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横地常広 

P1～P4 日臨技医療政策企画 病棟業務課題解決実践研修会の開催報告 

P5～Ｐ6 業務拡大への取り組み第３回 病棟業務の取り組み12 

  P7 平成29年度 日臨技認定センター 認定救急検査技師制度 指定講習会日程が決定しました！ 
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日臨技医療政策企画  

 平成29年２月12日（日曜日：大阪、アベノメディク

ス）および２月18日（土曜日：東京、日臨技会館）の２

回に渡って、それぞれ全国各地から合計104名の参加者

で“病棟業務課題解決実践研修会”が開催されました。

今回の講習会は「病棟常駐検査技師」という職域の確立

をめざし開催された講習会であり、病棟参画におけるそ

れぞれの課題の提示や対策・解決法が各演者から紹介さ

れました。今回の講習会の特徴は、大阪と東京の２会場

で同じ内容の企画を実施し、受講者の利便性や地域性を

加味して開されたことです。少しずつ広がりを見せる臨

床検査技師による病棟への進出について、その参画が各

地域でさらに広がりをみせる場となったのではと感じて

います。 

まず、一つ目の講演は全日本病院協会副会長の安藤高

朗先生から、地域医療構想と医療従事者の役割につい

て、詳しくそしてわかりやすい語り口でご説明がありま

した。これからの地域医療構想の中で、臨床検査技師の

役割や自施設（医療法人永生会）での臨床検査技師の活

躍についての話は、とても興味を

引いた話題でした。また、もう一

つの基調講演は平成27年、病棟業

務の検証施設でもある聖隷横浜病

院院長の林泰広先生から、これか

らの医療における医療専門職の在

り方についてお話しを頂きまし

た。今後、益々 AIの技術が進歩

し、結果的に影響される臨床検査

技師の業務に対してイノベーショ

ン（技術革新）の必要性とイノ

ベーションの方法までを、先生独特かつ絶妙な話術で解

説して頂きました。 

さらに当会丸田常務理事より、「臨床検査技師がなぜ

病棟業務を必要としているのか？」について解説され、

その内容を午後のグループディスカッションで参加者が

真剣に討論を行っていたのが印象的でした。最近の日臨

技の講習会では、このグループディスカッションが盛ん

に開催されていることもあり、参加者から多くの意見が

出されるようになってきました。コミュニケーション能

聖隷横浜病院  

林 泰広院長 

力が低い（？）とされる臨床検査技師気質からの脱却

が図られるのではと期待するところです。最後に当会

横地副会長が業務最適化メソッドと題して自身が取り

組んでこられた、業務改善の方法について熱く話をさ

れました。 

両日の参加者の皆さんは、これからの業務拡大の方

法について一つのヒントを得て、自施設や地域に合っ

た方法に置き換えて拡散して頂けると確信していま

す。病棟での臨床検査への必要性は沢山ありますが、

何より第一に考えるのは患者さんに対する安心・安全

な医療の提供です。 

今後も日臨技は患者さんに対して安心・安全な医療

の提供を目指して、会員の皆様に病棟関連の研修会を

企画していく予定ですので、期待して頂きたいと思っ

ています。 

担当執行理事：深澤恵治 

グループディスカッションの様子 

 グループディスカッションでは次の３項目をテーマ

として各テーマに対応するための方策を討議しまし

た。 
 

①検査部門スタッフに業務追加の理解を得るための具

体的解決法 

②施設から病棟常駐検査技師配置の了承を得るための

具体的解決法 

③施設からの検査部門の評価を高めるための具体的解

決法 

  次ページからは各テーマの討議内容を報告いたし

ます。 
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大阪会場：グループＡ    
【概要】 

1. 現代のチーム医療への関わりと臨床検査技師の立

ち位置の理解。  

2. １を部署長、主任らに理解させるための説明と方

法、年度方針を立てる。 

【取組み】 

1. 部署の中で未来の臨床検査技師行く末、将来性や

必要性をきちんと伝える。 

2. スタッフと共に有効な業務と現場のニーズをリ

サーチし業務追加について話し合う。 

3. 現状業務に支障をきたさない様に配慮し、取り組

みの第一歩を目指す（産休明けの人員を充て

る）。 

【課題】 

1. 人員、休みの確保を考えておく。新業務を加えた

後の労働衛生の確保。 

2. 従来の考え方を大きく転換する意識改革が必要。

業務の優先順位付けと取捨選択。 

3. 従来業務以外に現行スタッフを出す点が最難題だ

が、同じ考え方を持つ人材は必ずいるはず。臨床

検査技師をアピールする仲間を作り、その意識を

共有し未来像を描く。 

【まとめ】 

・臨床検査技師の置かれた現状を伝えて、未来に目

を向けることの重要性を説明する。 

・未来の検査業務を見据えての意識改革が必要であ

る。 

・検査室から出て、患者に興味を持つことが取り組

みの第一歩。 

大阪会場：グループＥ    
【概要】 

● スタッフの意識改革 

➢危機感を持つ 

➢少し大きめの融通が利くグループ形成を図り、 

ローテーションし時間を作る 

➢新人のうちからローテーション教育し、いろい

ろな部署の状況を把握しておく 

➢トップダウンで始めることも必要 

● ベテラン技師から派遣する 

● 資料作成を念入りにしておく 

● 検査説明は段階的に取り組む 

【取組み】 

● 検査業務を分析し、行ける時間帯を調整する 

● 技師間の共通認識を持つ 

● 資料作成 

【課題】 

● 経験が少ない者にはできない 

● 検査以外のことを聞かれてもわからない 

【まとめ】 

 意識改革を図りながら、グループ形成やローテー

ションをすることで時間を生み出し、徐々に参画す

る礎を築く。 

大阪会場：グループＧ    
【概要】 

 追加となる業務についてその目的を明確にし、臨

床検査技師の存在が病棟で必要とされている、臨床

検査技師にしかできない業務であることを伝え理解

を得る。  

【取組み】 

・業務内容を明確にする：いつ、だれが、どのくら

いの時間、どこで、何をするか、実施するために必

要なもの、有すべき知識を確認する 

・優先的に実施すべき業務命令として位置づける 

・実行することで生まれるメリットを明示する（特

に診療現場で実施することにより、今までより効果

的かつ円滑に実施ができ、業務削減につながる内容

を強調する） 

・業務の優先順位をつけ、病棟に駐在する時間を作

る 

・検査に関する幅広い知識を持ち、マルチプルに対

応できる技師を派遣する 

・後継者を育成し持続できる体制を作る 

【課題】 

・業務の優先順位を付けた時に、残された業務に対

する超過勤務が発生する可能性あり 

・モチベーションを維持し、対応スタッフを育成し

継続していく方策が必要 

【まとめ】 

 必要とされていて、やらなければならない仕事に

検査科全体で協力して実施することは、今までも実

施してきている（うちのスタッフは、「業務命令と

いわれれば必ずやりますよ」という頼もしい発言も

あり）。具体的な内容を明示し、効果、問題点を検

証してモチベーションを維持させつつ継続拡充させ

ていく。 

大阪会場：グループＨ   
【概要】 

 どこの施設でも病棟業務を導入するにあたって全

員の合意を得ることは難しいのではないだろうか。

そこでどういったところに抵抗を感じるか（デメ

リット）、また病棟検査技師の有用性（メリット）

にはどんなものがあるかを抽出し、解決策を探っ

た。 

【取組み】 

 デメリットとしては業務量が増えることが一番に

あげられる。他には専門性が損なわれるのではない

かという不安や、採血や感染管理・接遇といった全

般的な知識と技術を身に着けなければいけないとい

うことをハードルに感じるといったことがある。 

 それに対してメリットには、適切な検体採取をす

ることで（採血管間違えが減り、適切な採血量の採

取ができる等）正しい結果を自信をもって臨床に返

すことができるという点がある。また、常に病棟に

いることで顔の見える検査技師となり患者からの

「臨床検査技師」の認知度が上がり、他職種からの

需要も高まるだろう。栄養士や薬剤師などともコ

ミュニケーションを円滑に取れるようになり、他部

門の情報を共有できるだけでなく検査室内では得ら

れない教養を高めることもできる。 

【課題】 

 全スタッフの理解を得るには上記のデメリットを

少しでも納得できる方向に近づけることと、メリッ

トを証明し、形にすること（評価を得る）が重要だ

ろう。 

【まとめ】 

 配置にはどんな業務にでも対応ができ、いろんな

タイプの他職種や患者と接しなければならないため

協調性のある人材が求められる。したがって初期の

導入段階では適任者から配置していくことが望まし

いと考える。業務が定着してくれば抵抗を感じてい

たスタッフも病棟業務が検査技師の仕事として受け

入れる態勢ができ柔軟に対応できるのではないかと

期待する。 

①検査部門スタッフに業務追加の理解を得るための具体的解決法  

東京会場：グループＣ   
【概要】 

 病棟業務へ参画していく上で、最初の課題として

挙げられるのが検査部門スタッフに業務追加につい

て説明し、理解を得る事である。検査部門内で協力

して病棟業務参画を成功させるための部内の雰囲気

作りや各々が実践できる事についてグループ内で討

論した。 

【取組み】 

①臨床検査技師が病棟業務に参画することで得られ

るメリットを検査部門スタッフに説明し、日臨技病

棟業務推進施設情報連絡会アンケートを用いて病棟

業務の必要性をまとめる。 

②臨床検査技師ができる病棟業務にはどのようなも

のがあるのか、各々の施設や病棟ごとの特徴を踏ま

えて調査し、検査部門内に周知させる。 

③実際に病棟でできる業務が何なのかを具体的に話

し合い、一つでもできることから始められるように

選択して介入していく。 

【課題】 

 病棟業務を実践していくことで多種多様な業務が

増えていく事により、人員確保が大きな課題になる

と考えられる。これは、日臨技病棟業務推進施設情

報連絡会アンケートにおいても、最も危惧される課

題として大半の意見を占めていた。 

【まとめ】 

 上記課題の解決方法としては、技師長からの指示

による“トップダウン”で病棟業務介入を推進して

いき、全体の業務が増える事に対する理解をスタッ

フから得る必要がある。今や臨床検査技師の業務拡

大は必須であることを周知させ、協力を要請しなけ

ればならない。本討論を通して、病棟業務に前向き

なスタッフを集め、臨床検査技師の将来を自分たち

一人ひとりが担っているんだという雰囲気を検査部

門全体で作っていくよう努めることが大切だと感じ

た。 

東京会場：グループＧ   
【概要】 

 まずはスタッフの意識改革！検査部全員が、この

ままではいけないという考えの下、話し合う場を設

ける。 

【取組み】 

意識改革：①薬剤師、放射線技師、臨床工学技士な

ど他職種が、検査や採血等の領域にも参画したがっ

ている現在、このままでは臨床検査技師がいらなく

なってしまうという危機感を持つ。②そもそも臨床

検査技師がやらなければならなかった仕事（検査前

説明等）を看護師に任せきりにしていた、という事

実を皆で共有⇒何か始めなければ！ 

業務の洗い出しと仕分け：病棟・他部署で行ってい

る検査業務を把握し、何ならできるか、やるために

はどうすればよいかを部署内でディスカッション。

『エコー検査の前日説明』や『輸血後感染症の説

明』など、できそうなところから始めてみても良い

かも。 

【課題】 

 やりたくない・できないというスタッフには意識

改革のための説得。病棟業務が看護師の手伝い、と

考えるスタッフには、では何がやりたいのかを考え

てもらう。 

【まとめ】 

 意識改革が必要。できない理由ではなく、できる

ためにはどうすれば良いかを考え、できることから

少しずつはじめていく。スタッフ各自が考え、ディ

スカッションすることも重要と思われる。 
東京会場：グループＨ   

【概要】 

・病棟により必要としている専門の検査技師も違っ

ているので、プレ病棟１つを選び、初めは一般的に

出来ること（採血・検体採取・心電図）から実施す

る。 

【取組み】 

・メリットやデメリットの話合いを行う。 

・病棟業務スタート時は選抜した人材を病棟勤務に

する。 

・医師・看護師の協力を得やすい病棟を選ぶ。 

【課題】 

・病棟配置検査技師の育成 

・人員配置やスタッフ間のコミュニケーション（他

部署との関わり） 

【まとめ】 

・業務追加として初めは全スタッフが出来る内容

（採血・検体採取・心電図）から行う。 

・病棟配置の意義を検査部門スタッフ全員で共有

し、教育・研修を行う。 
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大阪会場：グループＡ   
【概要】 

１．何にでも積極的な姿勢でやる気があることの明

確な意思表示をする。 

２．話を持ちかける相手は、院長、看護部長、事務

長が良い。 

３．患者からの常駐の有用性を病院側に伝える方策

を検討する（経営側は患者の意見は聞き入れ易

い）。 

【取組み】 

１．まずはお試しから始める。常駐必要性の要望が

対象部署から出るような技師の働きをして、存在感

を示す。人間性及び専門性をもって看護師を味方に

つける。 

２．「看護師の仕事だから」と言われても、積極的

に取り組む。 

３．チーム医療をやりたいとの意思表示と、具体的

な計画書が必要。 

【課題】 

１．看護師のお手伝いとしてだけではなく、医師の

視点（目線）も持ちディスカッションできるだけの

臨床力（総合診療力）と知識をアップ！ 

２．実績の蓄積が重要である。看護師と近い存在に

なる（仲間）になる。 

【まとめ】 

・やる気を理解してもらうことが大切。 

・計画書を作成し、院長、事務長、看護部長、現場

責任者に働きかける。 

②施設から病棟常駐検査技師配置の了承を得るための具体的解決法 

大阪会場：グループＥ   
【概要】 

●看護部が何を望んでいるかを良く調べてから取り

組む 

●生理検査の前日説明を始めたら、看護師の業務と

重なってしまったので、説明した患者さんには説明

シートを配布するように工夫した 

●病棟を循環器や糖尿病など検査と関連が大きいと

ころに絞った方が良い 

【取組み】 

●予約の生理検査についての前日検査説明 

●患者さんに配布する資料の作成 

【課題】 

●幹部にわかってもらう数値で示す 

●アウトカムをどういう形で示すか 

●病棟での基本的なルールがわからない 

【まとめ】 

 看護部や医師の要望を確認し、参画できる業務内

容をすりあわせながら、その結果を数値化して各種

委員会などで発表する。医療安全、感染管理など病

棟におけるルールは、看護部から予め研修を受けて

おく。 

大阪会場：グループＧ   
【概要】 

 現場の要望を探り、現場と調整しながら、メリッ

ト、デメリットを挙げる。医療安全、感染管理対策

面からもアピールして施設の理解を得る。 

【取組み】 

・病棟の希望を聞く・・・問題解決の方策として提

案、理解を得る。 

・検査科への問い合わせが多い病棟をターゲット

に、問い合わせを減らす方策として病棟常駐を提

案、理解を得る。 

・検査件数が少なく、そのために起こる（検査関係

のルールが浸透していないことによる）困ったこと

の解決を図る方策として提案、理解を得る。 

・試験的に始めてみて、病棟と十分話し合いなが

ら、患者さんにとって利益になる、医療事故防止策

になる、感染管理上のメリットを挙げて理解を得

る。 

【課題】 

・単なる雑用にならないようにする 

・試行、検証、改善、検証の継続（病棟側との継続

したディスカッションが必要） 

・インフラ整備（システム、場所） 

【まとめ】 

 病棟の需要を探り、お互いの業務にとって利益の

多いところからスタートする。医療安全、感染管理

対策面の利点を強調することで理解を得られやすい

と考えるが、病棟側と十分話し合って、常に良い形

を模索することが必要。 

大阪会場：グループＨ   
【概要】 

 新たな試みであるので管理者や医師、看護師に予

め業務内容を確認しておく必要がある。実際には、

検査技師に任せて大丈夫かと不安視する声もある。

周囲からの了承を得るだけでなく、私たち自身が自

信をもって業務を遂行するためにはどうしたら良い

かという点についても話し合った。 

【取組み】 

1) 検査説明においてはどんな患者に対してどこまで

説明するか等を明確に記したマニュアルを作成す

る。 

2) 病棟業務における必要事項や注意点を把握する。

病棟スタッフに病棟検査技師に対する安心感を与

えるために、必要な知識や技術の研修を受けたこ

とを伝えると効果的である。 

【課題】 

 検査説明などは医師の了解が得られにくい（任せ

てもらえない）傾向にある。医師の許容範囲を配慮

し理解を得られるように努める必要がある。また業

務に関する技術修得の場が少ないということも問題

であり、検査技師が自信を持って仕事に取り組むた

めに各地で（身近な所で）頻回に開催することを切

望する。 

【まとめ】 

 まずは賛同してくれる医師のもとから開始し、実

績を積む。検査室内での業務とは異なることを十分

に認識し、病棟業務の心得のもと実践し、他職種か

らの信頼を築いていくことが不可欠と思われる。本

来ならば十分に準備をして臨むことが望ましいが、

少しずつ業務範囲を広げていってもよいだろう。一

歩を踏み出すことが重要である。 

東京会場：グループＣ   
【概要】 

 病棟常駐検査技師を配置するためには、施設から

求められる臨床検査技師を配置することが課題とし

て挙げられる。そこには様々なスキルが必要とな

り、医師や看護師などとの信頼関係を作るコミュニ

ケーション技術も必須であり、課題は多くある。そ

のために何をすべきかについて討論した。 

【取組み】 

①臨床検査技師が病棟業務に常駐することで得られ

るメリットを施設関係者に説明し、日臨技病棟業

務推進施設情報連絡会アンケートを例にして、医

師や看護師などが病棟で必要としている臨床検査

技師業務について意見をまとめる。 

②上記意見をもとに、実際に必要としている業務内

容を調査し、明確化する。 

③病棟業務を遂行していくために必要なスキルをま

とめ、学習していく。 

【課題】 

 実践すべき病棟業務内容を明確化することで様々

なスキルが必要となる。日臨技が展開している病棟

業務に必要な課題として、検体採取や検査説明、救

急検査、医療安全、認知症検査など多角的に医療を

行うための技術が求められる。 

【まとめ】 

 施設によって求められる臨床検査技師の病棟業務

は異なるが、検査部門の信頼・評価を高めることが

最優先と考えられる。そのためには、必要とされる

知識や技術を充分に学習していこうという心構えが

何よりも大事なことであると感じた。不足される知

識や技術を補うためには、医師や看護師などとのコ

ミュニケーションが大事であり、そこから検査部門

が信頼・評価されていくと思った。そして、検査部

門内のスタッフにも病棟業務への理解を得ていくこ

とに常に努め、情報を共有しなければならないと考

える。 

東京会場：グループＧ   
【概要】 

 医師・看護師に何を求められているか意見を聞

き、それを基に臨床検査技師が病棟でできる業務内

容の提案を行う。 

【取組み】 

 医師・看護師にアンケートを取り、臨床検査技師

に何を望んでいるか聞きだす。患者さんに検査自体

の説明は臨床検査技師にしてもらっても良いが、検

査結果の説明はして欲しくない、という医師もい

る。どこまで介入していいのか、何をして欲しいか

という調査結果を基に業務内容を検討。院長、師長

に業務内容を提案し、了解をいただければ１病棟で

テスト開始。医師・看護師の声も聞きながら、また

業務内容を再検討。 

【課題】 

 臨床が欲しがるもの（コスト？人員？スピード？

場所？情報？等）を与えなくては了承いただけな

い。自己満足では駄目。検査は、自分たちを守る為

にするわけでなく、患者さんの為にするものであ

る、という事も忘れずに意識して取り組む。 

【まとめ】 

 医師・看護師の要望に応えられるような、必要と

されるような臨床検査技師を目指すことで解決でき

るものと思われる。 

東京会場：グループＨ   
【概要】 

・医師・看護師に検査技師がいるメリットを実感し

てもらい協力を得る。 

・検査室の人員は今のままで行い、実績をあげて施

設の理解を得る。 

【取組み】 

・病棟看護師に検査技師が病棟に常駐するメリット

をアピールする（例えば心電図・超音波検査は検査

室まで移動させず病棟で行う）。 

・他職種に積極的にアピールして、病棟での検査技

師の必要性を知ってもらう。 

【課題】 

・検査技師が病棟で働いた実績を数値化する。 

【まとめ】 

・医師や看護師の業務を軽減出来る内容を提示し、

実績をあげて施設の了解を得る。 

日臨技執行理事も討議に

加わり、活発な議論が行

われました。 
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大阪会場：グループＡ   
【内容の概要】 

１．患者の近くに行き、検査を通して他職種にない

検査の専門性を活かし、良い人間関係を築き、信

頼を得る。 

２．緊急性のある事例に関しては、医師、看護師、

自部署にも伝え、円滑な業務を目指す。 

【取組み】 

１．「技師の仕事ではないからやらなくていいよ」

と言われても、「勉強のために見せてください」

→「いいですよ」から始まる。仕事は与えられる

ものではなく見つける、つかむもの。 

２．まずは患者へのご挨拶と世間話から（技師の印

象付けおよびイメージアップ）。その後、検査前

説明など入り込みやすい検査技師の専門分野の業

務から始める。 

３．インフルエンザ、検体採取等、常に患者の近く

にいる検査技師を配置する。 

【課題】 

１．評価は他者がするもの。感謝されることをする

（患者ニーズ・現場ニーズを理解した積極的な行

動をする）。 

２．施設へアピールするためにも、患者からの意見

の吸い上げと院内への公開の方法を考える。 

３．看護部、医局の理解を得る。 

４．積極性と自身の考えられる独創力のある臨床検

査技師を育成する。 

【まとめ】 

・患者に近い存在になること（患者を味方につけ

る）。 

・看護部、医局、事務部門など他部門との人間関係

を円滑に行うこと。 

・検査業務の知識のみならず、広い医療知識と医療

情勢への関心を持つ。 

③施設からの検査部門の評価を高めるための具体的解決法 

大阪会場：グループＥ   
【概要】 

● 検査技師が採血するようになれば、採血時間は昼

前などでも良いのか。 

● チーム医療としてICTやNSTにも取り組んでいる。 

【取組み】 

● 病棟の早朝検体を回収して結果を早く出して感謝

されている。 

● 検査結果が早く見られるので、入院期間短縮につ

ながるのでは。 

【課題】 

● 病棟採血はいつするのか。 

● 数値化は困難な取り組みが多い。 

【まとめ】 

 ニーズに対応するため、フレックスなどの業務体

制を整えながら参画し、その取り組み状況をアン

ケートなどで数値化して示し、院内にアピールす

る。また従来からのチーム医療の中で中心的役割を

担っていく。 

大阪会場：グループＧ   
【概要】 

 効果を数値化、見える化して病院幹部にアピール

する。患者さんへの宣伝を行い、アンケート等で効

果を明示する。 

【取組み】 

・病棟スタッフや患者さんにアンケートを取る。 

・消耗品のロスやリスク軽減、病棟スタッフの超勤

削減などのメリットを数値化する。 

・患者さんへの検査説明を行い、十分にコミュニ

ケーションをとることで臨床検査技師をアピール

（退院時アンケートなどに反映してもらえるよう

に）する。 

・病棟での業務内容とその効果についてまとめ、機

会を捉えて病院幹部にプレゼンする。 

【課題】 

 十分な効果が出ていないとき、数値化して逆効果

だった時のアピール方法は工夫が必要。 

【まとめ】 

 患者さんに対しては臨床検査技師の存在を知って

もらうことに力を入れる。多面的に効果を検証し、

効果の見える化を行い、病院幹部へのアピールを継

続する。 

大阪会場：グループＨ   
【概要】 

 医師・看護師・患者からの評価を確認するために

アンケートを取る。良い意見だけでなく、足りない

点や期待することなども把握し業務の質向上に努め

る。 

【取組み】 

1) アンケート調査から病棟検査技師のニーズがある

ことを明示する。要望にはできるだけ応えるよう

努める。 

2) より具体的な指標として実績を数値化する。検査

技師が検体採取をすることで取り違えや取り直し

（溶血・採血量等）が減っていればコスト面や患

者負担等で効果があったことを示すことができ

る。 

3) 結果に付加価値（追加検査や関連検査の結果報告

等）をつけて臨床に返す。欲しい情報を素早く提

示すれば信頼度が上がり、より良いパートナー関

係が確立できる。 

【課題】 

 検査技師が実践していきたい内容と求められる内

容が異なる場合（検査説明など）がある。それは実

績を重ね、信用を構築することで容認から承認へ繋

げたいと思う。 

【まとめ】 

 検査技師に求められているニーズを拾い上げ、で

きる限り応える。病棟検査技師の業務効果を数値化

し、施設や患者に対しても有益であることを明確に

する。 

東京会場：グループＣ   
【概要】 

 病棟業務への介入が成功したとしても、検査部門

の評価を高める事に努めなければ半永続的な業務は

望めない。検査部門の評価、すなわち臨床検査技師

の評価を高めるためにできることについて討論し

た。 

【取組み】 

①病棟業務に介入後、どれだけの効果があったかの

実績をまとめるためのツールとして、具体的に数値

化したデータなどをまとめ、整備する。 

②医師や看護師など向けの意見を聞いたり、アン

ケートを行ったりすることで結果をまとめる。これ

は医療従事者に限らず、入院患者にも行うことでよ

り具体的な評価を得る。 

【課題】 

 病棟業務が施設に与える効果を評価し、数値化す

ることは容易ではない。しかしながら、データによ

る評価を“見える化”することが実績を把握する最

良の方法と考えられる。 

【まとめ】 

 臨床検査技師が病棟業務に介入することで得られ

る大きな効果の一つとして、リスクマネジメントの

向上が考えられる。具体的には、採血管や検体採取

などの関わるインシデントの軽減があり、数値化で

きる評価データとして期待できる。また、パニック

値をはじめとする検査データの報告が迅速に行え、

TAT短縮に貢献できると考えられる。さらには、電子

カルテ上で有益な情報を記入できるようになれば、

臨床検査技師の実績としても残る。施設から求めら

れる臨床検査技師を各自が意識していくことで、検

査部門の評価が高まると考える。 

東京会場：グループＧ   
【概要】 

 検査部が精進することも必要だが、患者さんはも

ちろん、他部署とのコミュニケーションも取りつ

つ、アピールしていくことも重要となる。 

【取組み】 

 他の２つのテーマを追及していけば、おのずと評

価されると思われる（実績を積むことが大事）。常

に要望されたことを断らず、工夫して受ける努力を

する。実際に病棟業務を始めてから、要望に応える

ことができているのかアンケートを行い、軌道修正

もしていく。 

 患者さんや他部署の職員に、検査部が行っている

業務内容について、院内冊子の配布や病院HPなども

活用しながらアピールしていくことも必要となる。 

【課題】 

 実績を提示するために、数値化できるものはした

ほうがわかりやすく、事務部門からの評価には繋が

り易いと考える。 

【まとめ】 

 医師・看護師からだけではなく、患者さんからも

必要とされるような臨床検査技師を目指すことが、

評価にも繋がっていくものと思われる。 

東京会場：グループＨ   
【内容の概要】 

・病棟業務を行うにあたり、医師・看護師の信頼を

得る為にも知識および認定の資格のある技師の病棟

勤務を行う。 

【取組み】 

・採血・検査についての説明を実施する。 

・医師の了解のもと検査結果説明を行う。 

・アンケート（院内広報）など行い、患者満足度を

調べる。 

【課題】 

・各種検査データに精通し、かつ超音波検査が出来

る検査技師の育成。 

【まとめ】 

・専門性のある検査技師が病棟勤務することによ

り、医師・看護師の負担軽減の他、患者に必要な検

査の提案助言等を行うことで、検査部門の評価を高

める。 

それぞれが意見を出し合うこ

とで、ひとりでは思いつかな

い解決へのヒントが得られる

ことも。 
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病棟業務を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12回目は、法改正を機に鼻腔・咽頭からの検体採取業務を臨床検査技師の業務として取り入れた事例です。直腸からの検

体採取について、実際の症例を用いて事前準備から安全対策までご紹介します。 

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12 

【施設名】 
医療法人社団三宝会 志都呂クリニック 
 

【病院概要】 
志都呂クリニック（以下当院）は平成元年に、静岡県浜松市

西区志都呂町に内科および人工透析施設として開院いたしまし

た。平成４年に法人化、平成15年に本館建て替えに伴い同市西

区西鴨江町に移転、平成22年に免震構造の東館増設により現在

100床の透析施設となり、透析患者数は289名となっています。 

透析患者への検査は、血液検体検査（血液一般、生化学）を

月２回、12誘導心電図、胸部レントゲンを月１回、骨密度検査

を年３回、CT（MRIは必要に応じて随時）を年１回、全透析患者

対象に実施しています。この他、ABIを月１回、フットケアを月

１回実施しています。 

また、開院から治験事業にも参入し、厚生労働省から治験施

設として国内初の視察を受けた実績があります。 
 

【検査部概要】 
職員数約70名のうち臨床検査技師４名ですが、検査部門所属

は３名です（１名は臨床工学技士のライセンスを持っているの

で他部門に所属）。少人数ですが、院内で検体検査（採血、一

般、血液、生化学、免疫、輸血など）、生理検査（心電図、超

音波検査など）を行っています。 

主な検査機器は、生化学検査（日立ラボスペクト008）、血

液検査（シスメックスXE5000）、免疫血清検査（シスメックス

HISCL800）、尿一般検査（アークレイAE4020）、超音波検査

（日立アロカF37）、心電図検査（フクダ電子FCP8453・8321、

KENZ Cardico1215）を導入しております。 

小規模小人数なので、各検査部門には垣根がなく、臨床検査

技師全員が院内検査全てを行うことができます（超音波検査は

専任）。 

「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」については臨

床検査技師全員が受講済みとなっています。 
 

【実践している取り組み】  

2015年から外来及び病棟の検体採取業務（①直腸便採取：ノ

ロウイルス抗原、②鼻腔拭い液採取：インフルエンザウイルス

抗原、③咽頭拭い液採取：マイコプラズマ抗原、肺炎球菌細胞

壁抗原、アデノウイルス抗原）を開始しました。皮膚爪採取に

ついては、看護部門がフットケアを行っているので、主として

看護師業務となっています。 

他には、透析部門への業務支援を実施しています（支援者は

事前に透析機器メーカーの講習を終了することが義務となって

います）。現在では、透析患者の透析前の体重測定、透析前血

圧測定、透析穿刺介助などを週２回（午前に２時間程度）、透

析終了時のダイアライザー取りはずし、開始準備の回路取り付

け（プライミング）、手押さえによる止血などの業務を週４回

（午後に１時間30分程度）実施しています。派遣は交代制で１

名としています。 

【導入までの経緯】 
何故、臨床検査技師が検体採取できないのだろうか？とずっ

と思っていたところ、日本臨床検査技師会ニュースで検体採取

が出来るようになるとの情報を得ました。 

早速、事務長、看護総師長に相談したところ良い返答をいた

だいたので、理事長、院長をはじめ、各部門の所属長で構成さ

れる「院内運営会議」に上程し、以下の理由①～⑤で正式に承

認いただきました。ありがたいことに、講習会の費用も全額

（受講料、交通費、宿泊費）負担していただきました。 

①臨床検査技師が検体の採取から結果報告までやりたいと強く

思っていること。 

②平成26年の「臨床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たこと。 

③今回の改正は臨床検査技師のライセンスの追加であること。 

④看護部門の業務軽減につながる可能性が高いこと。 

⑤適切な検体採取条件、保存管理等ができるので、正確な検査

結果が期待できること。 
 

【実際の運用】 
①検査依頼から報告までについて 

当院の検査採取業務依頼は検査依頼時に医師が「検査依頼

書」を発行し、運営しています。「検査依頼書」は診察室以外

に各病棟からも発行できるシステムになっています。 

外来患者においては、受付窓口にて発熱や下痢などの症状が

あり、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなどの感染が疑

われる患者は隔離された部屋（以下感染対策部屋）で待機して

いただきます。診察の後、検査依頼が発生した場合、臨床検査

技師が感染対策部屋まで行き、検体採取を行います。各病棟か

らの検査依頼に対しても、現場まで行き、検体を採取します。 

採取した検体は採取を担当した臨床検査技師が検査室に持ち

帰り検査を実施します。結果報告は「検査総合報告書」を作成

し、医師に報告しています。 

②備品の購入について 

 爪、皮膚からの検体採取用ピンセット等については、看護部

門がフットケアの備品として既に購入済みであった為、検査部

門として新規の購入はしておりません。 

 直腸便採取、鼻腔拭い液採取および咽頭拭い液採取は、各検

査キット付属の滅菌綿棒（以下スワブ）を使用しています。 

直腸便採取用スワブ 
（次ページへ続く） 



≪担当理事のつぶやき≫ 
 

 今回は検体採取にスポットを当て、日々の業務拡大に努

めているご施設の報告でした。折角、資格を取ってもまだ

生かし切れていない皆さんも多いのではと推測致します。

業務拡大は“思い切りと思いつき”です。二の足を踏んで

いる皆様も積極的にトライして頂けたらと思います。次は

“病棟に常駐したよ！”と報告を頂けるのではないかと期

待して ．．。               【深澤】 
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③検体採取について 

1）皮膚、爪 

  看護部門の業務となっています。 

2）鼻腔拭い液・咽頭拭い液採取 

 グローブとマスクを装着し、検査依頼書とスワブを持って

患者待機場所まで行きます（咽頭拭い液採取の場合は舌圧子

も持参します）。 

 検体採取前に患者確認を行い、次いで検査目的、採取方法

についての説明を行います。 

 その後、スワブを用いて鼻腔拭い液、咽頭拭い液を採取し

ます。 

3）直腸便採取（肛門からの検体採取） 

 グローブとマスクを装着し、検査依頼書とスワブを持って

患者待機場所まで行きます。検体採取前に患者確認を行い、

次いで検査目的、採取方法についての説明を行います。その

後、スワブを用いて直腸便を採取します。 
 

***実際に行った検体採取の紹介*** 
患者：当院通院中の透析患者（93才 男性） 

主訴：下痢 

当院透析室には感染疑い、もしく

は感染者となった場合でも透析がで

きるような感染対策用のベッドを完

備しております。 

①検査依頼発生と検体採取前準備 

 ノロウイルス抗原の検査依頼が発

生したので、グローブとマスクを着

用し、検査依頼書とスワブを持って

感染ベッドまで行きました。患者へ

の検査説明と同意の取得は看護師が

既に済ませていてくれましたが、再

度検査説明を行いました。患者体位

変換の補助と患者の安心感を確保す

る為に、女性看護師１名の同席をお

願いしました。 

②検体採取 

 患者の臀部に使い捨ての紙シートを敷き、左側臥位になって

もらいました。次に膝を曲げてもらい、お尻を突き出すように

お願いをしました。臨床検査技師が患者の体を支え、看護師が

下着（オムツ）を下げて、肛門を露出させました。患者の羞恥

心の軽減と安心感を得る目的で、臀部に使い捨ての紙シートを

かけました。 

背後から看護師に患者の体を支えてもらい、患者に体の力を

抜くようにお願いしながら患者の背後から肛門にスワブを挿入

しました。直腸は腹部側でなく背中側に曲がっているので、背

中側にスワブを向けるようにゆっくり挿入しました。２～３ｃ

ｍ位入ったところで３回転させてからスワブを抜きました。幸

い１回で適量採取できたので、複数回挿入は行いませんでし

た。 

採取した検体は検査キット付属の輸送チューブに入れて保管

しました。検体採取後、患者に上手に採取できた報告と協力へ

の感謝を伝え、次いで口頭で患者の体の異常の有無を確認しま

した。 

検査室に戻りノロウイルス抗原検査を行い、「検査総合報告

書」を作成し検査結果を医師に報告しました。検体採取に使っ

た物品（使い捨てシート、グローブ、マスク、スワブなど）は

院内感染マニュアルに従い適切に処理しました（資料）。 
 

【実践後の課題あるいは他職種からの取り組みへの評価】 
看護部門からは、「忙しい時に病棟まで来てくれるのであり

がたい」、「資材などの準備も的確に揃えてくれて助かってい

る」など好意的な意見をいただきました。臨床医からは「忙し

い時に診察を中断することがなくなり、診療効率が上がっ

た」、「臨床検査技師による検体採取（鼻腔拭い液、咽頭拭い

液を含む）になってから、患者からの「採取時に痛かった」な

どの苦情がなくなった」との意見もいただきました。 

検体採取時の服装 

その他「臨床検査技師は法律的に昔から検体採取できると

思っていた」、「もっと業務拡大をしてもらい看護師業務を

もっと支援して欲しい」などもいただきました。 
 

【実践したことによる課題】 
検査に対する知識と検査を分かりやすく説明できる技量を習

得することがより必要になったと思います。実際に今回の直腸

便採取後に患者から「検査前説明をきちんとしてくれたので、

羞恥心が軽減した」との言葉をいただきました。 

また、感染対策についての知識が、各個人でバラツキがある

ので、臨床検査技師だけでなく全職員が感染に対する知識を身

につけること。少なくとも感染マニュアルを遵守することが大

切だと思いました。 
 

【結語】 
今回の「臨床技師等に関する法律の一部改正」による「検体

採取」及び「嗅覚・味覚検査」の省令追加により、臨床検査技

師が更に検査室外へ業務進出ができるようになりました。どの

施設でも臨床検査技師のライセンスがなくても出来る業務支援

は沢山してきたと思いますが、今回は臨床検査技師としての業

務進出なので、その価値と重大さが異なると思います。この好

機を逃さずに検査室外への業務拡大を積極的に行っていきたい

と思います。 

医療法人社団三宝会 志都呂クリニック  

検査部技師長 廣野裕章 

ノロウイルスの患者（疑い患者）の吐物・物品の片付け 
注意事項：血圧計は固定。 

カーテン、空気清浄機で囲う。 

【必要物品】 

ルビスタ・針箱（小）→汚物入れ・感染ゴミ袋・スーパーの袋（大）・プラスチック手袋 

プラスチックエプロン・マスク・クレベリン 

＜準備＞ 

①感染防止のため、汚染場所周囲の人を離れた場所に移動させる。 

②空気清浄機を置く。 

③ルビスタ準備。 

④必要物品を準備。 

⑤汚物入れ（針箱小）の内側をビニール袋で覆う（黒いゴミ袋）。蓋はスーパーの袋（大）

を覆う。 

※ 汚物処理室にノロウイルス専用の汚物入れ（針箱小）あり！！ 

＜処理＞ 

①マスク・エプロン・手袋を２重に装着する。 

②ルビスタで吐物全体を覆う。 

③使用後の汚染物を廃棄しやすい位置にゴミ袋で覆った針箱を置く（図１参照）。 

④ビニール袋の口を反転させ、使用後のルビスタを入れる準備をする。 

⑤ルビスタで覆った場所を外側から内側に向けて寄せ集めながら吐物がなくなるまで汚染

を取り除く。 

1 回毎に拭く面を内側に巻き込み、拭き戻さない。 

※吐物を踏まない・床に膝をつかないように拭く。 

⑥口を反転させたビニール袋に、吐物を拭いたルビスタを入れ（図２参照）、袋の口を確実

にしばる。 

⑦汚物入れの中に、口をしばったビニール袋を入れる。 

※空気感染予防のため中の空気は抜かない。 

⑧手袋→エプロンの順に外し、汚物入れの中に入れる。 

⑨新しい手袋とエプロンを装着する。 

※エプロンが汚染した場合は、手袋と一緒に交換する。 

⑩床をルビスタで覆い（半径２ｍ）１０分消毒する。 

⑪１０分後ルビスタを集めながら床を清拭する。 

⑫外側から内側に向けて床を清拭する。 

⑬汚物入れに入れる。 

⑭手袋→エプロンの順に外し、汚物入れの中に入れる。（マスクも捨てる） 

⑮素手で汚物入れビニール袋の口を確実に閉める。 

⑯廃棄場所に行き、廃棄する。 

⑰衛生学的手洗い、含嗽を行う。 

＜物品の片付け＞ 

・使用済みダイアライザーはスーパーの袋（大）に入れ、汚物室へ。 

・使用後のシーツ、ベッド柵、血圧計はクレベリンで消毒する。（１０分以上置く） 

・器具の消毒は、別容器にテゴーを作成し消毒する。 

資料：院内感染マニュアル（一部） 



（編集後記）PCを整理していたら、ある学会でシンポジストをさせていただいたときのスライドが出てきました。学

会テーマは「医療に根差す心の伝達」で、私が与えられた標題は「臨床検査技師のなすべきこと」でした。その中の

一部で年代について触れたのですが、20代：身を粉にして働く時代。30代：スペシャリストになる時代。40代：プロ

フェッショナルになる時代。50代：身を引く準備を整える時代。60代：社会に足跡を残す時代。70代：人生を終える

ための準備をする時代。とお話をさせていただきました。人それぞれに環境が異なり、できる形も色々ですが、今何

をするべきかを時には考えてみるもの良いのではないでしょうか。自戒の念をこめて。         【中井】 
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平成29年度 日臨技認定センター 

  
認定救急検査技師制度単位：５単位 日臨技生涯教育制度：専門20点 

各指定講習会では、共通講義として救急医療概論、救急検査総論を、また毎回異なったテーマの症候を中心とした

講義を実施し、認定試験受験を検討されている方、すでに資格をお持ちの方、本分野に興味のある方など幅広く参加

者を募集しております。一人でも多くの方のご参加をお待ちしております！！ 

日程等につきましては以下のとおりです。※会場赤字部分は、現在調整中で確定ではありません。  

第１回指定講習会（関東地域）は 

会員専用ページから参加申込受付中（締切４月10日）！ 
 

詳しくは当会HPの日臨技認定センター資格情報をご確認ください。 

第２回以降の情報も順次、掲載されます。 
 

http://www.jamt.or.jp/studysession/center/system08/ 

 

第１回 指定講習会プログラム 
 

①開講式 

②救急医療概論 

横浜市立みなと赤十字病院  

救命救急センター長 八木 啓一 

③救急検査総論 

         日本救急検査技師認定機構 

福田 篤久 

④BLSについて 

    JA愛知厚生連 江南厚生病院 

志水 貴之 

⑤症候としての呼吸困難とその初期診療 

日本医科大学 多摩永山病院 

救命救急センター 田上 隆 

⑥喘息発作について 

 日本医科大学 多摩永山病院 

救命救急センター 田上 隆 

⑦救急医療現場における血液ガス分析 

   日本医科大学付属病院  

臨床検査部 柴田 泰史 

⑧閉講式 修了証授与 
 

※途中昼食時間、休憩があります。 

第１回 指定講習会（関東地域）  
日 時：平成29年4月16日（日）   

テーマ：症候としての呼吸困難とその初期診療 

会 場：文京学院大学 E-205教室 
 

 

第２回 指定講習会（関西地域）  
日 時：平成29年7月23日（日）   

テーマ：症候としての発熱とその初期診療 

会 場：大阪医科大学（予定） 
 

 

第３回 指定講習会（九州地域）  
日 時：平成29年8月20日（日）   

テーマ：症候としての胸腹部痛とその初期診療 

会 場：福岡（九大百年講堂） 
 

 

第４回 指定講習会（中部・北陸地域）  
日 時：平成29年9月10日（日）   

テーマ：症候としてのショックとその初期診療 

会 場：名古屋市 
   （八神製作所 「サマニアンホール」予定） 
 

 

第５回 指定講習会（東北地域）  
日 時：平成29年10月15日（日）   

テーマ：症候としての意識障害とその初期診療 

会 場：調整中 


