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横地常広 

P1 第32回世界医学検査学会を終了して 

P2～P4 JAMT技術教本シリーズ発刊！ 

P5 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」 

P6～P7 病棟業務推進ミニシンポジウム企画 

P7 コラム記事事務局でのつぶやきManagement by Belief(MBB)：「思い」のマネジメントについて 
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第32回世界医学検査学会 学会長 宮島 喜文 

（日本臨床衛生検査技師会代表理事 会長） 

 平成28年８月31日から９月４日にかけて、28年ぶりに日本

で開催された第32回世界医学検査学会（The 32nd World 

Congress of the International Federation of Biomedical 

Laboratory Science (IFBLS2016 KOBE)は、我が国を含む34

か国の検査技師約1,200名、国内の学生・教員約900名と、併

せて2,000名を超える参加をもって成功裏に終了いたしまし

た。 

 ４年前にこの学会開催の立候補を行い、日本開催が決定さ

れて以来、多くの関係者の方々のご理解と努力により、滞り

なく学会の準備と当日の運営が行われました。 

 学会後のＩＦＢＬＳ役員会でも、今回の学会はエクセレン

トであったという評価をいただきました。また、学会に参加

された会員やご来賓からも学会成功のお祝いの言葉を頂戴い

たしました。 
＊ 

 本学会で当会の光栄としては、９月２日の開会セレモニー

に秋篠宮同妃両殿下のご臨席を賜り、ご理解あるお言葉を頂

戴したことにとどまらず、その直前に、今回JAMT Scien-

tific FESTAの企画として展示された「震災後のＤＶＴ検診

活動の実際」「50年にわたる精度保証の歴史と成果、今後の

課題」「薬剤耐性菌対策」という３つのブースをご視察いた

だけたことです。 

 私自身、このご視察の説明役を務めながら、特に、精度保

証に関わってきた多くの諸先輩や当会会員の努力や、被災地

という困難な活動環境において使命を尽くした当会会員の努

力が、大きく報われたという感慨を深くしました。 

 国民の健康という課題に真正面から立ち向かってきた臨床

検査技師のありかたがこうして皇室家にも伝えられたことは

誇らしく、大きな喜びであることを会員の皆様と共有したい

と存じます。 

 また、学会初日の開会式には、臨床検査技師の一人である

伊達忠一参議院議長にもお越しいただき、ご挨拶を頂戴しま

した。各国参加者にとっては、我が国の臨床検査技師が、医

療現場での活動にとどまらず、国政にも深く進出、関与する

姿は大きな驚きであったと思われます。 
＊ 

 いうまでもなく学術面でも、特別企画などの依頼口演を含

めた口演数は80本以上、ポスターセッションでも520本を超

える発表があり、素晴らしい成果を得ました。ノーベル化学

賞受賞の田中耕一先生には特別記念講演を行っていただきま

したことも光栄に存じます。前述のJAMT Scientific FESTA

も計８つのブースで、主催国としてこれまでにない形式の展

示や体験の場の提供となり、海外参加者には新鮮な印象を与

えました。 

 学生フォーラムも日本人８名に海外５ヶ国９名を加えて17

名が熱く意見交換をしたと報告されています。 

 企業展示は86社824小間の出展となり、近年の日本医学検

査学会を超える規模での開催となりました。多くの企業が英

語展示対応を行い、国際学会としてのサービスが行き届きま

した。 

 各種の社交行事やラボツア―などでも、日本人の「おもて

なし」の精神は随所に発揮され、海外参加者においてご満足

いただき、前述のエクセレントの評価の一部を構成したもの

と存じます。 

 当初の予想を超える参加者数から、９月１日のナイトセミ

ナーは海外参加者中心に乗船していただき、この企画を心待

ちにしていた国内会員には大変申し訳なかったものの、代替

企画として「納涼ビアパーティー」を急遽企画して、学会参

加の思い出つくりに配慮をさせていただきました。 
＊ 

 私自身、開会セレモニーや閉会式などにおいては、慣れな

い英語でのスピーチにも挑戦しましたが、この国際学会開催

を契機に、今後、国際化の時代に対応・挑戦できる会員が大

きく増えることを心より祈念しております。職能の開発に

ゴールはありませんし、その範囲も多彩です。国際化もその

一つとしてとらえていただければ、この学会を開催した意義

が将来につながるものと確信いたします。 
 

 学会の詳細なご報告は、今後、当会の広報媒体を通じて

行ってまいります。 
 

 以上をもちまして、とりいそぎのご報告とさせていただき

ます。 
 

 会員各位のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。 

【開会セレモニー】  
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JAMT技術教本シリーズ  

臨床検査技師のための臨床研究・治験 

ハンドブック発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！   

編集部会  

委員長 

河野 健一 

★ 臨床研究に関する基礎知識と最新情報を習得できる

ようにわかりやすく解説！！ 

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  

※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。 

 新しい医療の開発に臨床研究は必須であり、臨床検査技

師は検査技師としての役割のみならず、チーム医療の担い

手としても様々な立場で臨床研究に関わっています。 

 臨床研究の推進は我が国の課題であり、国を挙げて様々

な施策が図られています。一方で、結果の信頼性の確保のた

め、医療者には臨床研究についての研修が求められていま

す。医師や看護師等で臨床研究に関する教育が行われてい

るように、臨床検査技師への臨床研究の教育の機会が必要

です。 

 本書は、臨床検査技師が検査技師として支援する場合、臨

床研究の専門職(CRC、データマネジャーやスタディマネ

ジャー等)として参画する場合、さらには自らが臨床研究を

企画・実施する場合を含めて、臨床研究に関する基礎知識

と、最新情報を習得できるよう、わかりやすくまとめまし

た。 

 臨床検査技師が研究に協力又は実施する場合、例えば検

体を用いた研究を行う際に留意しなくてはいけない事項と

して、倫理委員会の承認を得ているか？患者さんのイン

フォームドコンセントはどうなっているか？等、最新の

ルールと正しい知識を理解しなければ意義ある研究に結び

付きません。また、研究毎に、特有の検体管理や精度管理が

必要となる場合もあり、この点の取り扱いも示しました。 

 本書を全ての医療機関・検査受託機関の検査部門責任者

や検査技師の教本としていただくとともに、臨床研究の関

係者や臨床検査技師の業務拡大に興味ある方々、臨床研究

関連事業での参考図書として広く活用いただくことを願っ

ています。 

（Ｂ５サイズ）  
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JAMT技術教本シリーズ 

超音波検査症例集発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！   

編集部会  

委員長 

関根 智紀 

★ 遭遇する頻度の高い疾患を網羅した計146症例！ 

★ “どう検査し、どう所見を記載すればよいか”が学べます！ 

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  

※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。 

 本書『超音波検査症例集』は、心臓、血管、体表、腹部、

骨盤腔などの各領域から数多くの疾患と症例を盛り込み、

基礎編にあたる『超音波検査技術教本」とセットで活用する

ことで、現場で活躍する力を養っていただくということを

基本方針として編集しました。 

 超音波検査にかかわる臨床検査技師、とくに超音波検査

の基本的な部分を習得した技師が、疾患と超音波画像につ

いて学んでいける"症例編"という位置付けであり、疾患の

病態を知り、臨床所見と超音波所見および患者の臨床検査

の成績を学びながら、超音波画像を診ていくというページ

構成になっています。 

 また、より日常業務に役立ていただけるよう、いくつかの

症例でレポートサンプルを付録CDに収載しています。実際 

の現場ではどのように検査所見が記載されているのか、参

考としていただければ幸いです。 

 臨床の最前線で超音波検査を展開する多くのベテラン技

師を執筆者に迎え、若手技師を指導するテキストとして、ま

た学校教育においても教科書として使えるようにわかりや

すく配慮して執筆いただいています。先に出版された『超音

波検査技術教本』で超音波検査の基本を知り、さらに本書

で"一歩進んだ知識"を網羅的に学び、臨床現場で活躍して

いただけることを願っています。 
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JAMT技術教本シリーズ 

呼吸機能検査症例集発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！   

編集部会  

委員長 

鈴木 敦 

★ 呼吸器疾患に特化し貴重な情報を集約した1冊！  

★最新情報を盛り込み、“現場の今”を検査技師に届け

る症例集！" 

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  

※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。 

 呼吸機能検査を行うにあたり、呼吸器疾患を把握

し、疾患に対する検査結果を理解しなければ正確な

結果を臨床医に報告することはできないと思いま

す。呼吸器疾患にもさまざまな疾患があり、また新し

い検査法の確立やガイドラインの変更など、日々環

境が変わっていく中で幅広い知識を身につけていか

なければなりません。 

 本書では、臨床現場で検査を行っている臨床検査

技師の皆様に知っておいていただきたいさまざまな

呼吸器関連症例を提示しています。呼気中一酸化窒

素濃度(FeNO)やCT画像、呼吸機能検査結果の時系列

変化など各種検査結果を踏まえ、呼吸器疾患を考え

ていくことができる内容となっております。呼吸器

疾患単独での呼吸機能検査症例集も珍しく、この本

を参考にして日常の検査業務に携わりスキルアップ

していただきたいと願いを込めた症例集です。 
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本情報連絡会が始動し、大きな取り組みが皆様の力によって動き始めました。本企画では、本情報連絡会内で施設間共有さ

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9.15 

■ 第65回 日本医学検査学会  

  病棟業務推進ミニシンポジウム企画 ～開催の総括～ 

 臨床検査は患者の病態把握・診断・治療の為に行われる

ものであり、その業務を担う臨床検査技師は医師・看護師

やその他の医療職と連携し、患者により近いところで専門

的能力を発揮することが求められています。日臨技はこれ

ら背景のもと、病棟業務への参画が重要な課題と捉え、臨

床検査技師による病棟業務の普及と啓発及び適正運用を推

し進めること目的として、全国でのネットワークを作るた

め臨床検査技師による病棟業務推進施設情報連絡会を創

り、サイボウズLive内で展開を開始致しました。 

本企画内ではこのサイボウズLiveを用いた「リアルタイ

ムな情報提供」を行なうための取り組みと、「アンケート

調査」よりまとめた情報から聴講者が病棟業務拡大に取り

組み、着手しやすくなるよう、病棟において臨床検査技師

が仕事をする上で必要な知識や技能、また課題について報

告がされました。 

本企画では長時間にわたり開催された各セッションにお

いて、立ち見が常に出るほど沢山の方々にご聴講頂き、各

施設の考えを持ちより議論がされる大変有意義なものとな

りました。各演題は演者の伝えたい想いが強く、時間枠に

収めることに苦慮するほど、濃い情報が詰まっていまし

た。 

２日間に渡って39施設の取り組みを、多岐にわたる側面

からご紹介いただき、ご聴講いただく方々へは、自施設で

展開できそうな取り組みを一つでも探し出していただくこ

とを趣旨としています。臨床検査技師としての病棟業務へ

の取り組みやチーム医療の関わりに、病棟業務推進施設情

報連絡協議会としましても、大きなヒントを頂いた思いで

す。 

今後もさらに皆様方と様々な意見交換をしていきなが

ら、この事業を進めて参りたいと思っております。次なる

ステップは各支部学会でのミニシンポジウムを計画してお

りますので、是非そちらへもご参加をお願い致します。 

多くの皆様にご参加いただき、有意義な企画とすることができました。 

ご参加いただいた皆様、ご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。 
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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。 

今回は第65回医学検査学会での２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 ①～ 
  
 
 

『サイボウズLive を利用した臨床検査技師の

病棟業務推進に向けた情報提供』 

演者 柿島 博志（日臨技政策調査課） 

座長 横地常広、丸田秀夫   

座長推薦理由：激変する医療制度の中で今後の臨床検査技師

の活躍の場として、病棟業務への参画は極めて重要な課題であ

る。先駆的に実施している施設、あるいはこれからと考えている

施設での情報共有・交換の場として、手軽なグループウエアであ

る「サイボウズLive」を活用し、効果を上げている点は特記すべ

き事項であった。 

【病棟業務推進に取り組む背景】  

 衛生検査技師法（のちに臨床検査技師法）が制定されて

58年が経過したが、国家資格である「臨床検査技師」は

業務制限でなく、名称制限に留まり、且つ公衆衛生上に

おける各種検査を想定したものであった。そこでは「医

師の指導の下に」各種の検体検査を実施することが臨床

検査技師の業務とされ、直接に患者を対象とする業務範

囲に含まれていなかった。臨床検査の需要の拡大と現場

でのかけ離れた実態を是正する為に1970年に業務範囲の

見直しが行われ、採血と心電図や脳波などの生理検査が

追加となった。更に第６次医療改革では、「チーム医

療」の推進が打ち出され、近年の医療技術の進歩によ

り、高度化や専門化する医療現場では患者を取り巻く医

師をはじめ様々な医療職種が各々の専門性を発揮し、協

働して良質な医療を提供することが求められることと

なった。 

【病棟業務】  

 その課題に取り組む上で、日臨技では平成26・27年度の

事業企画で「臨床検査技師の病棟業務検証」を行い、臨

床検査技師の専門性に基づいたチーム医療への寄与を進

めるうえでの課題調査を行った。「病院の臨床検査室で

検体を待ち、結果だけを返すという受動的臨床検査技

師」から「患者の居る場所に出向き、患者に寄り添い医

療の一端を担うことのできる能動的な臨床検査技師」へ

転換が必要であり、病棟での検査業務を実践する臨床検

査技師の働く医療機関は少数ではあるが既に存在してい

る。病棟検査技師の実現に成功した施設、取り組みなが

ら種々の要因で実現できていない施設、必要性を認識し

ながらも一歩踏み出せない施設などなど、それぞれの医

療施設での固有の条件や阻害因子が存在することが明ら

かになりつつある。 

【病棟業務推進に関する会員相互の情報共有】 

 「他院ではどうやって取り組んでいるの？」「私たちは

こうやってスムーズに病棟勤務が定着しました」といっ

た会員同士で情報交換する環境を整備する必要性を認識

した。そこで低コストで、会員各位の情報環境に大きな

負荷をかけずに利用できるITツールの導入を検討し、

「サイボウズLive」を利用することとした。 

【サイボウズLiveの基本機能】 
＜タイムライン＞グループメンバーに聞きたいこと、伝 

えたいことを気軽に書くことが可能。  

＜掲示板＞掲示板のコメント欄でメンバーとディスカッ

ションができる。テーマ毎にトピックを作れば複数の議

論が並行して同時に進められる。 

＜イベント＞グループのイベントやスケジュールを登

録・共有できる。 

＜To Doリスト＞いつまでに誰が何をやるか？どの作業が

完了していないのか？プロジェクトの進行管理。 

＜共有ホルダー＞調査報告、アンケート結果などファイ

ルの一元管理ができる。 

【まとめ】 

 医療の一役を担う臨床検査技師が、医療を取り巻く環境

の変化と自らの役割の見直しを行って、医療検査の専門

家として医療の質の向上と患者満足に寄与しなければな

らない。患者のいる場所へ出向き、患者に寄り添い医療

の一端を担うことのできる能動的な臨床検査技師を目ざ

して「病棟業務」を推進しなければならない。「臨床検

査技師」という職種が「絶滅危惧種」とならないため

に、一歩踏み出しょう！会員相互の情報交換にサイボウ

ズLiveをご活用下さい。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ②～ 
 

「病棟業務推進施設情報連絡会へのアンケート

調査結果について～サイボウズLiveを使用した

リアルタイムな情報提供～」 
 

演者 深澤 恵治(地域医療機能推進機構 群馬中央病院)   

座長 横地常広、丸田秀夫   

座長推薦理由：臨床検査技師の病棟配置に関する現状がアン

ケート調査により定量的に示された。また病棟業務に係る上での

課題や必要なスキルについても示され、病棟での臨床検査技師の

業務をある程度イメージすることが可能となった。今後、病棟業

務参画推進へ向けての、病棟業務推進施設連絡協議会の動向には

大いに注目したい。 

日臨技は、臨床検査技師による病棟などでより深いチー

ム医療実践のため、病棟業務推進施設情報連絡会を立ち上

げ、病棟業務における実施状況の調査を行なったため、今

回の病棟業務推進ミニシンポジウム企画を報告の場とし

た。 

 調査はサイボウズLive上で５月、８月に同じ内容の設問

を行ない、状況の変化を確認した。また、施設における実

施項目については各検査関連業務の実施状況、業務配置ま

での難易度、病棟勤務者からの評価の観点から調査した。 

病棟配置における経時的変化として、病棟に臨床検査技

師を配置している施設は、0.0％（N=129）から2.6％（N＝

151）となり、病床数別内訳として、1-149床（2.8％）、

150-299 床（2.0％）、300-499 床（0.0％）、500 床 以 上

（3.6％）となった。病棟へ業務拡大を行なう際の１番の

課題として、人員の確保68.9％、次いで病棟・病院の理解

を得る25.8％、検査部門内の理解を得る5.3％となってお

り、人員の確保では各病床数別で差はなかった。患者中心

のチーム医療へ対応できる検査部門が増える一方、人員                       

（次ページへ続く） 



（編集後記） MBBという言葉を耳にしたことがおありでしょうか？MBO（目標管理）や成果主義に疲弊する組織や

企業が、その閉塞感を打破すべく数値優先の中で失われがちな「個人の主体性（思い）」に注目してマネジメントし

ましょうという考え方である。物事を力強く推進していく原動力は、数値による管理ではなく、信念を持ち組織にビ

ジョンを発信し続けるトップと、その組織に属する個々人の「夢」や「志」、「思い」が共振するような状態を創り

出すことではないかと指摘している。夏休み明けの虚脱感に浸っている皆様、是非ご一読を！     【横地】 
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確保が困難という理由により、病棟配置への業務拡大が停

滞している。検査部門内における業務内容の整理または業

務分担の見直しが必要ではないだろうか。 

実施状況としては、95.8％（N＝165）の施設で何らかの

病棟業務を実施していた。病棟へ出向いて実施している具

体的業務項目としては、ICT・NST活動への参画、生理学的

検査、各検査説明が多かった。検体採取行為は、８月時点

で23.8％（N=151）、1-149床施設で38.9％が実施してい

た。法改正より16ヵ月経過し、病棟で実施している施設は

３割に達しようとしており、各施設で鼻腔からの採取検体

が多くなる時期をみこし、チーム医療への参画に繋げてい

る事が窺える。 

現行実施項目と病棟業務として認識して実践している業

務を比較すると顕著な差を認める。検査結果確認･報告に

より、治療への貢献、各検査説明により患者ニーズへの貢

献となる。普段行なっている業務内容が、「病棟業務の一

部」であることの認識がない可能性がある。実際は既に多

くの施設が、病棟業務に着手し患者中心のチーム医療へシ

フトし始めているのではないだろうか。また、これら活動

があってこそ、初めて臨床検査に対する新しいニーズが生

まれるのではないだろうか。病棟勤務者からの評価では、 

コラム記事  

事務局でのつぶやき 
Management by Belief(MBB)： 

「思い」のマネジメントについて  

昔勤務していた企業の会議室の壁に「六無訓」と題した言

葉を書いた書が額に入ってかかっていた。 

そこには、 

と記されていた。心に響くよい言葉である。日本の資本主義の

父と称される渋沢栄一（1840年～1931年）が語った言葉であ

る。Originalは最後に「ゆえに幸福を求むる者は夢なかるべか

らず」とある。２世紀半以上に渡って鎖国状態が続いた日本の

幕府の役人であった彼は、明治維新を経て明治の官僚、実業家

としていろんな企業の設立・経営に関わった人物である。「マ

ネジメント」の生みの親であるピータードラッガーは、日本の

経営者の思想や信条にも造詣が深く、「率直に言って私は、経

営の『社会的責任』について論じた歴史的人物の中で、かの偉

大な明治を築いた偉大な人物の一人である渋沢栄一の右に出る

ものを知らない。経営の本質は『責任』にほかならないという

ことを見抜いていたのである」と述べている。 

「夢無き者に 理想無し」 

「理想無き者に 信念無し」 

「信念無き者に 計画なし」 

「計画無き者に 実行なし」 

「実行無き者に 成果なし」 

「成果無き者に 幸福なし」 

バブル経済崩壊後、日本の

企業収益の悪化、財務体質の

脆弱化への対応の中で企業の

経営計画を達成する為のマネ

ジメント手法として広く取り

入れられたMBO(目標管理)と成

果主義ではあるが、それぞれ

の現場ではこなしてもこなし

ても増え続ける大量の業務と

疲弊感と共に失われていく

「達成感」。 

この悪循環を解決する為に

は、MBOというツールの限界を見直し、仕事への個人一人一人

の「思い」や「信念」を大切に扱うマネジメント： MBB

(Management by Belief)が提唱されている。MBBはMBOに代わる

ものという位置付けではなく、むしろ互いに補完しあうものと

して扱われている。右脳と左脳、ArtとScience、WhatとHow to

のようにMBOのバランサーとして重要ではないかと説かれてい

る。 

課題が山積する医療制度の中で、「臨床検査技師」の将来像

を目ざし、実現する上で、日常業務に忙殺されることなきよ

う、「夢」を描き、「信念」を持って活動する上で参考にして

みては如何でしょうか？ 
 

「MBB：『思い』のマネジメント」 

 一条和生／徳岡晃一郎／野中郁二郎、東洋経済新聞社 

（「MBB:『思い』のマネジメント、 

一条和生／徳岡晃一郎／野中郁二郎、 

東洋経済新聞社より抜粋・加筆） 

政策調査課 柿島 博志 

ICT・NST活動への参画による専門性を活かした業務が高い

評価を受けており、次いで、血糖に関する検査説明が病棟

勤務者から評価を受けている。血糖関連検査業務では、測

定よりも患者説明に高いニーズが認められた。各施設にお

ける拡大予定業務と医療ニーズに差が認められた。現場

ニーズに合わせた業務拡大の視点を検討する余地が窺え

た。 

以上より、病棟において臨床検査技師が仕事をする上で

の課題は、①カルテ（看護記録、診療情報）の取り扱い、

②診療科によりことなるスキルが必要とされる臨床検査業

務、③病棟でのメディカルリスクマネジメント、④患者急

変時における対応方法、⑤検査の基本技術、その他求めら

れていること、と考えられる。また、必要な知識技能とし

ては、①病棟における感染管理の在り方、②薬剤副作用と

臨床検査、③病棟業務の実際、④患者移送時の留意点、⑤

検査データ分析による病態把握と考えられる。臨床検査技

師の病棟配置は、一部の施設で取組みが始まったが実態は

ニーズに対する供給は不足している結果である。ニーズが

どこにあり、求められる存在になるための課題を指し示す

ことが病棟業務推進連絡協議会の役目の一つと捉えてい

る。 


