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横地常広 
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P1 平成29年情勢報告会・賀詞交換会・全国幹事連絡会議を開催 

P2～P3 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」 

平成29年  

情勢報告会・賀詞交換会・全国幹事連絡会議を開催  
【参議院議員 宮島会長の情勢報告会】 

宮島会長が昨年の参議院議員選挙において、初当選

したことから平成29年１月27日(金)全国の幹事等の役

員が国会見学を行い、その後、参議院議員会館の地下

会議室において、宮島会長から国会での活動を含めた

情勢報告会が行われました。 

宮島喜文参議院議員から、国会では厚生労働委員会

に所属し、厚生労働省の法案改正で２回の質問に立っ

たことや、その他、自民党の部会及びその他多数の議

員連盟に所属しているとの報告がありました。 

昨年、参議院議員選挙で初当選した、同期会「28

会」が結成され、１番の長老であることから、会長に

就任し、政策の勉強会等を行っていること。また、昨

年11月30日、日本衛生検査所協会の議員連盟を改組し

て、臨床検査関係全体の「自由民主党臨床検査に関す

る制度推進議員連盟」が発足し、会長に衆議院議員衛

藤征士郎議員が就任され、宮島会長が事務局長に就任

したことが報告されました。 

今後、臨床検査の精度、品質管理を担保するために

医療法、臨技法の改

正が予定されている

ことから、臨床検査

技師の国会議員とし

て、発足した議員連

盟とも連携をとり、

しっかりとした制度

となるよう頑張ると

の決意を語られまし

た。  

【盛大な賀詞交換会】 
参議院議員会館での情勢報告会から、場所を品川TKP

品川ガーデンシティーに移して、平成29年賀詞交換会

が開催され、行政、招待者や賛助会員総勢250名ほどの

参加を得て、盛大に開催されました。 

当日は国会が開催されたこともあり、国会議員の先

生方のご出席はいただけませんでしたが、宮島会長の

挨拶に続き、臨床検査関係を代表として矢冨裕臨床検

査振興協議会理事長・日本臨床検査医学会理事長、医

療界を代表して羽鳥裕日本医師会常任理事、友好団体

を代表して江川洋日本衛生検査所協会会長からご挨拶

◆情勢報告会の様子 

をいただき、これまでの日臨技の事業をご支持いただ

くとともに、これからの期待のお言葉を頂きました。

引き続き、国会議員の代理出席者、厚生労働省医政局

佐々木健地域医療計画課長、武井貞治医事課長が紹介

されました。 

その後、寺本哲也日本臨床検査薬協会会長の乾杯の

ご発声で始まった祝宴は、久川芳三日本衛生検査所協

会副会長による、宮島会長を始め日臨技の益々の活躍

の期待を込めた締めのお言葉を頂くまで、和やかな雰

囲気の中で出席者の交流が行われました。 

【全国幹事連絡会議に平成29年度事業方針を提示】 

 平成28年度全国幹事連絡会議が １月28日(土)、全

国から日臨技幹事、都道府県技師会会長、日臨技理事

が出席して、日臨技会館において開催されました。こ

の全国幹事連絡会議は、全国から生の声をお聞きする

貴重な会議であります。 

最初に、宮島会長から平成28年度の事業の進捗状況

と平成29年度事業計画の重点課題等、事業の骨格につ

いて説明が行われました。引き続き、総務、学術、渉

外について、３名の代表理事副会長である横地常広、

長沢光章、椙山広美から新規事業及び重点事業を中心

とした補足説明がなされ、出席者の幹事の皆様方か

ら、新規事業等に対する質問、要望がなされました。 

特に都道府県技師会が平成29年度予算編成を行う上

で重要となる日臨技の助成事業につきましては、新規

事業並びに予算の大枠を提示いたしました。 

会議は半日ではございましたが、日臨技の事業に対

して、貴重なご意見を頂戴いたしましたので、今後の

事業計画等に活かして生きたいと考えています。                                     

代表理事副会長 横地 常広 

写真左より 

◆矢冨 裕 臨床検査振興協議会理事長・日本臨床検査医学会理事長 

◆羽鳥 裕 日本医師会常任理事 

◆江川 洋 日本衛生検査所協会会長 



Vol.23No.4                会報JAMT ホームページ掲載                 平成29年2月15日号 

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2.15 

臨床検査技師における検査室外業務の有用性について、

エビデンスが増えてきました！ 

 日臨技が病棟業務への職域拡大に向けた本格的な活動

を開始し、１年が経過いたしました。臨床検査技師が検

査室外で業務を行うことの有用性について、多くの施設

の発表により情報として集まってきました。日臨技の方

向性に賛同いただける施設や、総合的な視点に立った先

進的な取り組みを行なう施設の協力により、昨年の病棟

業務推進ミニシンポジウム企画は開催され、計51の施設

で検査室外業務における臨床検査技師活用の有用性が発

表されました。本当に多大なるご協力に感謝申し上げま

す。本年も病棟業務推進ミニシンポジウム企画は第66回

日本医学検査学会（千葉県）で開催されることが決定

し、22施設からのご協力をいただき開催いたします。 

 

◆各セッションではテーマを設け、専門的内容に統一化  

 昨年は多くの施設で行われている検査室外業務を発表

いただきました。これにより各施設で行われている業務

の傾向など情報が集約できました。本年は発表内容に統

一性をもたせてセッション化することで、より専門性の

ある情報が発表されることとなります。１日目は中大規

模施設による情報を集めたセッションとし、２日目を小

第66回日本医学検査学会 病棟業務推進ミニシンポジウム発表演題一覧 

１日目【中大規模施設による情報】 

セッション内容 施設名 病床数 担当 演題名 

①病棟業務委託調査

報告 

佐世保中央病院 312 安東摩利子 病棟業務の取り組み 
ライフ・エクステンション    

研究所付属永寿総合病院 400 原田典明 当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み 

医療法人鉄蕉会        

亀田総合病院 
865 野村俊郎 臨床検査技師の病棟配置の試み 

②中大規模施設型 

専任 

久留米大学病院 1025 牟田誠矢 手術室専任検査技師としての役割と業務への取り組み 

熊本大学医学部附属病院 845 長島美紀 熊本大学病院における臨床検査技師の病棟専任配置の取組み 

安城更生病院 749 牧明日加 当院におけるNICU常駐技師としての役割 

兵庫医科大学病院 1414 神前雅彦 当院における臨床検査技師の病棟検査業務 

③中大規模施設型 

兼任 

枚方公済病院 313 藪圭介 検査技師による救急支援業務 

近畿大学医学部附属病院 961 川野亜美 輸血専任検査技師による血液内科病棟支援への試み 

埼玉医科大学総合医療センター 991 谷合希和 母子周産期センター(新生児集中治療室）における病棟検査技師の診療支援 

公立富岡総合病院 355 石井智晃 当院における病棟検査業務について 

２日目【小規模施設による情報】 

セッション内容 施設名 病床数 担当 演題名 

①病棟業務委託調査

報告 

伊藤病院 60 田中克昌 伊藤病院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み 
特定医療法人衆済会     

増子記念病院 
102 山内直樹 臨床検査技師の病棟配置調査事業実施報告 

特定医療法人社団勝木会   

やわたメディカルセンター 
258 坂下真紀子 病棟配置に関する調査報告 

②小規模施設型  

専任 

医療法人関越中央病院 90 田村晴美 当院における臨床検査技師の病棟専任配置の取組み 

JA愛知厚生連足助病院 190 山田幸司 チーム医療の中で出来ること 

富家病院 202 大竹京子 病棟検査技師によるチーム医療の推進 

高知高須病院 83 坂出佳代 当院の透析室における臨床検査技師の業務について 

③小規模施設型  

兼任 

かしま病院 237 飯ヶ谷奈央子 当院の病棟検査技師の現状 

医療法人社団藤浪会     

整形外科井上病院 
80 田中良明 臨床検査技師の病棟配置の取り組み 

医療法人かなめ会       

山内ホスピタル 
130 水川真梨絵 当院における臨床検査技師の病棟専任配置の取組み 

規模施設でまとめて企画しました。両日ともに午前中に

開催され、各セッションは以下の分類分けで演題順は、

病院での医療段階による分類から「急性期」⇒「回復

期」となっております。 

〔発表分類〕 

・病棟業務委託調査報告 

 臨床検査技師による病棟業務の実地調査検証結果報告

（日臨技委託調査事業） 

・中大規模施設型専任 

 病棟業務専任者としての急性期型病棟における活用方

法と評価、課題 

・中大規模施設型兼任 

 兼任業務として行なうことでの急性期型病棟における

活用方法と評価、課題 

・小規模施設型専任 

 病棟業務専任者としての急性期型～回復期における活

用方法と評価、課題 

・小規模施設型兼任 

 兼任業務として行なうことでの急性期型～回復期にお

ける活用方法と評価、課題 



（編集後記）冬の夜空を眺めていると、凛とした澄んだ空気に星々が輝いている。夕刻、南西の空に三日月と明るく

輝く金星と控えめな火星が日毎に近づき離れていく。30歳になる嫁に行った娘が5歳の頃、幼稚園の俳句で「お星さ

ま 月と一緒に 遊んでる」と詠った句を毎年思い出す。幼子の感性を取り戻すことはできない。残り少ない現役の

中で私にできること、後進に繋げていかねばならないことを考えて、飲んだ帰りに夜空を見上げる。皆様も、真夜中

の澄んだ空気をたくさん吸って、星に誓いを込めては如何でしょう…                 【大澤】 
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◆各支部学会での開催に向けた展開  
昨年に引き続き各支部学会で病棟業務推進企画を計画

しております。開催にあたりより多くの施設情報を収集

するため、現在、各都道府県技師会のご協力を得なが

ら、「病棟業務実施施設調査」が行われております。今

回の調査では、２時間以上/日で検査室外業務に人員配置

し、取り組んでいる施設情報を得るために行なわれてお

ります。該当するご施設には、ぜひ各都道府県技師会へ

情報提供を行なっていただけるようお願いいたします。 
 

◆医学検査７月号で「病棟業務特集」が掲載されることが

決定いたしました！ 

 職域拡大のためにはエビデンスを増やすことが不可欠と

なります。そして、エビデンスが増えた段階で診療報酬

点数の付加という、現実的な対価として認められます。7

月号の医学検査では「病棟業務」にのみ着目し、特集と

して発刊作成予定です。こちらは文部科学省所管の独立

行政法人科学技術振興機構（JST）が運営する電子ジャー

ナルの無料公開システムJ-STAGE（ジェイ・ステージ）に

掲載され、臨床検査技師以外の職種でも確認できる資料

となります。また、様々な施設の取り組みを紹介してあ

りますので、これから取り入れようとする施設のバイブ

ルとしても利用できるのではと考えています。チーム医

療として取り組んでいる臨床検査技師による病棟業務に

ついて、多職種にも認識していただくことも含め発刊と

なりました。完成までまだ日がありますが、お手元に届

きました際にはご一読いただけますと幸いです。 

No. 施設名 氏名 区分 論文内容 

1 日臨技事務局 板橋匠美 総説 
ニーズと環境・法的根拠・日臨技の取組み・

ミスリードへの定義・常駐化効果 

2 日臨技事務局 板橋匠美 原著 
病棟業務推進情報連絡会内アンケート調査

結果からの課題提起 

3 聖隷横浜病院 吉田功 原著 
中規模施設における臨床検査技師の病棟

配置による効果について 

4 聖隷浜松病院 直田健太郎 原著 
大規模施設における臨床検査技師の病棟

配置による効果について 

5 飯田市立病院 實原正明 資料 
透析病棟における血管超音波検査の取り組

み 

6 熊本第一病院 新屋敷紀美代 資料 
自施設における臨床検査技師の病棟業務に

関する試み 

7 くまもと温石病院 本田和恵 資料 
当院における臨床検査技師によるノロウイ

ルス検査の現状 

8 豊田厚生病院 中根生弥 資料 
当院における鼻腔咽頭からの検体採取実施

と効果について 

9 八角病院 櫛桁久美 資料 病棟における検体採取について 

10 北仁会 石橋病院  佐藤さなえ 資料 小規模検査室における業務拡大の取り組み 

11 
近畿大学医学部

附属病院 
前田岳宏 資料 

輸血専任技師による病棟・臨床支援のこころ

み 

12 竹田綜合病院 星勇喜 資料 当院における周術期肺塞栓予防の取り組み 

13 八王子山王病院 高橋嘉明 資料 
当院で実施している臨床検査科の病練採血

業務について 

14 白鷺病院 前田富士子 資料 
医療安全事例検討委員会での検査技術科

の取り組み 

15 青森市民病院 本田昌樹 資料 
ベッドサイドでの輸血実施時に関する取組み

について 

16 木戸病院 渡辺友子 資料 臨床検査技師による検体採取への業務拡大 

17 足助病院 山田幸司 資料 
検査科看護部ワーキングから病棟検査技師

活動への試み 

18 岐阜中央病院   森さゆり 資料 
血液浄化センターでの検査説明・相談の取り

組み 

医学検査７月号「病棟業務特集」論文一覧 

 

産休・育休から戻ってきた若いママさん技師が立ち上がった！ 
 

信頼する技師長の相談を親身に受けとめ、決めた決断は子育てしながらの

業務拡大だった！ 
 

３月１日号より、病棟の現場で奮闘する技師の記録を提供していきます。 


