず、新規項目の追加

を行なう上での課題を解決する糸口を身に付ける講習会に

していきたいと考えておりますので、是非積極的な参加を

お願い致します。 

【シリーズによる確かなプログラム】 
 

本講座の特徴は、下記５系統能力を重点的に習得する実

技強化トレーニングです。習得する系統能力を短編プログ

ラムとしてシリーズ化し開催することで、各施設の状況に

適応した専門的知識、病棟環境への適応力などが備わった

臨床検査技師を輩出することを目的としています。 

◆シリーズ1： 

多職種連携のために臨床検査技師が知るべきこと 

平成29年3月18日（土）・19日（日） 
 

チーム医療による連携能力および医療安全能力の強化を

中心として構成された実技強化講座の前段として設けられ

た座学講座となります。本講習では、病棟に従事する多職

種が臨床で臨む姿勢や、医療スタッフに必要なコミュニ

ケーションスキル、一次救命処置、移乗介助などシリーズ

の大枠を捉えることができる能力を習得することを目標と

しています。参加者すべての方に納得していただくための

座学講座です。 
 

◆シリーズ２～５については、本格的な実技トレーニング

のため、研修施設を用いて２日間で開催します。 
 

 具体的内容としては、以下トレーニングを含む実技強化

トレーニングを少人数制で開催します。 

・患者急変時対応トレーニング 

・患者移乗搬送トレーニング 

・患者タイプ別（認知症・患者ご家族など）対応トレーニ

ング 

・病棟医療機器操作トレーニング 

詳細は今後お知らせいたします。 

 

第66回日本医学検査学会にて 

病棟業務推進ミニシンポジウム企画の開催が決定！ 
 

今年度開催したすべての病棟業務推進ミニシンポジウム

企画が、12月10日・11日の中部圏支部学会をもって無事終

了いたしました。 

中部圏支部学会では約200名規模の会場を学会事務局に

て準備していただきましたが、立ち見の先生方が会場を埋

め尽くすほどの盛況ぶりだったとの報告をいただきまし

た。中部圏支部会員の皆様の行動力の高さと、日臨技の取

り組みにご協力いただけていることに感謝せずにはいられ

ません。 

そして反響の大きかった本企画は、第66回日本医学検査

学会（千葉県）にて、お伝えする情報の質を変えて学会事

務局と協力し再度開催いたします。次回も情報の収集のた

めにご聴講いただければ幸いです。よろしくお願いいたし

ます。 


