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横地常広 

P1 診療情報管理士通信教育の編入資格（専門課程）制度の改定 

P2 厚生労働省指定講習会の受講率41.6％ 都道府県別受講率に格差 

P3 平成28年度先駆的遺伝子染色体研修会 「遺伝子検査の技術習得と染色体検査の理解」開催、迫る！ 

P4 職域拡大への取り組み第３回 病棟業務の取り組み６ 

P5 平成28年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査について/『在宅医療チームのための臨床検査』が刊行されました！ 
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～診療情報管理士の資格取得を目指す人必読！～  

＊ 

一般社団法人日本病院会で実施している診療情報

管理士通信教育のカリキュラムのうち、基礎課程

（１年次）については、臨床検査技師の養成課程と

重なる科目が多いことから、日臨技は日本病院会に

対して、医師、看護師、薬剤師に認められている専

門課程編入資格を臨床検査技師にも認めていただく

よう要望していました。この度、臨床検査技師の国

家資格有資格者においても、通信教育の編入資格要

件を満たすこととなりましたのでお知らせいたしま

す。 

＊ 

本資格は、一般社団法人日本病院会が認定する養

成施設で学んだ後、認定試験に合格すると「診療情

報管理士」として認定、登録されます。原則として

２年制以上の短期大学または専門学校卒以上の学歴

を有する者を受講資格としており、基礎課程（１年

次）と専門課程（１年次）の計２年を修業し、試験

に合格する流れとなりますが、本制度改定により、

基礎課程（１年次）を免除することができるように

なります。変更点は右記のとおりです。 

＊ 

実施時期として、臨床検査技師の編入は平成29年

度より可能となる予定です。詳細については、「日

本病院会 診療情報管理士 通信教育」をご確認くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 【具体的な改定内容：専門課程編入資格】   

「医師、看護師（准看護師を除く）、薬剤師

は、選考のうえ、専門課程に編入することがで

きる。」  

「業務独占および名称独占として規定されてい

る医療機関国家資格を有する者は、選考のう

え、専門課程に編入することができる。」 

 【変更前】 【変更後】  

修了期間 ２年間  １年間 ⇒ 

受講料 200,000円 100,000円 ⇒ 

履修科目 21科目・全48単位 9科目・全24単位 ⇒ 

診療情報管理士とは 
 

診療内容や患者の病状、検査記録などを記録したカルテ情報とその他患者情報を正しく管理すること

で、的確な診療と健全な病院経営を支える、診療に欠かせない職種です。また、データを分析し、統計を

出すことにより診療のムダを省くことで病院の経営に貢献したり、新しい治療方法の研究へつなげること

で医療の質を高めることも役割としています。資格取得には病院管理や診療報酬制度も学習するため、普

段の業務や委員会活動、日常生活に役立つ知識も多く得られます。 

政策調査課 
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都道府県別受講率に格差 

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会事業は開始より１年半となりました。平成27年１月より開

催され、平成28年８月現在、全国９か所で延べ100回を超える講習会が開催され、約２万８千人を超える

既卒者（臨床検査技師）に受講いただきました。 

 「臨床検査技師等に関する法律」の一部改正による「検体採取」及び省令追加された「嗅覚・味覚検

査」の実施に当たっては、既に臨床検査技師免許の取得者に「厚生労働大臣が指定する講習会」の受講

が義務付けられました。よって、本講習会は臨床検査技師のライセンスの一部追加であり、すべての臨

床検査技師に受講していただくことを念頭に事業を展開しております。平成28年度以降に養成校に入学

され国家試験に合格した者から講習会受講が免除されますので、受講が必要とされる養成校卒業者（平

成27～平成31年度卒）を念頭に５年間の継続事業として展開しておりますが、開催回数、開催場所は経

時的に縮小していく予定です。 

 平成28年８月までの講習会受講率は都道府県全体で約41.6％、各技師会の会員数に対する受講率は

64.9％から18.6％と受講率に大きな格差が認められています。 

 今回追加される業務を実施するためには本講習会の受講が必須であり、チーム医療における臨床検査

技師の責務を果たすためにも、国家資格を有しているすべての臨床検査技師に受講をお勧めしておりま

す。 

会員の皆様方は、以上の状況をご理解いただき早期に受講していただきますようお願い申し上げま

す。 

担当執行理事 千葉 正志 

～受講促進のお願い～ 

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会 

都道府県別受講率 （平成28年8月現在）  
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平成28年度先駆的遺伝子染色体研修会 

平成28年10月15日（土）16日（日）の２日間長浜バイオ大学において、「遺伝子検査の技術習得と染色体検査

の理解 -日々の疑問を皆で解決しませんか-」と題し、標記講習会が開催されます。 

今回の研修会では、遺伝子検査は解析技術とインターネットによる情報検索技術の実習、染色体検査は技術解

説とカリオタイピング実習を実際に行い習得します。また、日常の遺伝子検査の問題点や課題を整理・共有し、

参加者同士で討議し問題の解決を行います。 

すでに遺伝子・染色体検査に従事している方、導入を検討されている方、興味のある方など幅広く参加者を募

集しています。多数のご参加をお願い致します。 

   実務委員 南木 融 

 遺伝子検査を導入するために必要な時効の解説  

 DNA抽出とPCR法の実習、技術上のコツとトラブルシュートの解説  

 専任教員によるインターネットを利用した情報検索技術の演習  

 染色体検査技術のポイントの解説  

 Gバンドパターンの特徴を学び核型分析の実習  

 造血器診療における染色体検査の役割の解説  

10月15日 (土) 
 

8:30 ～ 9:15 受付 
 

 9:15 ～ 9:30  挨拶・オリエンテーション 
 

＜遺伝子検査の実習と講義＞ 
 9:30 ～ 10:00 「遺伝子検査を行うために大切な事」                         

筑波大学附属病院  南木 融 
 

10:00 ～ 12:00 遺伝子検査実習①「DNAの抽出」                                                                                 
【内容】カートリッジ法（キアゲン）を用いて唾液からのDNA抽出を

行い、抽出のコツとポイントを習熟します。 

                            筑波大学附属病院 大木 圭子 

川崎医科大学附属病院 中桐 逸博 

山口大学医学部附属病院 岡山 直子 

長浜バイオ大学 奈良 篤樹 
 

12:00 ～ 13:00 昼休み 
 

13:00 ～ 15:00 遺伝子検査実習② 

           「PCR実験のコツとトラブルシュートのポイント」  

【内容】リアルタイムPCRを用いたGAPDH遺伝子の検出事例を通して

実験のコツとポイントを習熟します。   

        ライフテクノロジーズジャパン㈱  白神 博                                     

長浜バイオ大学  奈良 篤樹 
 

15:00 ～ 15:10 休憩 
 

15:10 ～ 17:10 「インターネットを利用した遺伝子検査のための 

           情報検索技術」  
【内容】情報検索技術についての講義の後に次世代シークエンス解析

についての解説と体験実習を行います。                                               
長浜バイオ大学  大島 一彦                                         

長浜バイオ大学  上原 啓史 
 

17:10 ～ 18:10 「グループ討論」  
【内容】事前に頂いた日々の疑問などについて皆で討議します。 

                       10月16日 (日) 
 

＜染色体検査の実習と講義＞ 
 

9:00 ～ 9:40 「染色体検査技術について」 
【内容】染色体検査を実施する上で必要な技術的なポイントについて

解説します。 

  四国こどもとおとなの医療センター 曽根 美智子 
 

9:40 ～ 11:00 「カリオタイピング実習」 
【内容】核型分析でのGバンドパターンの特徴を学び核型分析の実習

を行います。            

四国こどもとおとなの医療センター  曽根 美智子              

天理よろず相談所医学研究所 福塚 勝弘 

株式会社ビー・エム・エル総合研究所  園山 政行        

長浜バイオ大学 奈良 篤樹 
 

11:00 ～ 11:10 休憩 
 

11:10 ～ 12:00 「造血器診療に細胞遺伝学的検査が果たす役割」 

【内容】造血器腫瘍における細胞遺伝学的検査の意義についてわかり

やすく解説します。 

株式会社ビー・エム・エル総合研究所   園山 政行 
 

12:00 ～ 12:15 閉講式  

募集人数：50名 

  （定員になり次第締切ります） 

申込締切：９月30日（金） 

※お早めにお申込ください！ 

お申し込みは会員専用ページから！ 

研修会概要  
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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６回目は臨床検査技師の検体採取行為が可能となったことより、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

拡大として検体採取を病棟で展開した事例です。特に鼻腔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６ 

【施設名】 

 医療法人厚生堂 長崎病院 
 

【病院概要】 

 当院は広島県広島市西区横川駅のすぐそばにあり、明治10年より

開業している。「思いやりの医療」を誓いとして診療を行ってお

り、予防・診療・社会復帰を三本柱として包括的医療を目指してい

る。病床数175床（一般40床、療養135床）、内科、皮膚科、人間

ドック併設、職員数約250名、１日平均外来患者数120名の一般病院

である。 
 

【検査部概要】 
 臨床検査技師は10名で、検診部門（人間ドック）と病院検査室部

門とに分かれて業務を行っており、検診部門では採血業務をはじ

め、各種生理検査を実施している。また、病院検査室では検体検査

（生化学・免疫・血算・一般等）と生理検査（心電図、運動負荷心

電図、血圧脈波、肺機能、各種超音波検査等）を実施している。職

員は３ヶ月毎に個人目標を掲げ、目標達成を目指して業務に取り組

んでいる。 
 

【実践している取組み】 
 2015年11月までの検査室外での業務は、ポータブル心電図、出血

時間、脳波、腹部超音波、SMBG指導、糖尿病教室４回/年、生活習慣

病予防教室４回/年、学校検診（学校へ出向く）であったが、2015年

12月より新たに病棟の検体採取業務（インフルエンザ検体採取）を

スタートさせた。 
 

【導入までの経緯】 

 当院のインフルエンザ検査の検体採取業務は検査オーダー時に依

頼伝票で運用をしており、病棟スタッフは検査指示が出たら依頼伝

票を提出するために検査室へ行き、その際に検査キットの綿棒と抽

出液が渡され病棟へ持ち帰っていた。検体採取後は抽出液を提出す

るため検査室へ行き、15分後に結果が出たら再度検査室へ報告書を

取りに行くという流れで業務を行っていた。複数患者の依頼が時間

差で出た場合、病棟スタッフの負担は明らかであった。判定が機械

判定の為、検体採取後の抽出液は検査室へ提出しに行かなければな

らないのはやむを得ないが、検体採取前の綿棒と抽出液をあらかじ

め病棟で管理するなどして検査室への往復回数を減らす運用をこれ

までに何度か検討はしてきた。しかし、過去に目視判定のインフル

エンザキットを病棟で管理していた際に、原因は定かではないが綿

棒、抽出液、テストシートの在庫数が合わなくなり何度もキットを

無駄にした経緯がり、多くのスタッフが業務をしている４つの病棟

に綿棒と抽出液を置き、各病棟に在庫管理やロット管理をしてもら

うことは困難であったことから、機械導入を機に煩雑ではあったが

上記の運用を続けていた。 

 平成26年６月の臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴い、

数名ずつに分かれ指定講習を受講し、検体採取業務を検査室に取り

入れる準備を進めていった。最初に施設長へ提案をし、看護部長へ

検査室がインフルエンザ検体採取業務を取り入れたい考えを伝え

た。「診療報酬は改定毎に厳しくなり、検査室は自動化が進みコス

ト削減が余儀なくされている状況で、私達臨床検査技師になにかで

きることはないか模索している。」と話し、理解を得た。時期を同

じくして看護師長会に出席し、この案を提案したところ「看護部で

は人員不足による業務の負担増加で厳しい状況が続いており、業務

軽減につながるのならば助かる。」と各病棟の看護師長にも快諾し

てもらえた。 

【実際の運用】 

 指定講習の受講が修了した技師か

ら業務に携わることとし、技術に偏

りが生じないよう依頼された検体ご

とに採取を担当する技師を変更し

た。検査依頼の時間帯は朝一番の事

が多いが検査室も最も忙しい時間で

ある為、業務が一段落して病棟へ出

向くようにしている。詰所で患者の

情報を聞いた後に採取を行うが、感

染対策として手袋、マスクを着用

し、ベッド周りのカーテンを閉じ

て採取を行うよう取り決めをし

た。また、数例の採取を行ってみて採取時に患者様の鼻に綿棒を挿

入する事でくしゃみが誘発されることが解かった。飛沫感染予防策

として採取時には患者様にもサージカルマスクを着用して頂くよう

にした。 

<準備物> 

依頼伝票（詰所で受け取り）、採取用綿棒、抽出液、検体運搬用

ケース、ゴミ袋（採取後の綿棒の廃棄用）手袋、サージカルマスク2

枚（技師用、患者様用） 

【他職種からの取り組みへの評価】 

例年、冬季は風邪が流行しやすく看護師がその対応に追われてい

る。平成27年度のインフルエンザ流行期の検体採取業務を検査室が

行ったことで、看護部からは評価を得ることができ看護師の業務の

負担軽減に貢献できたと思われる。 
 

【実践したことによる課題と対策】 
検査室が検体採取業務を担うことで看護師の業務負担軽減につな

がったが、施設長より「日中、この業務のほとんどを検査技師が

行ってしまうと、夜間・休日の検査技師不在時に看護師にとって不

慣れな業務となってしまいかねない。」と看護技術の低下が示唆さ

れる指摘を受けた。この課題に対する対策として、朝の技師の出勤

体制が整う９時前の至急の依頼は従来通り看護師による採取を行う

事にした。また、インフルエンザ検査以外の簡易キットも同様にし

て看護師が検体採取を行う機会を無くさない事で了承を得た。 

検体採取を初めて行う技師は自身の手技に確信が持てない者がほ

とんどで、検査結果が陰性であれば手技が適正ではなかったのか不

安に感じる事がしばしばある。この不安を自信に変える為に、採取

前には指定講習のテキストを見直し採取経験のある技師を同行さ

せ、看護師に傍に付いてもらいアドバイスを受けながら実施するよ

うにした。 
 

【結語】 

当院の場合、この検体採取業務について、検査室と看護部の双方

の考えが一致した後から、実際の運用開始までにはそれほど時間を

要しなかった。臨床検査技師が置かれている厳しい現状も含め業務

拡大の意向を伝えることで施設長、看護部長からの理解を得ること

ができたと感じている。検査室の業務拡大が厳しい状況の中、検体

採取の講習があり幸いにも業務に取り入れることができた。また、

私達が検査室外の業務を増やしていくことで病院組織の中でどのよ

うに役立てるのか改めて考えるきっかけとなった。これを機にイン

フルエンザ検査以外でもできる業務が他にないか、日常業務の中で

他部門との連携を図りつつ、検査室内でアイデアを出し合って検討

していきたい。 

長崎病院 臨床検査室技師長 隅廣咲矢子 

病棟に出向き検体採取を行う様子  



（編集後記） 梅雨明け前には、今年発生した台風が例年より少ないと言われていた。北海道には８月に入って

３つも上陸し、台風10号は迷走の末、東北地方へ上陸すると予測されている。温暖化の影響なのか雨の降り方

まで暴力的になっているような気がしてしかたがない。今週は神戸で学会週間である。野分の風が過ぎてすっ

きりした青空が広がりますように。                             【横地】   

 今回の改定では医療従事者の負担を軽減する観点から、医師事務作業補助者や看護補助者の配置に係る評価、特定

集中治療室等における薬剤業務に対する評価、栄養サポートチームにおける歯科医師との連携に係る評価等について

見直しがなされました。 

これらを踏まえてその影響を検証するために、関連した加算等を算定している保険医療機関における診療体制や

チーム医療の実施状況について調査を行うことになっています。主な調査事項は・医療従事者の勤務状況・医療従事

者の負担軽減のための施設としての取り組み内容やその効果・看護職員の夜間の勤務状況・夜間の看護職員の勤務負

担軽減への取り組み状況やその効果・チーム医療の実施状況と効果 等です。 

 この調査は本年10月～12月に調査票配布・回収・結果集計により調査実施の予定です。当該医療機関に所属する会

員各位におかれましては医療従事者としての臨床検査技師の存在価値をアピールして下さい。 

（政策調査課）  
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『在宅医療チームのための臨床検査』が刊行されました！ 

臨床検査従事者は在宅医療の一員として何ができるのか。 

在宅医療に興味のある方、今後を見据えた全ての臨床検査技師へ… 

監修：臨床検査振興協議会 

定価（本体2,000円+税） 
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ISBN：978-4-8407-4877-3 

●在宅医療での疾病や病態からみた臨床検査の使い方のポイント

を解説するとともに、在宅医療に用いられる臨床検査に係るQ&Aや

“心得"も掲載！ 

臨床検査は高い評価を

受けています！ 

在宅にて臨床検査を実際に受けた人から

のアンケート結果 

本書は、「在宅医療と臨床検査」に焦点をあて、特に検体検査関連事

項を中心に、在宅医療での疾病や病態から見た臨床検査の使い方などを

解説しています。 

在宅医療は病院医療と異なった面をもち、また多職種の方が有機的な

連携をとって提供されるものです。本書は在宅医療に関心のあるすべて

の方を対象としているとともに、在宅医療での臨床検査運用に求められ

る臨床検査技師等の資格要件の在り方などについても展望した内容と

なっています。 

監修 臨床検査振興協議会 

なぜ臨床検査を在宅で必要

か説明しています！ 

書店流通のため、書店、ネット書店にてお買い求めいただくことができます。 

9月3・4日開催の第65回日本医学検査学会でも販売いたします。 
※日臨技 事務局では販売しておりませんのでご注意ください。 


