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中井規隆 

P1～P2 平成27年度先駆的チーム医療実践講習会“病棟業務推進講習会”グループディスカッション討論結果報告（2） 

P3 輸血・移植検査技術教本発刊！ 

P4～P9 全国「検査と健康展」2015 各地からの報告 

P9 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の修了状況 
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グループディスカッション討論結果報告（2） 

【Ｇグループ】 
 

テーマ①：診療科病棟別の病棟検査技師タイムスケジュ－ル  
   

テーマ②：病棟における臨床検査技師が行える可能性がある

業務項目  
・検体採取 

①病棟の早朝採血を行う…早出勤務体制を整える 

②褥瘡などの監視培養・・ガ－ゼ交換のタイミングで行う 

③病棟患者のインフルエンザ採取など 

・患者情報管理 

①異常値の検査結果を臨床へ報告し追加の検査指示を要望する 

②細菌検査の結果を伝え有効な抗菌薬への変更を促す 

③OP後の患者や院内感染に感染した患者をフォロ－する 

④生理検査や放射線科との検査時間の調整役 

・検査説明 

①B・C肝炎陽性者の治療説明 

②輸血後感染症のリスクや退院後の検査説明 

・循環器病棟・ICUではエコ－ができる技師が必要 

 （女性技師と男性技師の違い） 

 

上記に挙げた意見がだされました。これらをこなす技師の教育が

重要になってくる。十分な臨床の知識が要求されるため、教育や

きちんとした患者対応（コミュニケ－ション能力）ができる技師

のラダ－的な教育制度が必要になってくる。などの意見がだされ

ました。 

 私たちのグル－プでは、①診療科病棟別の病棟検査技師タイ

ムスケジュ－ル、②病棟における臨床検査技師が行える可能性

がある業務項目という二つのテ－マが与えられました。 

 ①のテ－マについては活発な意見がでませんでした。主に②

のテ－マについて話しました。 

 

 個人的な感想としては今回の講習会で2025年問題をベースに

どの職種も過去の業務形態から変革していっていることがよく

わかりました。検査技師はすでにチ－ム医療ということで、

ICT、NST、糖尿病患者教育、輸血療法委員会、乳がんチ－ム、

循環器チ－ムなど様々な分野で関わってきてはいるが、公には

その存在があまり評価されていないとのことでした。もはや検

査室の中だけで業務が済む時代は終わり、これからは検査室の

外でいかに患者さんに寄り添った医療ができるかが問われる時 

前号に引き続き、“病棟業務推進講習会”で実施されたグループディスカッションの検討結果について紹介し

ます。 

代になっていくことを痛感しました。 

 職場で生かす課題として、今検査室でチ－ム医療として関

わっている事を基本として、他施設でやっていて当院でできて

いないことを推進していきたいと思います。病棟に検査技師を

配属してその業務を為すためには看護部とのコンセンサスを十

分にとる必要があります。時間をかけて出来ることから少しず

つ始めることが重要であると思いました。 

 

最後に今回の研修に参加できて良かったと思っています。あり

がとう御座いました。 

髙橋 泰 館林厚生病院 

河野 正臣 医療法人社団 誠馨会 新東京病院 

宮原 祥子 伊那中央病院 

釆女 浩一 総合病院岡山協立病院 

太田 澄香 
地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 

 岡山市立市民病院 

田淵 幹章 近江八幡市立総合医療センター 

今枝 義博 藤田学園 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 

榎本 美佳子 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター 

塚原 晃 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 

【Gグループメンバー】 

自施設の状況に応じて、それぞれのテーマに対

する議論がなされた。 
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【Ｋグループ】 
 

テーマ①：診療科病棟別の病棟検査技師タイムスケジュー

ル（循環器(内科・外科) 
このテーマを検討するにあたり以下の①～⑥を主要病棟業務と

して意見交換した。 

①採血・検体採取業務：看護師のサポートを得ながら相互に協力

して実施していくこが必要。 

②検体搬送：技師による搬送は至急検査のみとし、通常はメッセ

ンジャーに依頼。 

③検査結果への関わり：至急検査や早朝採血結果の医師・看護師

への周知、未検査の確認。 

④患者情報の把握：早朝カンファランスや医師回診やＮＳＴ回

診への立ち合い。 

⑤患者への関わり：検査前・検査結果について説明、生理検査で

の患者搬送。 

⑥その他：検査備品の補充、随時対応する業務等。 

 

7:00 ～ 7:30 早朝採血、検体搬送、 

       至急検査の結果を医師に周知 

8:00 ～ 8:30 患者情報の把握、早朝カンファレンス、 

       医師回診へ参加（患者情報把握） 

9:00 ～ 9:30 採血・検体採取業務、至急検体の搬送 

10:00～10:30 検査指示ひろい、患者へ本日の検査時間連絡、 

              早朝採血結果の確認・把握 

11:00～11:30 早朝採血結果を医師・看護師へ報告 

12:00～12:30 採血結果の確認・把握 

       ⇒医師・看護師への報告、未検査の問い合わせ 

14:00～14:30 患者へ翌日の検査説明、カンファレンス、 

       NST回診 

15:00～16:00 看護師のマンパワーフォロー、検査結果説明 

16:00～16:30  病棟の検査備品補充、検査説明 

16:30～17:00 患者情報の把握、他スタッフへの検査説明 

随時⇒移動困難患者の生理検査搬送、血糖・POCTの実施、 

       パニック値の報告 

随時⇒悪性腫瘍治療管理、輸血検査説明、投薬情報チェック、 

      （薬剤濃度検査依頼チェック、パニック値の報告） 

【Ｋグループメンバー】 

 Ｋグループは病床数が600～700床の施設で集まり、テーマ①及

びテーマ③について検討した。 

 

 このテーマでの討論の中で、人口減少や高齢化社会の到来にお

ける、医療提供体制の変化に対応した新たな検査技師像を目指す

ことの必要性は理解できるが、担当人員の確保、スタッフの理解、

臨床検査技師本来の病棟業務と看護支援等の在り方はどうする

かなど、導入に向けての課題が多いとの意見もあり、今後あらゆ

る面から検証して十分な根拠のもとに、多くの施設から納得が得

られるように進めていく必要があるとの意見で一致した。 

石井 恵理 山梨県立中央病院 

浜田 敏彦 福井大学医学部附属病院 

渡辺 俊夫 山形大学医学部附属病院 

小松 豊 高知大学医学部附属病院 

小島 佳也 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 

齋藤 賢彦 栃木県済生会 宇都宮病院 

荒井 政和 ＮＴＴ東日本関東病院 

宮鍋 寛 国保松戸市立病院 

佐々木 辰也 岩手県立中央病院 

テーマ③：病棟検査技師育成のための教育プログラム 
 

・病棟検査技師のスキルは： 

 ジェネラリストとして患者と接する上での接遇・コミュニ

ケーション能力の研修が必要である。 

・認定技師の必要性： 

 医療人として幅広い知識と検査の専門性の知識を習得でき

る、ジェネラリスト認定（経験年数＋経験業務）、検査説明の

できる検査技師認定等による育成が必要。また、認定資格に対

する病院からの支援も必要となる。 

・必要な教育（教科書の作成）は？： 

知識・技術の習得に当たっては、マナー・接遇（例ディズニー

ランドの研修）、ホスピタリティ（看護教育に近いもの）、現

場の紹介（臨地実習で見せる）などについて実務実習やテキス

トとなる教科書の作成も必要である。 

 来る第65回日本医学検査学会（神戸）において病棟業務関連の一般演題を連ねミニシンポジウム

として皆様と共に、病棟事業への参画を考える企画を行うこととしました。 

 内容は、聖隷横浜病院や聖隷浜松病院で実施された病棟業務の実検証の報告に加え、複数施設で

の実践例の紹介、病棟業務に関するアンケート結果、病棟業務推進施設情報連絡会で活用している

グループウエアを活用した病棟業務関連情報の共有への試みなどについての演題を予定していま

す。多くの会員の皆様に参加いただき、それぞれの勤務施設でのチーム医療参画推進の一助として

いただきたいと考えております。 

当会HPのこちらのバナーから第65回

日本医学検査学会のHPに入れます。 
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JAMT技術教本シリーズ  

輸血・移植検査技術教本発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！   

編集部会  

委員長 

安田 広康 

★基本的な知識の解説から実際の業務の流れまで

順を追って記載。  

★2015年までに策定された各種ガイドラインや輸

血検査マニュアルに対応。  

★専門的な用語や記述は、学生や初心者にも理解

しやすいよう［参考情報］や［Q&A］で解説。  

日臨技ホームページもご参照ください 
http://www.jamt.or.jp/books/ 

本書の内容と特徴について  

本書は輸血検査における基礎知識と手技、実務作業

について解説した技術書です。 

 長年にわたりご好評いただいた『新輸血検査の実

際』（通称・黒本）を底本に、現在も第一線で活躍さ

れているベテランの臨床検査技師が中心になって執

筆。新たに「移植免疫と検査」および「母児免疫と検

査」の項目を加え、従来の項目も最新のガイドライン

に合わせ改定し、全編フルカラーとしました。 

 現役の輸血検査技師には輸血検査や輸血業務管理の

手引き書として、その他、学校教育の現場や臨地実

習、新人教育のサブテキストとしてもご活用いただけ

れば幸いです。  

※日臨技 事務局での直販はしておりませんのでご注意ください。 
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 毎年、秋頃に開催していた検査deフェスティバルですが、今

年は夏開催とあって暑さ対策に、スイカをイメージした“うち

わ”や“かわいいヨーヨー”を用意し、清涼感のある検査de

フェスティバルとなりました。 

当日は、北海

道マラソンの開

催日と重なり、

地下歩行空間の

蒸し暑さも加わ

り人通りが少な

い印象でした。

そ ん な 中、血

管・血流観察体

験や肺年齢は20

～30人待ちが当

たり前で、今年も大好評でした。昨年から始めたスタンプラ

リー形式は体験者の方々の関心を集め、初音ミク様（特別ゲス

ト？！）の人気との相乗効果で、より多くの方々に楽しみなが

ら検査を体験していただけたと思います。 

また、昨年に引き続き健康相談コーナーでは札幌北楡病院の

高橋正二郎先生にご協力していただき、細胞検査士会にはイベ

ントスペースの一角をお任せし、がん予防の啓発活動もしてい

ただきました。 

 これからも様々な団体に属する臨床検査技師と連携・協力

し、より多くの市民の方々に「検査のプロ、臨床検査技師」の

存在をアピールできるイベントにしていきたいと思います。 

 (北海道臨床衛生検査技師会 小野 誠司)  

 今回、初めて盛岡以外で開催をした。東日本大震災の被災地

ということもあり、大船渡市の協力を得ながら仮設住宅へのポ

スティングや、大船渡コミュニティFM放送局への出演などを行

い、積極的な告知を行った。参加者は73名と少なかったが、来

場した方々には、この健康展に来てよかったとの感想をいただ

いた。また、臨床検査技師養成大学への進学を希望している高

校生が来場し、熱心に説明を聞いていた。被災地での開催に意

義があったと思う。来年度は釜石での開催を予定している。 

  

 東日本大震災、被災地の大船渡で「検査と健康展」を開催

し、被災地の皆様の健康への啓発活動を行えた。また、医師へ

自身の健康について相談もできることで精神的な不安解消にも

繋がった。 

（岩手県臨床衛生検査技師会 川村 将史） 

 今回の開催場所は、あいにくに雨模様、そして仙台駅から若

干離れた場所であったということもあり、管轄警察署の許可を

取りつつ、周辺の交差点付近でのチラシ配り、NHK等マスコミ

関連への通知、さらには他団体(栄養士会等)のイベントのお手

伝いをした際に宣伝をさせていただいたこともあり、それによ

る来場して下さった方が多数ありました。 

 第1回は石巻、第2回は仙台市ということで、都市圏と郊外を

交互に開催してみました。地域性に関係なく、参加者の健康に

対する意識の高さに驚かせられました。「検査と健康展」の様 

 10時15分から検査を開始した。開始前から20～30名の市民が

並び、その後次から次と来場した。検査後の医師の結果説明、

保健師さんの健康相談も好評であった。 

 昨年の反省を踏まえ、各

ブースに順番の整理券を発

行し、検査の進行状況が分

かるように掲示したため大

きな混乱もなく実施でき

た。比較的時間のかかる頸

動脈エコー、HbA1cでは一

時、1時間30分待ちとなり

一時受付をストップした

が、来場者の目標人数を150人としていたのでほぼ計画通り実

施できた。  

 「検査と健康展」が市民に浸透してきており、開始前から列

を作る状況であった。検査を受けられた方自身の健康チェック

となりリピーターが増えている。アンケートからも検査内容に

ついては「満足」が多数を占め、この企画を今後も続けて欲し

いとの要望が多数寄せられた。また、技師による検査説明も実

施し「検査説明・相談のできる技師」の体験の場にもなった。 

 （秋田県臨床検査技師会  横山 一二美) 

 同日に別会場にて健康フェアを行っており、来場者が少なく

なると思われましたが、前年度並みに来場者も訪れ、骨密度検

査を行いました。 

 臨床検査技師自らがデータの説明を行い、日常の生活につい

ても相談されていました。担当した技師は、「疲れたけど有意

義だった」と感想を漏らしていました。アンケートでは、まだ

まだ臨床検査技師の認知度が低いようでした。  

 臨床検査技師の認知度を高めるため、骨密度やCO濃度の測定

を行い、臨床検査技師という言葉を盛り込んでデータについて

説明しました。日臨技が準備してくれた仕事の内容をパネル化

した展示を若い人たちや家族連れの方々が、見て行って下さい

ました。  

(山形県印象検査技師会 飛塚 潔)  

 買い物に来たお客様は、最初は何をしているのだろう？と遠

巻きにみる方も多く、苦戦いたしましたが、途中から血管年齢

測定コーナーは大人気の長蛇の列で人員整理をしなければなら

ないほどになりました。 

 養成校の紹介もでき、検査技師の認知度もあげられたと思い

ます。次年度も同じように開催し、市民も皆様へ臨床検査技師

の認知度をあげていきたいと思います。 

 ミクロの世界については、普段見ることの出来ない血液像の

スライドに、小学生が食いつくように見ている横で、すかさず

親御さんに技師紹介と養成校の紹介を実施。子供たちにもこの

ような職業があるという事をアピールできました。 

 (新潟県臨床検査技師会 坂西 清)    

に、健診ほど堅苦しくなく参加出来るイベントは、よりいっそ

う国民の健康への関心を高める為にも継続していくべきと確信

致しました。  

（宮城県臨床検査技師会 鈴木 宏) 
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 本年度より体成分測定を導入した。また、大腸トンネルおよ

びバーチャルスコープを用いた乳がん検査体験を初の試みとし

て企画した。国際会議場という格式のある会場であったため一

般の来場は少なかったが、その分、待ち時間もなく訪れた方は

様々な企画を体験することができた。  

 来場された方々には臨床検査、臨床検査技師の役割、存在を

理解いただけたと感じた。がん患者体験講演の企画は毎年開催

しているが健診受診の啓蒙活動に大きく寄与している。市民公

開講演においてもカバーメークをテーマに開催。患者に寄り添

う医療の重要性を伝えることができた。  

(茨城県臨床検査技師会 根本 誠一)  

＜検査の世界展＞ 

がん細胞の観察、細菌

の観察、超音波のひみ

つ、血液型のひみつ、

血球の観察、尿のひみ

つの６ブース。スタン

プラリーを実施し、す

べて体験した方に記念

品を差し上げた。 

＜いきいき健康展＞ 

 １人が血管年齢・肺年齢・骨年齢・自己血糖・体組成の５種

類の検査を受けることができる整理券制。180枚の整理券を配

布した。人数－180名 検査件数－900件 

  

 検査の世界展は今年で３回目の開催となり、過去２回では４

ブースだったが、血球の観察と尿のひみつの２ブースを追加し

て、６ブースに拡充した。 

 イベントの認知度も高くなってきており、来場者の皆様には

大変御好評をいただいた。  

 今回から群馬県、群馬県教育委員会にも後援をいただき、ポ

スター配布先を広げた結果、例年より親子連れや中高生の姿が

多く見られ、多くの若い世代に臨床検査技師の啓蒙ができた。

また11月29日付の上毛新聞に記事が掲載され、広く県民への認

知度向上もできた。  

(群馬県臨床検査技師会 齊藤 直哉) 

 今回の催事内容は、毎年埼臨技で実施・啓発している簡易血

糖器による血糖測定の他に、指尖脈波を用いた血管年齢測定、

超音波を用いた骨密度測定、医師による健康相談、昨年度の検

査と健康展で好評を得た超音波機器による模型（乳がん・胎

児）を用いた超音波検査の説明、乳がん触診モデルを用いた触

診体験、疑似尿を用いた尿定性検査体験など多くの企画で、来

場者に検診や検査の重要性を説明した上で、楽しんでいただい

た。 

 昨年度の教訓からイベントスタッフを若干多く配置したこと

により、検査のスピード・検査説明・検査待機者の誘導などが

スムーズに行なえ盛会裏に終了した。  

 無料健康チェックや臨床検査PRコーナーを展開し、健診（検

査）を受ける重要性と、臨床検査の精度、正確性を担保してい

る臨床検査技師の取り組みについて多くの市民の方にPRするこ

とができた。 

 また、小学生～高校生の年代の市民に職業体験とまではいか

ないが、検査体験を通して臨床検査技師の仕事を紹介すること

ができた。  

(埼玉県臨床検査技師会 濱本 隆明 ) 

 10月は学校行事(運動会等)などのイベントが多く来場者は予定

より少なかった。場所も少々わかりにくいところにあるので、事

前に地元公民館ヘチラシを置かせてもらった他、当日チラシを

持って呼び込みをした。事前のインフォメーションが重要である

と実感した。 

 実際に行う検査について、スタッフによる口頭での説明だけで

なく、各ブースの待合スペースに掲示をおこない、各検査につい

てできるだけわかりやすい説明を心がけた。また、医師による相

談も積極的に進めるようにした。 

 来場者のアンケートでは、臨床検査技師について「名前と仕事

内容を知っている」が42%と、以前よりは知られてきている印象

を受けた。各種検査と結果説明・健康相談は、大変好評で「もっ

と周知すべき」「次回の開催は?」「普段気になっていた事が検

査・相談出来て良かった」と言った意見と感謝の言葉を多くいた

だいた。  

 地道に実績を積み重ねるとともに、周知活動を積極的に行うこ

とにより、来場者増加が期待できると感じた。一般の方々と接す

る貴重な機会であり、技師会活動に有用な事業となると思われ

る。 

(千葉県臨床検査技師会 小野寺 清隆) 

 今年も初めての会場での

開催で来場者の呼び込みに

多少苦労しましたが、盛況

に終了できました。 

 年配の来場者は健康への

関心が強く、検査への関心

もありますが、「臨床検査

技師」の認知度は必ずしも

高いものではありません。

今後も引き続き臨床検査の

認知度向上への努力が必要です。  

 都民の健康に対する関心の強さや骨密度検査や血管年齢検査な

ど各種検査への関心の強さも認識できました。  

 今後臨床検査技師の役割をさらにアピールすることにより、都

民の健康増進へ積極的に関わる事の重要性を強く感じることがで

きました。  

(東京都臨床検査技師会 多田 光男)  

 いきいき健康展は、開催に先立ち、新聞広告で宣伝をおこな

い、ポスター・チラシを各医療機関に配布掲示し集客に努め

た。今回人数制限を設けず、お客様に一つだけでも検査してい

ただき、臨床検査の正しい知識の普及・啓発になり、順調に開

催された。 

  県民の健康づくりや生活習慣病の早期発見のために、定期

的な健康診断の重要性、臨床検査の正しい知識と普及・啓発を

行い国民の健康づくりの意識の高揚を図ることが出来た。 

 乳がんについて正しい知識や自己検診・検診の大切さについ

て普及活動が出来た。また、他部門の団体との交流がとれ、一

般市民への啓発活動から臨床検査技師および検査技師会への認

知度を向上することが出来た。 

 山梨県技師会員15％の会員が、今回のキャンペーンに快く参

加し、当技師会員の公共事業への関心の高さと団結を感じるこ

とができた。 

 今後も社会貢献と公益性をもつ継続的な事業へと発展してい

く必要があると感じた。 

(山梨県臨床衛生検査技師会 中川 英二) 
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 ４回の実行委員会を行い準備をして当日に臨んだ。放射線技

師会、看護協会、臨床工学士会にコーナー参加の協力を得て、

多彩な取り組みができた。 

 病院や自治体支所でのチラシや新聞記事、イベント情報誌な

どの宣伝で当日どれだけの方が来場するか予想できなかった

が、思いもかけないほど多くの方が、開場前に来場して下さっ

た。対応能力を超えて一部混乱もあったが、会員それぞれが力

を発揮協力し乗り越えられた。長臨技の出前出張講座の案内と

合わせ、日臨技の検査技師紹介のチラシも全て配布できた。  

 会場が交通アクセス不便な場所にも関わらず、多くの方に来

ていただき、当地区の住民の健康に関する関心の高さがうかが

えた。来場者より「ぜひ毎年このような企画をお願いします」

との声も頂いた。  

(長野県臨床検査技師会 伊坪 哲也)  

 岐阜県臨床検査技師会では、今回のイベントを通して、一般

市民に対し健康に関する意識向上のお手伝いと、臨床検査の仕

事に興味をもっていただくことを目的としました。 

 来場者数は300名を超えたいへん盛況でした。当技師会の全て

の学術部門が協力して企画したおかげで、どのブースもたくさ

んの市民で賑わいました。 

 エコー検査ではどんな見え方がしているのか。血液やヒトの

細胞を顕微鏡で観察すると何がわかるのかなど、市民の皆様に

実際に体験してもてもらい、臨床検査技師とはどんな仕事なの

か、少なからず知っていただけたと思います。 

 ストレスチェック、血管

年齢測定、骨密度測定、及

び健康相談コーナーは特に

人気が高かったようです。

市民の皆様の健康への関心

の高さが窺えました。また

直接お話しをすることで臨

床検査が社会に大きく貢献

していることも実感できま

した。 

 今年度は、オープンスペース２会場で開催したこともあり昨

年を上回る769名の参加が得られ、多くの県民の健康増進に寄与

できました。 

 いきいき健康チェック、

健康相談を受けられた方に

は、健康維持について興味

をもっていただく良い機会

と なりました。体験コー

ナーでは、子供から高齢者

まで幅広い年代の方が参加

され、なかなか見る機会の

ない顕微鏡のマクロの世界

を楽しんでいただきまし

た。今回、被災地での臨床検査を知っていただこうと実際の様

子を写したパネル展示とDVTエコー検査体験を実施しました。 

 アンケート結果より検査と健康展開催に予想以上の反響が得

られ、県民の健康づくりの意識高揚を後押しできたことや、い

ろいろな場面で利用される臨床検査、その検査を行っている臨

床検査技師像をより多くの方に知っていただけた良い機会と

なったと考えられます。 

(富山県衛生検査技師会 成瀬 智)  

 鈴鹿地区の中日新聞に折り込みチラシを入れ鈴鹿市民の方々に

周知した結果、延300名以上もの方々が来場され、この検査・健

康展・健康講座を成功裡に終えた。 

 同時に高校生の来場もあり、次世代へのアピールもできた。 

 市民の方々へ臨床検査技師に仕事を見ていただくことで一定の

認知度を上げたと言える。この様に医師会の協力も仰ぎながら啓

発活動を続ける事が更なる飛躍に繋がると考える。  

(三重県臨床検査技師会 別當 勝紀)  

 実務委員がエルパ４箇所の入口での案内ポケットチィシュを

使った呼び込みから始め、入場者が増えてきた段階では実務委

員総出での展示ポスター説明となった。特に顕微鏡のコーナー

の人気が高く常に何人かが待っている状態であった。初めて血

球を見る人がほとんどで興味を持ってもらえた様子がよく分

かった。血液型の説明ポスターの前には常に入場者がおり説明

する実務委員が離れられない状態であった。また、検査技師の

業務内容を実務委員に質問する人が何人もいた。 

 福井県技師会としては初めての「検査と健康展」であったが

予想より多くの入場者があり、一般市民が始めて臨床検査の内

容を知っていただけたと思う。特に小中学生が顕微鏡検査に興

味を持ってもらえ、終了時間が過ぎても顕微鏡の前から離れよ

うとしない子供がいて、開催してよかったと思う。来年度から

もっと興味をもってもらえる企画を考えて開催したい。 

 「検査と健康展」で臨床検査技師の業務を少しでも一般市民

にアピールすることができ、医療人の一員として認識してもら

ういい機会になったと思うとともに、今後もさらに臨床検査技

師を知ってもらう行動を続けていくことが重要と感じた。   

(福井県臨床検査技師会 谷口 晴信)  

 ショッピングモールでの開催と言うこともあり、子どもでも

参加出来るコーナーを多く配置した。 

 顕微鏡をのぞ

いてみようでは

自分の口腔粘膜

をその場で染色

してみたり、尿

試験紙を用いて

模擬検体の糖濃

度 を 測 定 し た

り、実際の技師

の仕事をイメー

ジしてもらえる

よう企画した。 子どもにも分かりやすい企画を用意したた

め、臨床検査について分かりやすく知ってもらう機会となった

と思う。 

 実務スタッフとして多くの若手技師に参加してもらう事が出

来た。一般県民に臨床検査を紹介する機会を得たことで、県民

の臨床検査に関する意識を知ることができた。今後も継続して

いきたいと思う。 

(滋賀県臨床検査技師会 清水 陽子)  

  一方で若い世代の来場が非常に少なく、検査技師の魅力を十

分に伝達できたとは言えませんでした。会場設営や広報、開催時

期など検討課題はたくさんありますが、来年にいかせればいいと

思います。今後はチーム医療としての検査技師の係わりも企画内

容に加えると更に豊かなイベントになると思いました。 

(岐阜県臨床検査技師会 臼井 信雄) 



Vol.22No.5                会報JAMT ホームページ掲載                 平成28年3月1日号 

 『見て知って体験』をキャッチフレーズとして開催した。

「見て知って」は臨床検査の実際を実機で見てもらったり学ん

でもらったりした。「体験」は４種類の検査を実際に体験して

もらった。高校生を対象とした職業紹介企画と臨床検査専門医

による健康相談、行政による健診案内と運動啓発も行った。日

臨技リーフレットと京臨技準備の健康増進グッズ配布も行っ

た。  

 天候と会場に恵まれ、予想を上回る方が会場に足を運んでく

れた。来場者数と比較して、会場のキャパシティーが小さかっ

たため混雑をし待ち時間が長くなったが、各コーナーの担当実

務員が親切に対応したため、アンケートはほとんどが好意的な

内容であった。 

 『臨床検査の正しい知識の普及と市民の健康へのきっかけ作

り』という２つの開催目標は、達成できたと思われる。 

(京都府臨床検査技師会 小澤 優)  

 頸部エコ-による血管像、ヘモグロビン測定、血液像による

血球観察、血液が失われた際の献血の必要性をトータルで理解

できるように体験コーナーと展示紹介コーナーを工夫した。体

験コーナーは、どのブースも仕切りを作ることでプライバシー

に配慮し、検査相談を受けることができる様にした。同施設で

日臨技近畿支部医学検査学会を開催しており、学会参加の方々

にも参加いただけた。  

 参加された府民に対して臨床検査や臨床検査技師の業務への

理解がえられ、健診受診の啓発ができた。また、地方から来ら

れた学会参加者に地元での同企画開催について参考にしていた

だいた。  

(大阪府臨床検査技師会 清水 隆之)  

 準備開始段階前より検査待ちの方がおられたので少し早く始

め、終了時間も延長するなど、多くの方に来場いただけた。 

 各検査の待ち時間に資料を配布、DVDの視聴などを通して臨

床検査の啓蒙活動が十分に出来たと思われる。 

 スタッフの昼食を取ることが難しいほど、多くの方々に来て

いただき、臨床検査の効果及び臨床検査技師の存在を周知する

効果が高かった。 

 また、臨床検査専門医による検査説明に技師が同席すること

で、参加した会員への勉強にもなった。 

(兵庫県臨床検査技師会 坂本 秀生) 

 当日は検査待ちの行列ができるほど、多くの方に来て頂き、

大盛況であった。特に骨密度、血管年齢測定は世代を問わず人

気があった。      

 皆、熱心に検査結果を聞き、更に質問をしたりと健康に対す

る意識の高さを感じた。 

 ポスター掲示とパンフレッ

ト配布、臨床検査専門医２名

による検査相談コーナー、乳

腺模型の触診体験、顕微鏡の

体験、無料検査（テーマ「貴

方の血管は大丈夫？」として

頸動脈エコーを実施）・臨床

医による動脈硬化をテーマに

した講演会などを行った。 

 当初、先着70名で告知して

いた無料検査について、実に223名と多数の市民が希望され、

急きょ希望者全員の検査をすることとした。 

 動脈硬化が進行すると、死因の主な原因である心疾患や脳血

管疾患を引き起こす恐れがあるので、頸動脈エコー検査を用い

た「動脈硬化の程度を知る検査」が「視覚的に動脈の状態を知

る検査」として有用であると紹介した。 

 講演会の入場者数は241名で、たとえ一過性でも症状が出現

した場合救急受診することが予後にかかわるので重要だという

ことや、家族が病状を見分ける方法として顔の表情変化につい

てわかりやすくお話しいただいた。また、食事や運動について

の注意点もわかりやすく講演していただき、本日測定した頸動

脈エコー検査の結果についての説明、さらに「要精査」と記載

された方へは脳神経外科を受診するよう指導があった。 

 臨床検査専門医による相談コーナーは42人の市民が利用さ

れ、無料検査同様に長蛇の列となった。 

 動脈硬化を理解し、パネル展示や顕微鏡、乳腺触診体験など

を通じて多くの市民に対して健康増進と疾病予病の啓発活動が

行えた。また、私たちの職制が紹介できたことにより臨床検査

技師の知名度向上につながったと考えた。 

(和歌山県臨床検査技師会 田中 規仁)  

 無料検査では血管年齢・肺年齢・骨密度測定・体脂肪計測・

血圧・頸動脈エコーを６０名に実施し、その結果について医師

と検査技師３名が説明と相談に応じた。説明を待つ間に健康ポ

スターやパネルをみていただいたいた。 

健康講演会（２題）では、座ったままで体を動かし隣の人と

ゲームを楽しみ、継続することが重要であると学んだ。また、

岡山弁再発見では、岡山弁の文法があることを学び、皆さん目

からウロコが落ちたようだった。 

 天候不良のためか、客足が伸びず、集客に課題の残る結果と

なったが、検査や講演の内容はとても充実したものと確信して

いる。  

 (岡山県臨床検査技師会 小林 尚子)  

 検査をする者とは別に、検査

結果を説明する者を配置し、納

得されるまでお話ができるよう

にしたことがよかったようで、

多くの人に検査を体験していた

だけた。  

 今年は、臨床検査技師紹介Ｄ

ＶＤを会場内で上映し、一般の

方に臨床検査技師の存在と臨床

検査についてPRできたことも意

義がある検査展になったように

思う。  

 また、親子づれの姿も目立った。子供たちが検査に興味を持

ち、見入っている様子に目を細めながら、次世代の検査技師にと

期待を持った一日であった。 

(奈良県臨床検査技師会 堀川 寛子)   



 肺年齢、ヘモグロビンA1cは待ちが常に途切れず、手洗い確

認が予想以上の反響で、事前の予想を超えての来場に追われま

した。複数の体験を実施していたため、スタッフ数も多めに設

定していたので、少し余裕を持って行えました。 

 臨床検査技師という職業がどういった仕事をしているのかを

認知してもらえました。特に、顕微鏡を覗いてもらうなど、専

門性の感じられる内容に、感心してもらえたことは良かった。

手洗い確認という日常に役立つ内容もあり、身近な存在として

認識してもらえたのではないかと思います。  

(山口県臨床検査技師会 早木 弘斉)  
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≪健康チェック≫ 

・骨密度213件・肺年齢162件・簡易血糖197件 

・貧血検査(Hｂ)192件・頚動脈エコー80件 

≪検査技師紹介コーナー≫ 

・DVD上映(日臨技作成・臨床検査

推進委員会作成) 

・高知県臨床検査技師会活動パネ

ル 

 (高臨技の沿革・活動をまとめ

たもの) 

≪パネル展示≫ 

・日臨技配布の臨床検査ポスター 

≪パンフレットの配布≫ 

・検査業務パンフレット 

・ピペット 

・付箋、ファイル 

≪結果説明・健康相談≫ 

 

 目標の200名を超える方々に参加いただき、来場者に臨床検

査技師のアピールと臨床検査への関心を持っていただくことが

出来ました。 

 健康チェックを通して、検診に対する意識が高まったと思い

ます。  

(高知県臨床検査技師会 樫本 浩之)  

 公開講演はニコーク

リニック理事長の田中

裕幸先生を講師に招

き、「動脈硬化の新事

実」～ LDL コ レ ス テ

ロールよりリノール酸

が主役～という演題で

動脈硬化に関するご講

演をいただいた。講演

内容は専門的な内容をまじえながら、一般市民の方々に解り易

い内容で好評であった。 

 講演後は動脈硬化に関する健康チェックが実施された。検査

までの待ち時間を活用し、展示や検査技師紹介の放映を来場者

にご覧いただいた。 

 今回は動脈硬化に関する講演と健康チェック(血管検査)に統

一した内容で実施したことにより、事業目的である生活習慣病

の早期発見や定期的な健康診断(検査)の重要性の普及に繋がっ

た。検査終了後には検査説明･相談を受ける方も多く､説明後も

納得され笑顔で感謝のお言葉をいただいた。本事業において臨

床検査技師の業務内容と検査の大切さについて紹介できたもの

と感じる。 

(佐賀県臨床検査技師会 三根 光浩) 

  新聞広告やチラシを配

布したことで広報でき、

整理券を求めて一般の

方々が早朝から会場の入

口に列を作り並ばれた。

今回は、８種類の検査に

整理券で人数制限を行っ

たが、会場内はやはり混

雑し時間のかかる検査では列が長くなった。随時検査が可能な

血糖検査や骨密度などは、誘導員が対応しスムーズに実施でき

た。待合場所には、DVDで臨床検査の仕事内容などを放映した。 

 健康相談ｺｰﾅｰには、臨床専門医会から派遣して頂いた２名の

先生と臨時診療所開設者として内科医１名の３名体制で対応し

ていただいた。栄養相談コーナーには、栄養士会から２名の管

理栄養士の方にご協力いただいた。また、参加者にアンケート

調査も実施し来年の活動の参考とした。  

 来場者は、新聞を見て来場された方が多く、健康意識の高い

方が多かった。糖尿病コーナー・動脈硬化コーナー・肺機能検

査コーナー・メタボ検査コーナーなどに分け開催したが、どの

コーナーにも列ができていた。特に今年は健康相談を希望する

方が多く、日頃聞けない体調について丁寧に説明してもらい満

足して帰って行ったた。実務担当者も一般の方からの質問に対

応し、検査説明のスキルが必要だと感じていた。一般の方に、

健康への意識を高めてもらい健康診断の受診率向上を図ること

や、臨床検査技師の職種を理解していただくくことを目的とし

て開催したが、アンケート調査から来年も参加したいと回答し

た方が昨年同様98％超であった。臨床検査技師の認知度も63％

と上がっていた。  

(大分県臨床検査技師会 野中 恵美)  

 健康チェックの実

施状況は、簡易血糖

156名、内臓脂肪率

88名、骨 密 度測 定

133名、頚動脈超音

波検査 140名、肺機

能測定 129名。延べ

646件と昨年比57件

増の検査を体験いた

だくことができた。 

 検査の世界展では、パネル展示10枚を掲示、顕微鏡はモニ

ター付きでより見やすくし対応した。 

臨床検査専門医による健康相談及び検査技師による検査説明に

は、丁寧な説明がなされたと好評のお声を多数いただいた。

リーフレット、パンフレット等は10種2000部準備し、検査待合

の間にも声掛けし配布、説明を行った。  

 昨年からのリピーターという方もおられ、多数の検査を受け

ることができて、好評いただいた。 

 また、医師の健康相談前に「検査説明」は場所を離して誘導

し、検査技師による説明にスムーズに応じていただき、所見の

ある方、希望される方には医師の説明を受けていただくなど充

実した体制で喜ばれた。 

 会場が行楽地に近く、当日県内最大のイベント「おはら祭

り」も開催され、昨年より来場された方が多く、県外の方も21

名体験された。 

 最後に、検査項目はご本人の希望により選択されますが、頸

動脈エコーや肺年齢など年々増加傾向にあり、検査の認知度が

増したように思える。 

(鹿児島県臨床検査技師会 小野 三智男)  



  2015年       2016年         

区分 １月～３月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～2月 合計 会員数 
比率

（％） 

未受講 

会員数 

北日本 727 590 770 366 45 2,498 8,727 28.6% 6,229 

関甲信 745 492 581 541 259 2,618 7,495 34.9% 4,877 

首都圏 917 852 1,011 785 366 3,931 10,659 36.9% 6,728 

中部圏 611 581 608 771 354 2,925 7,433 39.4% 4,508 

近畿 760 492 276 512 488 2,528 7,711 32.8% 5,183 

中四国 272 680 746 862 218 2,778 7,068 39.3% 4,290 

九州 588 459 766 1,090 1,023 3,926 7,913 49.6% 3,987 

合計 4,620 4,146 4,758 4,927 2,753 21,204 57,006 37.2% 35,802 

非会員 219 270 317 390 211 1,407       

総数 4,839 4,416 5,075 5,317 2,964 22,611       

（編集後記） 私の従兄弟がフィッシングボートを持っていて、釣りに出かけることが多々あった。時には大海

原の真ん中でたこ釣りをしたこともある。私も一応ボート免許を持っていて、操船するのだが、陸と違って海

には目に見える道が無い。遠くの景色を目印にＧＰＳを頼りに走らせる。あるとき名古屋港から伊勢志摩方面

へ向かおうとしたが直線ではそんなに距離が無いのに、やたらと時間がかかる。陸が見えないと怖いので海岸

地形に合わせて走っている。やはり人は自分の位置がしっかりわからないと不安になるものである。【中井】 
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 今回は沖縄県の北部地区（名護）で初めて開催したが、

ショッピングセンターとタイアップすることで、来場者も多く

（200名越え）、予想以上に臨床検査をアピール出来たと思われ

た。特に親子づれも多く、中には臨床検査技師を目指す中学生

もいて、その両親から是非もっとこういう機会を増やして欲し

いとの要望もあり、感謝の言葉もいただいた。SASコーナーでは

ビデオを真剣見入っていた方も何名かみられた。また、毎年こ

のようなイベント（骨密度測定等）をやって欲しいとの意見も

多く聞かれた。 

 今回の検査展を通して、

臨床検査の重要性や健康意

識の向上が図られたものと

考えられ、今後は北部・中

部・南部と毎年場所を変え

て実施していきたい。今回

も多くの子供たちが興味

津々に顕微鏡を観察してお

り、科学の面白さを体験で

きたことと思われる。 

 

(沖縄県臨床検査技師会 手登根 稔)  

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の修了状況 
 平成28年３月1日時点の支部別修了状況をご報告いたします。21,000名を超える会員が修了されました。 

 九州支部では昨年後半から尻上がりに増えてほぼ半数（５割）の会員が修了されています。 

 ホームページの最新ニュース「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の参加申込区分変更について」

（平成28年２月16日付）で予告のとおり、3月1日より申込区分は、会員か非会員かの２種となりました。従来

は入会希望や入会予定の方は会員価格とする措置としていましたが、その後、入会手続きが滞留するなどの

ケースが一部で発生して督促に時間もかかり、公平公正の観点から２種に見直されたものです。 

 非会員で受講希望のかたは入会手続き（当年度会費支払いを含む）が完了していない場合は、あくまで非会

員扱いとしての申し込みとなりますのでご注意が必要です。 


