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横地常広 

P1 JSDP認定認知領域検査技師スキルアップセミナー開催報告 

P2～P6 The 5th Congress of Asia Association of Medical Laboratory Scientists  

P7～P8 日臨技eラーニング第12回【緊急検査】輸血のための緊急検査 
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平成29年９月24日（日）に、JSDP認定認知症領域

検査技師スキルアップセミナーが岡山コンベンショ

ンセンター３階第２会場で開催されました。 

今回の講習会の開催趣旨は、増えゆく認知症患者

への対策として、様々な職種が対応力を向上させる

ための事業を展開している中、臨床検査技師として

“認知症領域に関わる臨床検査の実際”をテーマに

開催されました。第７回日本認知症予防学会併設の

講習会でもあり当初は60名程度から募集を開始し始

めましたが、あっという間に予定定員に達したた

め、募集定員を大幅に増加し急遽学会事務局の配慮

をいただきながら大きな会場に変更して受講者165名

（実務員を含めると167名）で開催いたしました。 

講演１の講師を務められた

小川先生はカナダへの長期出

張帰りのところを、自宅にも

帰らず講演をしていただきま

した。講演の冒頭で「時差ボ

ケで...」と言うような話を

されていましたが、いつもど

おりの穏やかで分かりやすい

話し方は健在であり、受講者

一同真剣に講義に聞き入って

いました。 

講演２は「認定資格を取得し

て」と言うテーマでのグループディスカッションで

した。３名の認定資格者の活躍をもとに、認定資格

を取得したらどのように院内や施設で活用していく

のかを参加者一同で考えていく内容としました。今

回のグループディスカッションでは165名の多数の参

加者であったため、21のグループでの討議となりま

したが参加者には真剣に取り組んでいただきまし

た。発表の時間も各グループから積極的に討議の内

容が報告され、この問題に寄せる関心の深さを伺う

九州保健福祉大学保健

学部 小川 敬之教授 

ことができました。この問題については日臨技として

も大きな課題だと思っており、認定認知症領域検査技

師の必要性について様々な団体へのアピールを継続し

ていきたいと考えています。 

担当執行理事 深澤 恵治  

〔セミナー内容と講師陣〕 

・講演1 

「認知症の方への接し方-身体介助-」    

九州保健福祉大学保健学部 教授 小川 敬之 先生 
 

・講演2 

「認定資格を取得して」グループディスカッション 

  進行  深澤 恵治（日臨技） 

       河月 稔（鳥取大学医学部保健学科） 

  演者  新屋敷 紀美代 技師 

（萬世会 熊本第一病院） 

          西野 真佐美 技師 

（翠清会 梶川病院） 

          中村 友美 技師 

（高知県立幡多けんみん病院） 

定員を大幅に増員して開催 

※JSDPは日本認知症予防学会の略。本年度よりJSDP主催から日臨技主

催に変わったが、企画面では引き続きJSDPの協力を得ており、識別のた

めJSDPの冠を付したスキルアップセミナー名としている。 



認定認知症領域検査技師制度  
 

単位取得のための研修会情報を日臨技認定セン

ター資格情報に掲載中！ 
 

認知症対応力向上講習会Bも各地で開催が決定

しています。 

最新情報は当会ホームページのバナーからご確

認ください。 
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自分の役割を考える 

池嶋 由加里（加古川中央市民病院）    
  

 当院は認知症疾患センターで医師と認定看護師が認

知症ケアチームで活動しています。しかし、私は平成

28年度認定資格を取得後、認知症領域に参入できず、

迷いを持ったまま日々の仕事に追われています。そこ

で９月24日に開催された日本認知症予防学会併設のス

キルアップセミナーを受講し自分の役割を考えたいと

思いました。 

 当日は約160数名の熱心

な受講者の参加があり勉

強する気合が整っていま

した。講演１では小川敬

之先生の認知症の人を地

域で支える活動紹介に会

場内は涙と笑いに包ま

れ、尊厳愛に満ちた先生

のお人柄に感銘を受けた

のは私だけではなかった

と思います。また講演２

では認定取得者の具体的

な活動を聴講し、私の目

的としたヒントが湧いてきました。その気持ちのまま

各８名に分かれてのグループディスカッションでは、

これから臨床検査技師が認知症領域で取り組むべき事

の提示や日臨技に対する要望等、沢山の貴重な意見の

発表があり時間があっという間に過ぎました。 

 今後は実践のために認知症対応力向上講習会Ｂを受

講します。 

 最後になりましたが、日々ご多忙な中、ご講演頂い

た講師の方々とセミナー運営に携わって頂いた役員の

方々に厚く御礼を申し上げます。 

小川先生への質疑応答 

◆◆受講者の感想から◆◆ 
 

横のつながりが広がっていく 

中村 純子（社会医療法人中央会 尼崎中央病院） 
 

 今回のスキルアップセミナーで、特に印象深かっ

たのがグループディスカッションでした。私のグ

ループには、認定資格取得者とこれから取得を目指

す方が半々だったのですが、びっくりしたのは、資

格取得者のみなさんが、他県・他施設という枠を超

えて、活発に交流や意見交換をされているというこ

とです。研修会に参加していくうちに横の繋がりが

広がっていくとの事でしたが、困った時に相談した

り共に勉強できる仲間がいると聞いて、とても羨ま

しく思いました。 

  また、「認定資格を取得して」というテーマでの

討論だったのですが、資格取得を機に、神経心理学

的検査を技師に依頼してもらえるよう医師に交渉し

たり、血液検査項目の提案、認知症ケアチームへの

参加など、職場で積極的に行動されている話も聞け

て、短い時間ではありましたが非常に有意義なディ

スカッションでした。 

 今後、高齢化が進み、認知症患者に対応する機会

が増えてくると思います。当院でも脳ドックの神経

心理学的検査を技師が担当することになり、勉強の

ためセミナーに参加しましたが、今回の先輩方のア

ドバイスを参考に頑張っていきたいと思います。 

グループディスカッション 

講演2 「認定資格を取得して」演者 

写真左 新屋敷 紀美代 技師 

写真中央 西野 真佐美 技師 

写真右 中村 友美 技師 
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第5回アジア医学検査学会(AAMLS2017) が、平成29年9月22日(金)～24日(日)を会期とし、韓国釜山のBEXCOで開催

されました。参加国は主催国である韓国をはじめ日本、フィリピン、台湾、タイ、香港、マレーシア、インドネシ

ア、マカオ、シンガポール、ブルネイ、ミヤンマー、オーストラリア、ラオス、インド、アラブエミレーツ、米国

の17カ国が参加し、第55回大韓臨床病理士協会（KAMT）総合学術大会も同時に開催されました。AAMLSの理事会・総

会、日韓代表者会議などの行事に役員が出席し、AAMLSの総会では宮島会長がAAMLS理事に再選されました。 

 その他、ラボツアー、ガラディナーなどの社交行事に参加し、全員無事に帰国しました。 

最後に、多くのJAMT会員に参加いただきました。特に、シンポジウムや一般演題などで40テーマでの発表、そして5

演題の優秀ポスター賞は素晴らしい実績となりました。今後、アジア地域におけるJAMTの役割は一層大きくなり、

国際関連行事へのご理解とご参加をお願いいたします。  

総参加者数：5,765名（韓国-5,330名、他国-435名）日本から

は78名が団体参加した。 

日臨技代表団：宮島喜文会長、長沢光章・椙山広美各副会長 

日韓交流功労者会：村瀬光春会長、下杉彰男、小﨑繁昭 

         松本祐之（交流功労賞受賞者） 

 演題発表 

 １）オーラルセッション：日本からシンポジスト4名、 

             学生フォーラム4名 

 ２）ポスターセッション：265演題（韓国-154演題、他国-     

             111演題の内、日本から32演題） 

    優秀ポスター賞（他国）は111演題より選考し、 

   10演題が受賞、そのうち日本が5演題を獲得 

 日臨技からの参加者は主に9月21日（木）に新千歳空

港、成田空港、中部空港、関西空港、福岡空港よりそれぞ

れ出発し、金海空港（釜山）に集合、人員チェックなどを

終えて各宿泊先へ向かった。総勢78名の大きなグループで

あり事務局から篠崎事務局長と李課長（韓国語通訳兼務）

も同行した。 

 AAMLS理事会が当日の17：00から開催され、長沢副会

長、椙山副会長、片山執行理事が出席した。理事会は会長

であるJames Chang 氏(台湾)の挨拶に始まり、2017年6月

28日にタイ国で開催された理事会の議事録確認、会計報告

等について審議された。その他インド、カンボジア、マカ

オ、ミヤンマーがAAMLSの新たなメンバーとして承認され

た。また、第6回アジア医学検査学会をタイ国で開催する

ことが承認され、タイ国の会長より学会開催に対する抱負

を述べ、全ての議事が終了した。 

学会１日目：９月22日（金） 

 各ホテル（３ヵ所）からバスで学会場へ移動し、約１

時間をかけて全員が学会登録を終えた。その後、ポス

ターの掲示作業を行なった。午後の国際学生フォーラム

では４名の学生（詳細は後半記載の学生フォーラム参加

報告）が各自のテーマで発表し質疑応答にもしっかりと

対応が出来ていた。シンポジウムではMicrobiology, 

Session 2で中村竜也技師（神戸大学医学部附属病院）

が National  Surveillance  of  Antimicrobial  Re-

sistance in Japanについて発表された。その後ラボツ

アーとして仁済大学海雲台白病院の検査室を視察した。 

 夕方からは日韓代表者会議が開催され、楊萬吉KAMT会

長より「The 5th Congress of AAMLS」及び「第55回大

韓臨床病理士協会総合学術大会」への歓迎の挨拶があ

り、宮島喜文会長から第66回日本医学検査学会のお礼と

招聘へのお礼の挨拶が述べられた。また、第56回大韓臨

床病理士協会総合学術大会が大田（テジョン）市におい

て2018年６月29日～30日となる旨、KAMTより報告され、 

JAMTからは第67回日本医学検査学会が浜松市において

2018年５月12日～13日になる旨、報告された。前回の第

66回日本医学検査学会（千葉）の代表者会議で両国が同

意した第67回日本医学検査学会における共同シンポジウ

ムのテーマは「薬剤耐性菌」とすることとした。また、

第56回大韓臨床病理

士協会総合学術大会

においては、「チー

ム医療」をテーマ候

補とした。その後、

記念品の交換を行い

和やかなうちに閉会

となった。 

 夜 の 歓 迎 レ セ プ

ションでは韓国の伝

統的な音楽や踊りが

披露された。また、ビビンバをAAMLS理事全員で調理する

パフォーマンスがあった。このビビンバはキムチやブル

ゴギと共に韓国の代表的な料理の１つで、調和と統一の

象徴であると言われており、その意味を込めて各国の

AAMLS理事でビビンバを作ることにしたと説明された。 

学会２日目:９月23日（土） 

 午前中のシンポジウムでは、Hematology, Session 3で

大川有希技師（沖繩赤十字病院）がNomenclature of Pe-

ripheral Blood Cell Morphologyについて、IAC Inter-

national meeting, Session 2 で小松京子技師（がん研 

有明病院）がNew WHO Classification of Lung Cancer 

and Cytologyについて発表された。午後はCytogenetics 

Session 2で園山政行技師（株式会社 ビー・エム・エル

総合研究所）がIntroduction of ISCN について発表され

た。ポスター発表も行われ、各発表者は短い時間のプレ

ゼンテーションであったが活発な質疑により充実した

セッションとなった。 （次ページへつづく） 

レセプション終了後の集合写真 

100食分（？）の巨大ビビンバ 

代表理事副会長 長沢 光章  

The 5th Congress of Asia Association of Medical Laboratory Scientists 

（第5回アジア医学検査学会） 
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 公式行事である

テ ー プ カ ッ ト・

オープニングセレ

モニーが開催され

た。学会長を務め

た楊萬吉KAMT会長

より式辞が述べら

れ、引 き 続 き、

AAMLS会長のJames 

Chang 氏から挨拶

があり、加盟国の代表の紹介があった。その後、AAMLSの

総会において理事会で承認された議案の報告並びに次期

の理事、会長、副会長他の役員の選挙が行われ、宮島

JAMT会長が理事に再任された。 

 次期会長には楊 萬吉KAMT会長、副会長にはシンガポー

ルのEddie Ang san氏とタイ国のSomchai Radstermanant

氏が選出された。新加盟団体から各学会の紹介があり、

最後に次期の開催国であるタイ国より第6回アジア医学検

査学会のプレゼンテーションが行われ、開催は2019年５

月29日（水）～31日（金）で、開催地はパタヤのビーチ

サイドホテルと紹介された。 

楊萬吉KAMT会長による式辞 

The 5th Congress of AAMLS Poster Award 
 - Posterだからこそ出来ることを求めて-  

菊地 良介(名古屋大学医学部附属病院) 

 The 5th Congress of AAMLSに自身のposter発表に加え、

国際ＷＧ委員としても参加してきたので、その模様につ

いて少しだけご紹介させていただきます。 

 The  5th  Congress 

of AAMLSでは、265演

題(日本32演題)もの

posterが掲示されてお

り、2013年シンガポー

ル開催の前回大会the 

4th  Congress  of 

AAMLSでのPoster 42演

題(日本11演題)をはる

かに上回り、この4  

年間での臨床検査技師

の国際化を実感することができました。口演が主の日本

の臨床検査関連学会ではあまり馴染みのないposter ses-

sion では、自身の専門分野以外にも最新のトピックを

poster掲示期間中余すことなく学ぶことができる利点が

あります(写真も撮り放題！)。そのため、oral session

よりも内容によっては有益な情報を得ることができま

す。私は、肺高血圧症の非侵

襲的病態分類の評価方法の構

築について、“eye-catch”と

“simple is the best”を意

識しposterを構成しました。

それが功を奏したのか幸運に

もposter awardをtop scoreで

受賞することができました。

何よりも、score順に選出され

た10演題のposter awardに、日本から５演題(１位、４

位、６位、７位、９位)、しかも愛知県から３名の受賞者

Poster発表中の筆者  

Poster Awardの表彰状   

が選出されたことは本当に嬉しかったです！ 

 The 6th Congress of AAMLSは2019年タイで開催されま

す。アジア諸国のコミュニケーション能力は日本の比で

はありません(涙)。ですが、日本の学術レベルはアジア

諸国の比ではありません！これから２年間でコミュニ

ケーション能力を向上させ、学術の面からもアジア諸国

を牽引できるよう一緒に切磋琢磨致しましょう！！ 

 最後にこの場をお借りして、職場の同僚の皆さまの日

頃のご理解に深く感謝いたします。 

国際学会でのポスター賞受賞を経験して 
-これからの課題と希望- 

名倉 鮎里 (名古屋大学医学部附属病院 ) 

 The 5th Congress of the Asia Association Medical 

Laboratory Scientosts; AAMLSにて、ポスター賞を受賞

しました。 

 初めての受賞が国際学会で

あったことは驚きであり大変

嬉しい出来事でした。タイト

ルはHow can we avoid false

-report of blood coagula-

tion test? - Our laborato-

ry criteria to find blood 

sampling failure -で、内容

としては検体採取から測定ま

での検査前プロセスの影響を

受けやすい凝固検査におい

て、それらを見逃さず、いか

に誤報告を防ぐかについて検討

し、当院における基準設定ついて発表させていただきま

した。慣れない英語での表現や興味を持ってもらい目に

留まるようなデザインを考えての抄録およびポスター作

成は大変苦戦しましたし、国際学会独特の雰囲気の中で

の発表は、今までのどの学会より緊張するものでした。 

Poster発表に臨む筆者  

（次ページへつづく） 

 ガラディナーがAPECハウスで開催された。このハウス

は海雲台ビーチの西に突き出た森林に覆われた半島の先

に位置するガラス張りの円形の建物で、2005年にAPEC首

脳会議が開催地としても知られている。日臨技会員も全

員参加し、各国の参加者と交流しエレクトリックバイオ

リンとジャズバンドの演奏に一同が大いに盛り上がっ

た。 

最終日：９月24日（日） 

 午前中にシンポジウムのMolecular biology, Session 

2で 小松京子技師（がん研有明病院）がQuality Control 

of Quantitative Molecular Testsにつき発表した。午後

は閉会式があり。AAMLSの

新執行部の紹介、次期開

催国からの挨拶があり、

ポスター賞をはじめとす

る表彰が行われた。次回

の再会を約束し名残を惜

しみながらの閉会となっ

た。 

執行理事（国際担当）片山博徳  
表彰の様子 
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自身の英語力に関しては今後の課題であると痛感するも

のでした。私のポスターについて短い時間でしたが審査

員などから端的で分かりやすいというコメントをいただ

き、アジア地域の血液検査を担当する技師とそれぞれの

検査運用に関して意見交換ができたことは、国際学会の

醍醐味を味わえた貴重な体験になりました。この経験を

糧に、更なる研鑽を積みながら業務と学術活動の両立を

続けていきたいと思います。 

 最後になりますが、発表に至るまで丁寧な御指導とこ

のような機会を与え下さった名古屋大学医学部附属病院

医療技術部臨床検査部門の方々には深く感謝申し上げま

す。 

The 5th Congress of the Asia Association of Medical 
Laboratory Scientistに参加してきました！  

原 祐樹 (名古屋第二赤十字病院) 

 第５回アジア医学検

査学会(AAMLS)に日本

代表団の一員として参

加した。 

 開催地の釜山は韓国

第２の都市で、会場と

なったBEXCOのある海

雲台地区は、韓国屈指

のリゾート地としても

知られており、美しい

海沿いの景観と海産物

を楽しむことができた。 

 会期中は数多くのイベントが催され、国内学会とは

一味違う雰囲気を実感させてくれるものであった。 

 ポスター発表では、各国からの参加者の質問に応え

ようと奮闘する発表者の姿がポスター会場の各所で見

られた。かく言う私たちも自分自身の拙い英語に失望

しながらも、ポスター発表を何とか乗り越えることが

できた（!?）ように思う。その一方で、英語力とコ

ミュニケーション能力の重要性を再認識する絶好の機

会となった。 

 Closing ceremonyではposter award(優秀ポスター

賞)が外国人111演題から10演題が選出され、日本から

は最多５演題が選出され、アジア地域における日本の

存在感を示す形となった(愛知県から３演題！)。 

 老若男女問わず、国際学会での発表を経験すること

は今後の技師人生を豊かにしてくれる良い経験となる

ので、もっともっと多くの技師の方々に参加していた

だき、その肌で国際化の風を感じてもらいたいと思

う。 

参加者たちと学会会場にて  

日本では味わえない刺激を 
木村 賢司 (社会医療法人天神会 古賀病院21) 

 AAMLS(The Asia Association of Medical Laborato-

ry Scientists)に参加してきました。福岡からは、ポ

スター発表１人を含む13人の団体での参加をさせてい

ただきました。 

 さすが国際学会といったところで、日本の学会では

見たこともないようなイベントの数々にとても感激し

ました。さらに、発表もいくつか聴講することができ

たのですが、なかでも学生フォーラムで発表をしてい

た学生が演台から離れApple創設者Steve Jobsのよう

満喫したAAMLS ツアー  
我妻 美由紀 (国立病院機構 東京病院 ) 

 日臨技事務局や理事の方々

のお世話のもと、釜山で開催

されたAAMLSにポスター発表

をさせていただいた。今回は

日本全国から78名もの様々な

分野で活躍される方が参加さ

れていた。日本からの参加者

同士や他国の方とも部門を超

えて交流する機会はなかなか

なく、大いに刺激を受けた。

また様々な行事があり、APEC 

Houseで美しい景色を眺めな

がらのPartyなど楽しい学会

であった。 

 中でも学会１日目の仁済大

学海雲台白病院見学ツアーは衝撃を受けた。分院であ

るのに1000床を超え医療ドラマに出てくるような設

備、そして検査科も最新機器が整備され想像以上に進

んでいると感じた。海外の病院訪問は個人では難し

く、大変貴重な経験となった。 

 私は英語が非常に苦手で中堅になってから恥を忍ん

で国際学会に挑戦してきたが、今回も度胸と能力の不

足を痛感した。やはり若い時から世界に目を向けて学

ぶべきであったと悔やんでいる。 

 皆さんも興味があれば１歳でも若いうちにAAMLSツ

アーのような参加しやすい国際学会から始めてみるこ

とをお勧めしたい。 

にスクリーンの真ん中で話し始めたのを見て圧倒され

ました。日本では学生、いや社会人でもこのようなパ

フォーマンスはほとんど見たことはありませんし、素

晴らしくきれいなスライドに海外の方の高いプレゼン

能力を感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 夜も韓国の方々と、大学受験以来の英語を駆使し、

杯を交わし韓国の文化にふれることもできました。通

常の海外旅行で観光もいいですが、観光ではない海外

の学会ならではの強い刺激を受け、あっという間の３

泊４日でした。環境は人を変えるといいます。若い

方々は、ぜひ機会があれば国際学会に参加（出来れば

発表）し、日本では味わうことのできない刺激を実際

に感じていただきたいと思います。 

 今回このような素晴らしい会に参加させていただき

ましたことに感謝いたします。又、お世話になりまし

た日臨技役員の皆様、事務局の皆様に厚く御礼申し上

げます。 

２日目夜、 ガラディナーの様子 

発表の準備をする筆者 
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 学生時代から国際感覚を養ってもらう機会を増やそう

と、日臨技では国際学生フォーラムの機会を設け、その

一環で韓国での学生フォーラムへ毎年２名を派遣してい

る。2017年度は韓国でAAMLSが開催され、大学院生２名

の推薦依頼がAAMLSからあり、計４名の学生が全国の応

募者から選抜された。 

 発表順に学生のコメントと共に紹介するが、全員が

堂々と英語で発表し将来が楽しみである。 

 坂本秀生（国際ＷＧ委員）  

岡 千尋(神戸常盤大学)  

テーマ：To Obtain Universal Access to Medical Care 
  

 私は大学時代に１年間

カナダに留学し、様々な

人に出会い、たくさん会

話をしました。会話を重

ねる中で英語が上手に話

せるか否かに関わらず、

誠意や伝えたいという気

持ちが大切だと実感しま

した。この経験を臨床検

査技師として患者と接する際に生かしたいと思い、

応募しました。 

 AAMLS期間中は韓国の方とお話をする機会が多数あ

り、韓国の文化に触れることができました。この貴

重な経験を生かし、将来は臨床検査技師として国際

的に活躍したいです。 

自己紹介を行う岡さん 

大石 祐（静岡医療科学専門大学校）  

テーマ：Biomedical Laboratory Technologist Engaging in 

Disaster Medical Care 
  

 災害医療に興味を持つきっ

かけは、東日本大震災・熊本

地震の発生、そして学校の授

業で災害医療を学ぶ機会を得

たことです。 

  AAMLS参加中は何をするに

も英語力の重要性を再確認し

ました。また、特に韓国学生

の臨床検査に対する関心、

チーム一丸となって発表を成

功させようという意識の高さに感銘を受けました。私

も意識を高く持ち、常に向上心と積極性を忘れず、災

害医療やチーム医療に貢献し、検査室に留まらない臨

床検査技師を目指したいです。 

スライド説明を行う大石さん 

松榮 美希（金沢大学大学院）  

テーマ：A Novel and Simple Measuring Method for An-

timicrobial Activity of Medium Chain Fatty Acids by 

Using an Optical Density Meter 
  

 この発表が初めての

国際学会発表でした。

海外での発表で不安な

部分は沢山ありました

が、英語での発表や、

異国の人達と臨床検査

の現状について話し合

うなど、学生ではなか

なか体験できない貴重

な時間を過ごすことが出来ました。 

 また、AAMLSでの発表を経験したことで、自身の研

究に更に自信を持つことが出来ました。今後もこの体

験を活かし、より一層自分自身を磨いていきたいと思

います。今回、このような発表の機会を与えて下さっ

たことに深く感謝申し上げます。 

質疑応答に答える松榮さん 

河合 岳郎（神戸大学大学院）  

テーマ：Molecular Mechanism of Cell Proliferation in the 

Patients with Papillary Thyroid Carcinoma 
  

 指導教員から研究内容

の海外発表機会として応

募を勧めていただき、自

身の研究テーマについて

発 表 し ま し た。学 生

フォーラムの会場では次

世代の臨床検査技師のレ

ベルを上げていこうとい

う雰囲気を感じました。

海外の臨床検査技師の発表

もポスターもとても良い刺激になり、大変有意義な参

加となりました。 

 国際学会は各国から参加した臨床検査技師がお互い

良いライバル意識を持ち、技能、研究、英語、プレゼ

ンテーションなどのレベルアップをする絶好の機会だ

と思います。今後も自分の課題と後進の育成に積極的

に取り組んで参りたいと思います。 

研究成果を述べる河合さん 

向かって左から椙山副会長、松榮さん、河合さん、

大石さん、岡さん、坂本国際WG委員  

国際学生フォーラム会場の様子  
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【緊急検査】  

輸血のための緊急検査  

 日臨技eラーニング 第12回 

 前回に引き続き「輸血のための緊急検査」コンテンツをご紹

介いたします。今回は帝京大学ちば総合医療センター 検査

部 輸血検査室の山本 喜則技師に「交差適合試験と製剤

選択」について、次に川崎市立川崎病院 検査科 血液セン

ター 三津田太郎技師に「緊急輸血について」詳しくご説明い

ただきます。 

帝京大学ちば総合医療センター 

検査部 輸血検査室 山本 喜則 

 交差適合試験は、輸血検査の最後の砦で

あり、輸血用血液と患者血液の適合性を輸

血前に最終的に確認する重要な検査です。

検査の意義を理解し、的確な方法・手技を用いて検査

を行い、正しく結果を解釈することによって輸血の安

全が担保されます。本eラーニングでは、交差適合試験

の意義から検査に用いる検体、検査手技、検査省略時

の注意点、検査の限界、および赤血球製剤の選択につ

いて解説を行っております。 

 ◆ 

 序盤では、交差適合試験の意義と目的、検査に用い

る検体に関する注意点、検査の進め方（手技）、結果

の解釈について解説を行っております。交差適合試験

にて生理食塩液法の判定を行う意義、間接抗グロブリ

ン試験の方法（反応増強剤）についても解説しており

ます。 

 ◆ 

 中盤では、交差適合試験の省略について解説を行っ

ております。各種マニュアルには生理食塩液法の副試

験について統一性が図れておりません。今回は副試験

の持つ意味と省略する際の注意点について解説してお

ります。また、コンピュータークロスマッチを用い、

交差適合試験を省略する場合の条件、注意点に関して

解説しております。 

【 交差適合試験と製剤選択 】 

◆  

 後半では患者が不規則抗体を保有している場合、し

ていない場合について、および異型適合血の考え方に

ついて解説をしております。 

 

本eラーニングは、日頃輸血検査に従事していない方

でもわかりやすいような基礎的内容で構成致しまし

た。eラーニングを受講されることによって交差適合試

験の理解を深めて頂き、各施設での輸血の安全性を高

めて頂ければ幸いです。 

 eラーニングの入

会・詳しい情報は

当会ホームページ

のバナーからご確

認ください。 
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（編集後記） 1964年10月10日、前回の東京オリンピック開催日である。父が陸上競技に熱い思い入れがあり、審

判員として参加していたため、私も4歳で国立競技場に連れて行かれた。終身第一種公認審判員という肩書をいた

だいた父も、今年7回忌を迎えた。私は日本サッカー協会の審判員と指導者の資格を取得して少年団活動をしてい

る。皆様も業務としての認定取得ばかりでなく、心の成長と社会貢献のため、趣味の世界で資格を取得してみませ

んか！                                            （大澤） 

【 緊急輸血について】 

川崎市立川崎病院  

検査科 血液センター 三津田 太郎 

 緊急輸血とは患者が出血等により著しく生

命の危機に瀕した状態で、やむを得ず交差適

合試験の結果を待たず緊急で行われる輸血療

法のことで、主に出血性ショックが疑われる

状態もしくはその前段階で行われます。ショックが持

続すると死に至るため緊急輸血には迅速性が求められ

ます。また緊急輸血であっても血液型の間違い、特に

ABO異型不適合輸血は患者の生命に直結するため回避

しなければなりません。 

 本eラーニングでは迅速性と安全性が同時に要求さ

れる緊急輸血の注意点を、緊急輸血の連絡から払い出

し、追加輸血への対応まで流れに沿って解説していま

す。 

 また、異型適合血の選択やSI(Shock Index)、GCS

(Glasgow coma scale)、JCS(Japan coma scale)など

救急医療に関する事柄についても触れています。 

◆ 

緊急輸血患者に効果的に対応するには、あらかじめ

施設内で緊急度の取り決めを行い、共通認識を持つこ

とが重要です。緊急度や異型適合血の選択は、普段は

理解していても緊急時では間違える可能性があるた

め、対応表を作成し検査室やER等、関係部署に掲示し

ておくことが望ましいと言えます。 

◆ 

緊急輸血への対応で最も大切なことは慌てないこと

です。緊急輸血の連絡を受けたら慌てずに、いい意味

で主導権を取るつもりで、院内で誰よりも輸血に精通

しているのは検査技師である自分だという気持ちで、

余裕を持って必要な情報を聞き出します。また同時

に、依頼された製剤の血液型選択が適切であるか瞬時

に判断します。そして緊急輸血であることを検査室内 

にいるスタッフ全員に周知し、検査室一丸となって緊

急輸血患者の治療に臨みます。 

◆ 

不規則抗体スクリーニングが陽性もしくは払い出し

後に行った交差適合試験で凝集を認めた場合は、その

製剤の投与を直ちに中止してもらいます。もし未使用

であったとしても誤って使用されることがないよう製

剤を回収します。それと同時に抗体同定を開始し、適

合血を得るまでの所要時間の目安を伝えます。またそ

の際、輸血の必要度や時間的猶予についての情報を得

ます。 

不規則抗体の抗体価が低い場合には交差適合試験で

陰性となる場合があるので、払い出した製剤の対応抗

原の有無について確認します。対応抗原陽性の製剤が

すでに輸血されていた場合は、臨床側へ遅発性溶血性

輸血副作用について情報提供を行います。緊急・救急

の場では情報の共有が重要になります。 

本eラーニングにより、緊急輸血時に少しでも落ち着

いた行動が取れ、患者さんの救命に繋がれば幸いで

す。 


