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横地常広 

P1～P2 「初級・職能開発講習会」愛媛県より開催開始 

P3 愛媛県臨床検査技師会 人材育成４クラス同時研修会を開催 

P4 ～P5  平成29年度 会員意識調査および会員施設実態調査 

P6～P7 日臨技eラーニング第11回【緊急検査】輸血のための緊急検査  
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 日臨技では、事業計画｢組織の活性化｣に関する事業として、いろいろな角度から人材育成に取り組んで

います。昨年度までは、各都道府県において、新人会員教育を行い、日臨技の歴史、存在意義、活動内容

を紹介し、日臨技及び都道府県技師会に属することの意義を学ぶ機会を作り、将来に向けての人材育成を

行ってきました。日臨技の組織強化を図るためには、若手技師から段階に沿った人材育成が必要と考え、

本年度より３カ年の継続事業として卒後３年から５年程度の臨床検査技師を対象に、早い段階から臨床検

査並びに医療を取り巻く環境の変化等を的確に把握し、時代を先取りできる医療人、職能人としてのスキ

ルアップを図ることとなりました。 

 会員一人一人が今後の臨床検査のあり方について思考し、実践できる臨床検査技師の育成が目的です。

本講習会の内容は下記の通りです。47都道府県での開催ですが、本年度は初年度ということから各支部単

位で１～２会場（都道府県）の開催を予定しました。今後各都道府県で定着し、新人教育から初級、そし

て次の段階へと目的達成のための事業を展開して行く計画です。 

代表理事副会長 椙山 広美 

≪講習会内容≫ 
 

１.会長講話「医療情勢と今後の方向性」 

 早い時期から医療情勢や検査技師の方向性について

情報を知る。 

 ※都合によりビデオによる講話となる場合があります。 

 

２.基調講演 

「多職種連携医療で活躍する臨床検査技師」 

 検査の精度保証を確保するための知識、技術の習得

はもとより、患者と向き合った患者本位の医療を担

うメディカルスタッフの一員としての資質を養うた

めに何が必要かを知る。 

 ※横地副会長または日臨技役員が講演を行います。 

 

３.グループワーク 

  「多様なニーズに対する 

          臨床検査技師のあり方」 

 会長講話、基調講演内容より論点を抽出しテーマを

選択し、グループ単位でテーマに沿って意見交換を

行い討議されたことをまとめる。 
 全国に先駆けて愛媛県にて「初級・職能開発講習

会」が開催されました。参加者の中から５名の方に感

想を寄稿いただきましたので、次ページよりご紹介い

たします。 

愛媛県での講習会の様子 



グループワーク１班： 

湊 憲武（一般財団法人永頼会 松山市民病院）  
 私が研修会で印象深

く感じたグループワー

クでは「業務体系の変

革（受 動 か ら 能 動

へ）」というテーマに

ついてディスカッショ

ンし発表しました。能

動的に在宅医療・病棟

業務・チーム医療に参加するためには、まず検査室内での新人

教育の強化・検査室内の動線改善・他部署へ業務のローテー

ション・部署間の協力・良好な人間関係などの必要性が求めら

れるという結論でした。 

 本研修会を通して、社会・医療現場が求める臨床検査技師の

あり方と今後のチーム医療の重要性など様々な事を学び、今後

の業務を能動的に行うための意識向上に繋がる有意義な研修会

と感じました。また、他施設の方々との交流を通じて、他施設

の現状や当院との相違点なども理解でき、今後も積極的に参加

したいと強く感じた研修会でした。 

グループワーク２班：福原 茜（高松赤十字病院）  

 医療情勢の変化や2025

年問題、保健医療人工知

能(AI)の進歩といったこ

れから予測される医療に

ついて学び、臨床検査技

師の未来の姿に危機感を

感じた。しかし、これら

の問題によって新たに生

まれる市場もあるはずである。病棟検査技師や検査説明・相談

ができる検査技師の育成などは我々の業務範囲を広げる手段の

ひとつであり、検査室を飛び出して活躍の場を広げる必要があ

ると思った。 

 午後には「多様なニーズに対する臨床検査技師のあり方」の

テーマでグループワークを行い、意識改革と組織強化、業務体

系の変革、生涯教育の意義とあり方について話し合った。同年

代の技師が同じような悩みを持っていることが分かり、私だけ

が悩んでいるわけではないと安心した。また、同年代なのにこ

んなことまで考えているのかと刺激を受けることもあった。今

後も自己研鑽を行いつつ組織を強化するためにどう動くべきか

考えていきたい。 

グループワーク３班： 

寺戸 麻子（公立学校共済組合 四国中央病院 ）  
 今回私は、初級・職能開

発講習会に参加させて頂き

ました。グループワークで

は中小病院から大規模病

院、ブランチラボの病院の

方など、様々な施設の方で

私と同じ５年くらいの経験

年数の方達と色々お話がで

き、とても貴重でした。私たちの班は業務体系の変革(受動から

能動態へ)をテーマに話し合いました。 

 最初の会長講演や基調講演で、医療情勢が変わってきているこ

とや、AIの開発加速化によって、私達臨床検査技師の仕事がなく

なるのではないかということで、病棟業務や検査説明、在宅医療

など活躍の場を広げようとされているということを聞いて、その

ための人材をつくるためにはどうしたらいいかと考えました。私

たちの班は各部門ごとに分かれている人がほとんどだったので、

ローテーションをして他の部門もできるようになったり、ワンフ

ロア化して少ない人数でも効率よく回せるようにするなどの意見

がでました。私の施設は10名程度の臨床検査技師が働いています

グループワーク４班：井上 茜（西予市立西予市民病院）  

 今日の臨床検査技師を取

り巻く環境、世の中の流れ

等を知る良い機会となりま

した。普段病院内で業務を

行っているだけでは、院内

で求められている仕事をこ

なすことが目的となり、新

たな流れへの気づきや生き

残りについて考えることがなかなかありません。 

 広報誌等、技師会からの情報発信も目にする機会があり、ま

た当検査室の技師長からも様々な話を聞く機会はありますが、

他施設や大きな病院の内容のように聞こえてしまい、自分が直

面している内容であるとの認識は薄かったように感じます。 

 今回、宮島会長と横地副会長の貴重な講演を聞くことがで

き、検査技師がどのように今後の医療に活躍の場を広げていく

か、政治の最前線でご活躍いただいているお二人の話を聞い

て、いかに自分が変わっていくか、今の流れに乗っていくべき

か、気づくことができました。 

 また、グループワークにおいては、他施設の様子やほかの技

師が考えていることをたくさん聞くことができたので、自分の

意識改革にもつなげていくことができました。 

 「大病院の話だから…」と思うのではなく、中小病院でも取り

入れられることはないかと考えることが大切だと思います。 

グループワーク５班：川野 広大(愛媛大学医学部附属病院)  
 私が参加したのは

初級・職能開発講習

会 で、宮 島 会 長 の

「医療情勢と今後の

方向性について」、

横地副会長の「多職

種連携医療で活躍す

る臨床検査技師」を

受講し、午後からはグループワークとして「多様なニーズに対

する臨床検査技師のあり方」について考えた。 

 午前中の講演を聞き、臨床検査技師の未来について深く考え

させられた。今後、一層の高齢化進行と医療費の抑制に伴い、

医療提供体制を見直す必要があり、特に検査技師の業務は人工

知能に取って代わられる可能性が高く、病理など画像診断の部

門でも人工知能によって業務が行われる可能性が高いことがわ

かった。人工知能のほうが圧倒的な情報処理能力を有するのは

自明であるが、人工知能が判定した検査について合理的な説明

ができるよう、人工知能の思考回路について理解しておく必要

があると感じた。ある患者さんについて人工知能にあるパラ

メータを入力するだけで診断され、治療方針が決定され、治療

が行われるとなった場合、検査技師としてどのような形で検査

結果について責任を持つべきなのか考えたが、現時点ではまだ

わからなかった。今後の医療体制の変遷の中で考え、答えを出

せればよいと思う。 

 またグループワークでは「臨床検査技師の病棟進出」を目標

に話し合った。日頃考えることの無いテーマだったので、様々

な意見を聞くことができ、とてもよい刺激になった。結論がど

うであれ、まず考えてみることが大切だと感じた。 

 今回の研修会ではグループワークを通じて、様々な意見を聞

くことができ、大変良い経験をすることができた。今後もこの

ような研修会が開催されるのであれば参加したいと思う。 
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が、１人がいくつかの部署をかけもちしていたりもして日常業

務を終わらせるので精一杯な状況です。どうすればそんな中で

も専門性を高めつつ、効率よく回していきながら、新しい分野

へ進出できるのかなどを今回の研修会をきっかけに考えていき

たいなと思いました。 
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 愛媛県臨床検査技師会では人材育成の観点から、前ページで紹介した「初級・職能開発講習会」とともに県技師会

主催の３つの研修会が同時開催されました。このような試みを始めた目的・意義について愛媛県臨床検査技師会 高村

好実会長に寄稿いただきました。 

今、日本は少子高齢化に

突入し地域完結型の医療・

介護・福祉対策が構築され

各自治体での運用が進んで

いる。これからも医療、介

護、福祉、年金の社会保障

制度がどのような形で維持

されていくのかは大きな課

題でもある。そのような時

代に生きる私たちは、今何

を考えなくてはいけないの

か‥。 

 
＊ 

（一社）愛媛県臨床検査技師会（以下愛臨技）では、

昨年、３つの人材育成研修会を開催した。本年度の特徴

は、（一社）日本臨床衛生検査技師会（以下日臨技）の

「初級・職能開発講習会」と、愛媛県技師会の３つの研

修会「新人・新入会」「次世代ニューリーダー」「管理

者クラス」を学会のように１施設の４会場で同時に開催

したことである（参加者は県内および他県併せ 118

名）。 

 当プロジェクトのビジョンは、日臨技：「組織強化に

取組み思考・実践のできる臨床検査技師を育成する」、

愛臨技：「愛臨技と日臨技において、将来組織を担える

人材を育成し組織の活性化を目指す」である。ミッショ

ンは日臨技：「早い時期から医療環境の変化を的確に把

握でき、時代を担い活躍できる医療人として育成す

る」、愛臨技：「人物像」「能力・スキル」「知識」の

３つを掲げ目指すべき具体的方法論を提示している。今

回は、そのミッションを達成するための方策（戦略）の

一つに、ゼロベース思考から「同時開催によって得られ

るシナジー効果」を加えた。 

＊ 

「同時開催が生む新たな効果」は、各年代層が同じ会

場に集い、異なるカリキュラムの人材教育研修を受ける

システムによる、「参加者や主催者の差異化からの各心

理的要素」「開催規模の拡大による参加意欲の改善」

「参加者の増加と多会場による企画内容の広がり」「同

時開催での研修会の協働運営と経費の効率化を一考する

主催者意識の一体感」などが挙げられる。開催には規模

の拡大による運営の難しさを克服する力量は問われる

が、その企画力を参加者が評価しその意見を主催者が次

回の企画へフィードバックすることで、参加者が企画者

となりこの研修会の魅力が形づけられることとなる。 

＊ 

それとともに重要視したことは、「医療人として知る

べき常識を得る」ことである。「医療・介護・福祉の社

右：愛媛県臨床検査技師会 高村会長 

左：日臨技 横地副会長 

会保障制度や医療政策」「医療財政の現状」「病院や検

査室の組織論や経営手法、精度管理」など。知識を得て

情報を共有することで臨床検査技師の足らざる部分が理

解できる。具体的な問題を明示することで改善の意識を

導くことができ個々のPDCAが回り始める。これらの講習

が隣の部屋で行われていれば、興味がある人からは「あ

ちらの方も聞きたかった・・」という意見は当然出てく

る。この聞きたい気持ちを捉えられることも同時開催の

メリットの一つである。 

＊ 

 さらに「社会における基本的なビジネススキルの提

供」である。これは臨床検査技師としての「組織マネジ

メントやプロジェクトリーダーとなるスキル」「医療分

野以外の社会におけるビジネススキル」などを指す。こ

れらのリーダー論やイノベーター理論を通して目的達成

や問題解決に必要な論理的思考を備え、自らの行動に結

びつけることでミッションが達成される。このようなソ

リューションシステムを活用できることも当会のリー

ダーとして“理想的な人物像”に必要とされる基本スキ

ルである。 

＊ 

 今後この研修会は、県学会と同規模の対称軸と位置付

けて会員の職能意識の向上を目指していき、加えて行政

や他職種、一般市民との連携も取り入れたい。まさに内

的・外的要素から組織を強化していけることが４クラス

同時研修会の醍醐味でもある。ミッションに到達できる

会員を作るのに１年に一度の開催で可能なのか・・愛臨

技のチームワークと“リーダーシップ”が試されてい

る。 
 

 愛媛県臨床検査技師会 会長 高村 好実  

※終了後の４クラス集合写真 

次世代リーダー育成研修

会講演 

（愛媛県看護協会会長の

講演） 

管理者クラス研修会 

グループワーク 
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Webサイトを用いたアンケート回答サイトを導入 

 
 

平成29年度 会員意識調査および会員施設実態調査 
 

 

日臨技では様々な統計調査を定期的に行なっています。会員1人1人の回答が調査結果をつくり、 

より良い組織とするため、当会の事業や臨床検査技師の職能向上に活用されています。 

 

事務局政策調査課 

本調査は今まで紙媒体で行なってきましたが、その発送や集計には

多くの費用と時間がかかっていました。 

 

Webを活用することでこれら難点の解消に加え、情報の精度を向上

させることができ、これまで以上に信頼性のある結果を集めることが

できるようになります。これらは会員の負担軽減にもつながります。 

当会ホームページのトップページに 

アクセスしやすいバナーを設置。 

トップページバナー 

ログインページ 

✔ログインは会員専用サイトと同様 

バナーをクリックすると右下のようなログインページが開きます。 

以下の必要情報入力により回答ができるようになります。 
 

・会員の方々（会員意識調査）：会員番号と会員パスワード 
 

・部門責任者（会員施設実態調査）：施設番号と施設パスワード 

 

✔ログインにはパスワードが必要 

いつもと同様、会員パスワードでログインできます。 
 

・初期パスワードは会員証発送時の台紙に記載してあります。 
 

・パスワードを忘れた場合は会員専用ページのログイン画面 

 「パスワードを忘れた方」より再発行申請をしてください。 
 （会員情報にメールアドレスをご登録いただいていない方、異なる 

  メールアドレスで申請された方はご自宅郵送のため数日かかります。） 

※ご使用のパソコンからうまく表示されない場合は、 

右図の対応ブラウザをご確認ください。 
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ほとんどの端末に対応 ＆ 回答途中での保存が可能 

✔インターネットにつなが

る環境があればパソコンや

スマートフォン端末などか

ら回答できます。 

 

 

✔また、回答の途中で保存

することができ、たとえば

職場のパソコンで途中まで

回答し、続きをスマート

フォンから再開することも

可能です。 

 

会員のための日臨技事業活動に直結 

✔貴重な情報を整理して分析 
会員の協力により得られたアンケート情報はWebで収集されるために、政策調査課とデータ解析WGにより

早い段階から分析が始まります。分析結果は執行部の指揮のもと、日臨技事業へ反映されます。 

 

✔課題への対応 

 臨床検査技師の未来を明るくするためには国の情勢を把握するとともに、会員を取り巻く状況を多く知

ることが必要になります。会員からの回答は様々な課題への対策につながり、重要度などによる優先順位

に従って事業に反映されることになります。  

回答には期限がございますので、ご協力の程お願いいたします。 

Web回答期間：平成29年11月13日（月）～12月17日（日）（予定）  

調査に関するご不明な点がございましたら、事務局政策調査課（03-5767-5541）までお問い合わせください。  



Vol.23No.19                会報JAMT ホームページ掲載                   平成29年10月1日号 

【緊急検査】  

輸血のための緊急検査  

 日臨技eラーニング 第11回 

 今回から２回に渡り、「輸血のための緊急検査」をテーマに４名の先生にコンテンツを紹介していただきます。  

 まずはがん・感染症センター都立駒込病院 輸細胞治療科 森山昌彦技師に「輸血検査の基礎 ABO血液型・Rh血液型検

査」を、そして東邦大学医療センター大森病院 輸血部 日髙陽子技師に「不規則抗体検査」をご紹介いただきます。 

がん・感染症センター都立駒込病院  

輸血・細胞治療科 森山 昌彦 

安全な輸血を行うためには、ABO・RhD血

液型を正確に検査することが極めて重要で

す。正しい方法・手技で検査を行い、検査

結果に対し確実な解釈を行わなければなりません。

誤った検査や解釈がされた場合は、死亡に繋がるよう

な重篤な症状を引き起こす可能性があります。ｅラー

ニングでは、正しい検査方法や手技、ABO・RhD血液型

の基礎について説明します。 

 ABO血液型は1900年オーストリアのLandsteinerに

よって発見されました。他人の血液を混ぜると、「凝

集するグループ」と「凝集しないグループ」に分けら

れることからA型、B型、O型の3つのグループに分類さ

れ、後にAB型が発見されて現在の4つのグループになり

ました。 

A型の赤血球上に

はA抗原が発現し、

血漿(血清)中には

抗Bが存在します。

ヒト血漿(血清)中

には自己の持つ抗

原とは反応しない

抗体を規則的に保

有しています。こ

の一定の法則を発見者の名前から「Landsteinerの法

則」と言い、輸血検査ではとても重要な法則です。 

輸血検査は、抗原と抗体を試験管内で反応させ凝集

や溶血の有無を観察します。「オモテ検査」は抗体試

薬を用いて、赤血球上のA抗原、B抗原の有無を検査し

ています。「ウラ検査」は既知のA1型赤血球、B型赤血

球を用いて血漿(血清)中の抗A1、抗Bの有無を検査して

います。検査結果は「オモテ検査」・「ウラ検査」を

総合的に判定し、結果が一致した場合のみABO血液型を

決定することができます。 

「オモテ検査」・「ウラ検査」が不一致のときは、必

ず再検査を行い結果の再現性を確認する必要がありま

す。再検査しても同様の結果だった場合は追加検査を

行い、原因を精査します。「オモテ検査」の方法は、

スライド法、試験管法、カラム凝集法、マイクロプ

レート法、「ウラ検査」の方法は、試験管法、カラム

凝集法、マイクロプレート法で行うことができます。

各検査方法において注意すべき点があり、検査を正し

く理解することが重要となります。 

【 輸血検査の基礎 ABO血液型・Rh血液型検査 】 

 Rh血液型は1940年LandsteinerとWienerによって発見

されました。Rh抗原は現在52種類の抗原が確認されて

います。その中でもD抗原は免疫原性がとても強く、D

抗原不適合輸血で高い確率で抗Dを産生します。抗Dは

溶血性輸血副作用にかかわる抗体であるため、輸血す

る際には必ずRhD抗原を一致させる必要があります。 

ABO・RhD血液型の特徴、検査に用いる試薬、検査手

技などを十分理解した上で検査を行う必要があり、ｅ

ラーニングを活用することで、ABO・RhD血液型をより

理解し安全な輸血検査を行うことができると考えま

す。 
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【不規則抗体検査】 

東邦大学医療センター大森病院 

輸血部 日髙 陽子 

 不規則抗体検査は、溶血性輸血副反応を

防止するための重要な検査です。しかし、

正しい検査方法の選択や手順、解釈を理解

していなければ、患者の不規則抗体は見逃

されてしまいます。eラーニングでは、不規則抗体の

特性や不規則抗体検査について基本的な内容を説明し

ています。 

 患者が不規則抗体を保有していた場合、対応する抗

原陽性血を輸血したら必ず溶血性副反応を認めると思

いますか。不規則抗体は抗体の性状によって、溶血性

副反応を認める“臨床的意義のある抗体”と認めない

“臨床的意義のない抗体”があります。輸血検査にお

いて重要なのは、“臨床的意義のある抗体”です。 

不規則抗体検査は、“臨床的意義のある抗体”を検

出する検査方法を選択しなくてはいけません。では、

不規則抗体検査にはどのような検査方法があるでしょ

うか。生理食塩液法、間接抗グロブリン試験、酵素法

などがあります。すべての検査方法で、不規則抗体検

査を行う必要はありません。“臨床的意義のある抗

体”を検出するためには間接抗グロブリン試験が必須

となります。 

不規則抗体スクリーニングが陽性の場合、抗体同定

検査に進みます。赤血球試薬との反応パターンから抗

体の同定を行うことはできますか。反応パターンから

‘可能性の高い抗体’と‘否定できない抗体’を推測

します。抗体を推測する時は“臨床的意義のある抗

体”を見逃さないようにしなくてはいけません。ま

た、間違えてはいけないのは、この時点の不規則抗体

は推定の範囲です。患者情報や追加試験を実施して、

抗体同定を行います。 

不規則抗体検査は、可能な限り輸血実施に先立って

実施することが望まれます。不規則抗体検査を実施す

ることは、安全な輸血の実施に繋がります。緊急時で

は、交差適合試験が優先されますが、後追いで検査を

実施することで起こりえる溶血性輸血副作用の予測が

できます。日常的に輸血検査を行っていない技師で

も、このeラーニングで不規則抗体検査の必要性や検査

手順を理解していただければと思います。 

（編集後記） 勤務している施設が新築され真夏の引っ越し作業、新しい環境に慣れる事で身体、心がバテ気味で

ある。新しい機器や検査システムの導入で、院内の他部門との間で閲覧方法や機能のクレーム、要望が次々とやっ

てくる。その都度、丁寧に説明する対応を技師一同が心掛けているが、対応の後、検査部内には「こっちだけが悪

いんかいっ！？」というピリピリ、ギスギス感が残る。最近は機器、パソコンなどモノやヒト対して「待つ」「余

裕を持つ」という事の気持ちの幅が狭い。と感じる。休日に一人で登山に出掛け誰もいない山中で「あーっ！やっ

とられんわっ！！」と叫ぶ現実逃避が今のところ唯一のストレス解消法である。           【土居】 

JAMT magazine 2017 9月号の会報JAMTバッ

クナンバーの記載に一部誤りがございまし

た。訂正してお詫び申し上げます。 

正誤表を以下に掲載いたします。 

訂正箇所 誤 正 

38ページ 右列 30行目 

     左列 最終行 
心配蘇生講習 心肺蘇生講習 


