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横地常広 

P1 輸血テクニカルセミナー2016開催報告 

P2 日臨技医療政策企画 “病棟に必要な能力開発実践研修会”開催報告 

P3～P4 業務拡大への取り組み 病棟業務の取り組み 13 

P5 平成 29 年度 定時総会のご案内 

P6 4月15日は“Biomedical Laboratory Science Day”です。 

P7 JAMT技術教本シリーズ 臨床微生物検査技術教本発刊！ 
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 平成29年３月18日（土）、19日（日）に東邦大学医学部

において「輸血テクニカルセミナー2016」が開催されまし

た。１日目は講義、２日目は実技講習が行われ、２日を通

じて162名（講義のみ69名、講義+実技93名）の受講生が全

国から参加されました。 

 このセミナーは、日本臨床衛生検査技師会と日本輸血・

細胞治療学会の共同事業であり、標準的技量を持ち、輸血

検査の質を担保出来る輸血検査担当技師の育成を目指した

取り組みとなっております。昨年までは、指導者的立場の

方々を対象に初級者への指導のポイントやテクニックを中

心とした内容でした。本年度からは認定輸血検査技師レベ

ルを目指す輸血検査技師を対象に、講義および実技により

標準的な知識と技術を基礎から深め、また輸血検査の安全

性に寄与できる輸血検査技師の育成を目的とした内容で開

催されました。 

 １日目は、ABO、RhD血

液型検査判定時のトラブ

ル対応、不規則抗体検

査、同定検査方法、カラ

ム凝集法に関する講義が

行われました。最後は検

査結果の報告方法に関し

ての講義が行われ、検査

実施から結果報告まで輸

血検査を行う上で重要な

ポイントが解説されました。講義終了後には恒例の意見交

換会が行われ、活発な意見交換が行われていました。 

 ２日目、実技講習では血液型検査を試験管法、カラム凝

集法、スライド法で行い検出された問題に対して考えられ

る原因や追加する対応・検査を考える内容でした。不規則

抗体検査では、スクリーニング検査と同定検査を実施しま

した。さらに直接抗グロブリン試験と抗体解離試験を実施

しました。カラム凝集法の判定に関しては実際の写真を配

布し、判定を行って頂きました。正しい解答を導き出すの

と同時に、普段疑問に感じている検査手技に関して、一つ

ずつ講師の先生方に確認し、熱心に受講されている姿が見

受けられました。 

 今回は多数の方にご参加いただき、輸血検査に対する皆

様の熱意を感じた２日間となりました。当日は日臨技７支

部からも代表の方々にもご参加いただきました。今後各支

部で伝達講習会が開催される予定ですので、残念ながら今

回参加できなかった方は、各支部の講習会にご参加くださ

い。 

 本セミナーを通じて、輸血検査技術が向上し、安全な輸

血療法が患者様へ提供される事を願っております。引き続

き活動を行ってまいりますので、皆様のご協力をお願い申

し上げます。 

近畿大学医学部附属病院 井手 大輔 

◆１日目：講義◆ 
 

1）「ABO，RhD血液型検査判定でのトラブル時対応」 

  関東甲信越支部ブロック血液センター  

検査部 常山 初江 

2）「不規則抗体検査、抗体同定方法」 

  東邦大学医療センター大森病院 

輸血部 日高 陽子 

3）「カラム凝集法と試験管法との反応態度の違いについて」 

  東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科  

輸血室 杉本 達哉 

4）「求められる結果の報告の仕方」 

  大阪市立大学医学部附属病院  

輸血部 藤野 恵三 
 

◆２日目：実技◆ 
 

1）血液型検査（試験管法、カラム凝集法、スライド法） 

2）不規則抗体、同定検査 

3）直接抗グロブリン試験、解離試験 

4）カラム凝集法 写真判定 

１日目講義の様子 

２日目の実技中の風景 
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日臨技医療政策企画  

まず、１つ目の講演は患者の心理ついて、日本看護協会推

薦の松月みどり先生（愛知医科大学看護学部・大学院クリ

ティカルケア看護学科教授）による詳しくそしてわかりやす

い語り口でご説明があった。日頃、看護師が患者のケアに関

して大切に思うことなど、とても興味を引く話題であった。

昼をはさんで、次の講義は私たち臨床検査技師が日頃一番苦

手としている、コミュニケーションスキルと接遇に関しての

講義であり、それぞれ日本ヘルスコミュニケーション学会推

薦の杉本なおみ先生（慶應義塾大学看護国際医療学部 看護

学科教授）と株式会社ニチイ学館推薦の永井弘子先生（株式

会社ニチイ学館 渋谷支店講師リーダー）に詳しくご説明を

頂いた。とくに杉本先生の講義はグループ分けをして少人数

で行うコミュニケーションの実技であり、受講者全員が楽し

く学ぶことができた。 

１日目の終了時に、忙しい公務の合間を縫って出席された

宮島会長に挨拶をいただき、そのまま会長を含む有志による

情報交換会で鋭気を養い、参加者一同は有意義な情報交換が

できたようであった。 

２日目の午前中は患者の急変時の対応や介助方法につい

て、日本救急看護学会推薦の石井恵里佳先生（日本看護協会

看護研修学校 救急看護認定看護師教育課程講師）に２時間

40分という長い講義時間であったが、所々に質問やクイズな

どを盛り込み、隣同士で相談しながら答える方法は興味深く

受講させていただいた。もちろん日頃院内でのBLSの講義や

AEDの使い方などの講義を受けている私たちにとって、再確

認やガイドラインの変更点などをご教授頂く良い機会となっ

た。午後からの講義は病棟で使用するモニターの観察方法、

病棟で必要となる薬剤の知識、適切な移乗方法について、そ

れぞれ日本モニター学会推薦の関根秀介先生（東京医科大学

病院 麻酔科講師）、日本病院薬剤師会推薦の畝井浩子先生

（広島大学病院薬剤部 副薬剤部長）、日本看護技術学会推

薦の水戸優子先生（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 

看護学科教授）にご講義を頂いた。この中で畝井先生の講義

では、数年前に薬剤師が病棟へ配置されるきっかけとなった

事例をお話しされ「薬剤師は薬の説明を患者さんに行うこと

で病棟配置のきっかけとした。臨床検査技師も検査説明に重

点を置くのが病棟配置へのきっかけとなるのではないか？」

とご助言を頂いた。当会が進めている検査説明の考え方を再

認識する良いきっかけとなったのではと思っている。 

最後に変則パネルディスカッションとして開催した“病棟

業務実践フリートーク～悩み相談プロジェクト～”では参加

者の多数の質問に、パネリストとして選定した横地副会長・

丸田常務理事・千葉執行理事と今回ご参加頂いた病棟業務実

践病院の施設の方々にお答えして頂くスタイルを取り、日頃

の病棟業務実践への悩みについて各自の実体験に基づいた発

言を頂き、参加された受講者には大変参考になったのではと

思っている。     

日臨技としては臨床検査技師の病棟配置は患者さんに対し

ての安心・安全な医療の提供を実践する機会ととらえてい

る。今後も会員の皆様に病棟関連の研修会を企画していく予

定であり、期待して頂きたい。 

担当執行理事 深澤 恵治 

平成29年３月18日から３月19日の２日間（会場：日臨技会館）に渡って、全国各地から合計61名（受講者55名、

実務委員６名）の参加者で“病棟に必要な能力開発実践研修会”が開催された。今回の講習会では病棟と言う現場

で求められる能力に対応できる人材の育成を目的に開催され、病棟という具体的な現場に対して、不安無く配属す

る（していく）ために必要となる、他職種の考え方や業務の進め方などを知るための座学が用意された。 

田中 克昌(伊藤病院)  
 現在、調査事業で病棟での採血,検査業務,検査案内等を行

なっています。本研修会に参加し、検査技術のみならず病棟で

チームの一員になるためには、いろいろなスキルを身につける

必要があるということを理解しました。また講師の先生方か

ら、「どんどん病棟に出てきてください」というメッセージを

頂き、現場から必要とされていることを改めて実感しました。3

月末で調査事業は終了しますが、本研修会で学んだことをス

タッフに伝達し、今後当院で病棟配置が実現した際に役立てて

いきたい。 
 

佐々木 貴美子(岩手県立中央病院) 
 当院では検査室外業務への第一歩として、検査科とより関わ

りの深い病棟３ヶ所をピックアップし「担当技師制」を設置し

ている。専任・駐在ではなく、採血管の在庫適正管理、病棟カ

ンファに参加することで各病棟からの意見・要望の吸い上げ、

また検査科からの要望・発信を伝えるパイプ役のような位置づ

けとしている。現在は試行期間であり、今後検査室外業務の方

向性を検討する上で、今回の講習で学んだ「多職種連携のため

に必要なスキル」を科内で共有し業務へ繋げていきたい。  
 

小澤 優貴(亀田総合病院) 
 私は救命救急センターでの診療支援業務に携わっており、病

棟業務に必要な能力と多職種連携について勉強したいと考え参

加させて頂きました。臨床の現場では臨機応変な行動が求めら

れますが、先生方の経験談やフリートーク形式の悩み相談プロ

ジェクトにより、日常の業務で起こり得る問題の原因と解決へ

のプロセスを学ぶことができました。今後も病棟業務と職員へ

の教育を充実させ、職域拡大や医療の質の向上に貢献したいと

思います。 
 

浜野 真由美(永寿総合病院)  
 当院では2016年４月に病棟業務WGを立ち上げました。メン

バーは５名で結成し、病棟は血液内科に決定。12月に１週間の

デモ、実践は２月～３月の２ヶ月間を予定。実際には退職等に

伴い人員確保が困難となり、３月中旬で中止となりました。 

 私は実践中～終了後の講習会参加となりましたが、臨床検査

技師が病棟に行って業務を行う事の必要性、自分たちの置かれ

ている立場、更に必要とされる能力については十分に理解する

事ができました。今後、次の病棟業務に関わるスタッフには、

まず病棟業務の必要性から伝えて行きたいと思います。 
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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13回目は、当直時に不足がちなマンパワーを臨床検査技師の活躍で補っているという事例です。夜間帯における検査部門

当直者の取り組みをご紹介します。 

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13 

【施設名】 
公益財団法人脳血管研究所 美原記念病院 
 

【病院概要】 
当院は群馬県南部の伊勢崎市に所在

を置く、神経内科、脳神経外科、リ

ハビリテーション科を中心とした脳

神経疾患の専門病院であり、年間救

急搬送件数は約1000件、当該管内に

おける脳疾患救急占有率は約50%、年

間脳神経外科手術件数は約300件で、

二次救急機関として地域の救急医療

の一端を担っている。 

１日平均外来患者数は142人。病棟構成は急性期病棟（SCU含

む）、障害者等一般病棟、回復期リハビリテーション病棟（地域

包括ケア病床含む）からなり、計189床を有している。附属施設

として介護老人保健施設、訪問看護ステーション等を展開してお

り、財団全体として職員数約650人が所属している。 

また、昭和45年より学術研究法人として主務官庁文部省、平成

24年より公益財団法人として内閣府より認定されており、学術研

究をもって国民の福祉と医療の発展に寄与することを基本方針の

１つとしている。 
 

【検査部概要】 
検査科には９人（平成29年３月15日時点）の臨床検査技師が在

籍しており、検体検査室、生理検査室、病理検査室に分かれて業

務を担当している。検体検査は約120件/日、エコー、心電図、

ABIはいずれも約20件/日、脳波は約10件/日、病理組織の未染標

本、染色標本作製はともに約120枚/日の件数実績である。 

平成28年度の特徴としては、検体検査では精度保証施設認証更

新、治験・医師主導型研究の採血・検体処理の協力や日常的に電

子カルテマスタ設定を実施していること、生理検査では最新鋭の

超音波診断装置および動画ネットワークシステム導入にともない

循環器医師と心エコーカンファレンスと経食道心エコー検査を開

始したこと、病理検査ではブレインバンク運営にともなう複数の

科学研究費補助金事業の実施など、各検査室が特性を発揮してい

る。また、平成28年度は、学会・研究会発表を計7演題達成して

いる。 

日勤は 8:30～ 17:30、平日夜間は当直者１人（17:30～翌

8:30）、休日は日勤当直者１人（8:30～翌8:30）が対応してお

り、24時間365日体制を構築している。現時点で当直は６人で運

用しており、月平均５回/人である。平成29年度は新卒が１人入

職予定であり（欠員補充）、計10人体制で臨む。なお、院内に検

体搬送システムは導入されていない。 
 

【実践している取組み】 
検査科では夜間当直を開始した平成20年当初より、夜間帯にお

いて検査科当直者は救急搬送時に救急室へ出向し、患者搬入受け

入れ、血圧・SpO2・心電図モニタ計測、採血、簡易血糖測定、12

誘導心電図検査、検体採取を含むインフルエンザ迅速検査など実

施している。患者が心肺停止状態で搬入された場合はCPRも実施

している。画像検査へのストレッチャーでの移動の際は本業であ
（次ページへ続く） 

る検査との兼ね合いをみて搬送にも協力している。 

ウォークインの外来患者に対しては検査科当直者が採血を実

施、入院中の患者に対しては看護師が採血した検体を病棟まで回

収に行っている。また、血液ガス検査の場合も同様に検体を回収

し、報告書は直接医師へ届けている。なお、検体採取を含むイン

フルエンザ迅速検査、12誘導心電図検査は日勤帯・夜間帯問わず

検査技師がすべて実施している。 
 

【導入までの経緯】 
検査科の当直開始当初は看護師の当直はまだ整備されておら

ず、夜間の救急車・外来対応する看護師は病棟の夜勤看護師が兼

務していた。検査科が当直を開始するにあたって看護部から、

「夜間の救急患者対応に当直医１人、病棟看護師１人のみでは必

ずしも十分な対応がしきれず、１人でも多く救急室に来てほし

い」という要請が出たことで、検査科の当直者も可能な限り夜間

は救急室での業務に協力する体制とした。 

夜間の病棟に対しては看護師が採血した検体を検査科当直者が

回収に行くことで病棟夜勤看護師の負担軽減を図った。 

現在は夜間の救急車・外来対応する看護師の当直を25日/月程

度作れるようになったが、われわれの取り組みは看護部としても

検査科としてもチーム医療の観点上必要と考えているため継続し

ている。 
 

【実際の運用】 
■検査科当直者による病棟早朝採血の準備 

日勤中16:30～17:30頃に翌日の病棟早朝採血用のバーコードラ

ベルを貼ったスピッツと一覧表を準備し、各病棟へ届ける。ま

た、急性期病棟は採血人数の関係で採血患者の朝食時間がずれ込

む可能性があるため、患者用の連絡カードをベッドの頭上に掛け

ると同時に朝食前に採血を実施する旨を本人へ伝える。 

■夜間の救急車対応 

救急搬送が決定した場合は事務当

直者から検査科当直者へ「●分後に

救急車が来ます！」とPHSにコールい

ただくこととした。検査科当直者の

拠点となる検体検査室から救急室ま

では徒歩15秒程度の距離であり、救

急車の到着時刻に合わせ救急室へ出

向する。救急室では患者の受け入れ

から始まり、ストレッチャー移乗、

血圧・SpO2・心電図モニタ装着が

ルーティーンであり、その後、当直

医から検査や点滴等の指示が出る。

血液検査が必要となれば検査技師が

採血を実施し、必要に応じてその場

で簡易血糖検査も実施する。この間

に看護師は点滴を実施する。無論、インフルエンザ迅速検査や12

誘導心電図検査も検査技師が実施する。また、状況をみて画像検

査への患者搬送に協力することも多々ある。一方、時として患者

が心肺停止状態で搬入された場合はCPRも実施している。検査技

師が救急の場にいることで、検査はもちろん医療行為を最短時間 

患者受け入れ  

インフルエンザ迅速検査 

（検体採取含む）  



≪担当理事のつぶやき≫ 
 

 夜間帯は確かに人員不足は否めません。そこに臨床検査

技師が積極的に関与することはチーム医療として最善な選

択ではと思います。患者への安心・安全な医療を展開し、

結果的に臨床検査技師としての病院へのアピールがついて

来るという理想的な活躍報告となっています。結びの部分

で記載してあるように“できることはやる”という意気込

みを、そのままに夜間帯だけでなく、日勤帯も少しずつ病

棟業務へ対応して頂けたらと考えております。今後もご活

躍下さい。                 【深澤】 
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で開始できたり、人員が必要なときにすぐに協力できたりと救急

医療の質向上に貢献している。 

■夜間の外来対応 

当院の場合、救急車以外の時間外受診を外来と呼んでおり、救

急室での診察とは区別し外来診察室での診察となる。外来患者が

来ることが決定すると救急車同様に事務当直者から検査科当直者

へ「●分後に外来が来ます！」とPHSにコールが入る。救急車対

応とは異なり、基本的に検体検査室で待機している。血液検査の

指示が出れば検査科当直者が採血を実施する。インフルエンザ迅

速検査はその場で、12誘導心電図検査は生理検査室で実施する。 

■夜間の病棟対応 

夜間の入院中の患者の採血は基本的に看護師が実施し、看護師

から連絡をいただき検体回収を検査科当直者が実施する。血液ガ

ス検査に関しては同様に検体を回収し報告書を直接医師へ届けて

いる。これは電子カルテ上のオーダーが時間差で（遅れて）入力

されることがあるためこの方式をとっている。検査科当直者が病

棟の検体を回収することで病棟夜勤看護師の負担軽減と同時に、

看護師が病棟を不在にする時間がなくなり安全管理上もメリット

が出ている。インフルエンザ迅速検査と12誘導心電図検査はベッ

ドサイドで実施している。 

■病棟早朝採血検体処理 

病棟早朝採血は基本的に病棟の看護師が実施するが、急性期病

棟で採血人数が多いときは検査科当直者も採血に協力する。早朝

検体は20件前後あり、当直者が病棟から回収後、遅くても7:30に

は分析を開始し、目標として外来診察前採血が開始される8:30ま

でに結果が揃うよう努力している。 

電子カルテや検査機器の立ち上げ・再起動および調整等がある

ので、実質、当直者の朝の業務は6:30頃から始まっており、早朝

採血の協力が必要な場合はさらに早くから始まっている。 
 

【トレーニング等】 
救急患者に適切に対

応するため、検査科では

インストラクターの看護

師による院内BLS講習を

１回/年、救急委員会所

属の検査技師による院内

BLS講習を２回/年実施し

ている。また、広域災害救急訓練や伊勢崎メディカルコントロー

ル協議会症例検証会などに参加し、救急の経験を積むことにも励

んでいる。 

救急に関連した資格ではICLSに２名が、ISLSに３名が受講済

み、救急検査認定技師を２名が、緊急臨床検査士を３名が取得し

ている。「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」は法改正

にともない検査科全員が受講済みである。 
 

【他職種からの取り組みへの評価】 
■救急部長（脳神経外科医師）からのコメント 

夜間という人的資源が限られている時間帯だからこそチーム医

療が重要となり、多職種協力の結果、救急の場でも質の高い適切

な医療を提供できる。超急性期治療であるt-PA静注療法や緊急

Ope、心肺停止状態での患者搬入のときをはじめ、救急の場は人

員と迅速性が求められるため、検査技師に救急室へ来てもらえる

ことは極めて有用である。 

■救急担当看護師からのコメント 

夜間帯のみとはいえ、実際に検査技師が救急車到着時から協力

しているのは、そうあることではない。救急室に人が集まること

は心強いし、看護師がすべきこと、あるいは看護師にしかできな

いことに集中でき、看護師の負担軽減とともに患者にとって手厚

く、最良な体制で臨めている。当院では夜間に救急車到着時から

検査技師が救急室にいることは今ではごく普通のこととなってい

るが、事実としてとても助かっており、この支援がなかったら看

護師は厳しい状況に置かれていただろう。 
 

【実践したことによる課題】 
われわれの取り組みに関しては、「できることはやる！」とい

う体制で臨んでおり、他部署からも好意的な評価をいただいてい

る。ときには検査業務対応で救急室への出向に遅れることもある 

が、当直医や看護師から召集要請がコールされるまでになり、必

要とされている実感を持てるようになった。したがって順調とい

える。しかし本業である検査業務では課題があり、当直帯にまれ

に依頼のあるエコーや脳波、グラム・チールネルゼン染色鏡検、

疥癬・白癬菌直接鏡検などは日常の担当業務の違いや経験の差か

ら当直者全員が網羅しているわけではないため、別途呼び出し、

あるいは日勤者へ引き継ぎで対応している。今後、このような低

頻度項目に対する個人差をどの程度まで縮めるべきか検討が必要

である。 

一方、本来、当直は労働基準法的には宿直として取り扱われ、

十分な睡眠を取れることや通常業務の延長でないことを前提とし

ているが、医療現場の現実はセオリーどおりには行かない。とく

に脳卒中患者は夜間にとどまらず早朝に搬送・来院されるケース

も多く、病棟の早朝検体の処理と合わせると、検査科当直者の早

朝は明らかに多忙である。月平均５回/人の当直実施に加え、夜

勤とは異なり「明け」が発生しない現実を考えるとスタッフの疲

労は無視できない。今後は待遇面を整備することも課題として挙

げられる。 

 

【結語】 
今回は夜間帯における検査科当直者の取り組みを紹介した。単

一職種ができることには限りがあり、夜間という少ない人的資源

で適切な医療を展開するには多職種の協力、チーム医療は欠かせ

ないツールである。 

検査科当直者が救急の場あるいは検査室外で活動することによ

り、看護師の負担が軽減されるだけでなく、迅速で質の高い医療

の提供が達成できている。また、検査技師が実際に臨床の場に参

加することにより、病態の理解が深まり、緊急度・優先順位の判

断や追加検査の提案など技師個人の成長の面からも有用であると

いう付加価値も生じている。 

一方で、われわれの取り組みは必ずしもあらゆる施設でマッチ

する行為とは限らず、救急部門の体制、ハード面、マンパワーな

ど考慮し、各施設のニーズに合った体制づくりが重要であると考

えている。 

最後に、職域拡大は検査技師にとって重要なテーマであるが、

単なる献身的ボランティアではない。そこにはニーズの合致とと

もに検査技師の特性が発揮され、患者や施設にとって有益である

ことが必要と考えられる。 

検査技師の主要業務の多くが検査室内であることは今も昔も変

わらない真実だが、昨今の業務の多様化にともない、検査室外で

の業務が増加していくことはある意味自然な流れであり、そこで

存在意義を表現できてこそ求められる部署へと成長するのであろ

う。今回の当院の取り組みは病棟配置とは異なるが、職域拡大の

参考となれば幸いである。 

公益財団法人脳血管研究所 美原記念病院  

検査科長 諏訪部桂  

検査科当直者のタイムテーブルの一例  

広域災害救急訓練  
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＝事務局からのお知らせ＝ 

 平成29年度定時総会を下記日程で開催いたします。 

 会員におかれましては、提出議案に対して「電磁的方法の利用」又は「書面郵送の利用」のいず

れかの方法を選択して、議決権行使を進めてくださるようお願いいたします。 

 なお、提出議案につきましては、平成29年4月29日の理事会において、正式に決定する予定です。  

・開催日時：平成29年６月24日（土）午前10時 

・開催場所：大森東急ＲＥＩホテル5階「フォレストルーム」 

・目的事項：提出議案(平成29年４月29日理事会承認後) 

● 議決権行使の進め方について  

● 総会の構成員 

 総会運営規程第４条の定めにより、議決権行使に関する基準日を平成29年５月24日とし、同日現在の当

会正会員とします。ただし、定款第10条の事由により基準日以降に会員の資格を喪失した場合、定款第13

条の定めにより総会構成員の権利を喪失します。 

 

● 招集ご通知及び議決権行使書兼出席票、各議案に対する招集通知添付書類 

 総会運営規程第３条に基づいて発送します。また招集通知日（発送日）に、日臨技ホームページ上の会

告に総会の招集及び議案書を掲載し、同じ日臨技ホームページ上に電磁的方法による議決権行使サイトへ

のバナーが設置されます。 
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4月15日は“Biomedical Laboratory Science Day”です。 

世界医学検査Day 

＝ IFBLSからのお知らせ ＝ 

会員の皆さまもご存じだと思いますが４月15日は

“Biomedical Laboratory Science Day”（BLS day）

です。この日は日ごろ患者さんの診断に重要な役割を

持つBiomedical Laboratory Scientists（臨床検査技

師）のpromotionとcelebrationの日としています。 

IFBLSにおいても臨床検査技師の役割が十分に理解

されていないと感じており1996年にオスロ（ノル

ウェー）で開催されたIFBLS世界大会のthe General 

Assembly of Delegates (GAD)で合意され、以来この

日をBLS dayとしています。毎年、加盟国ではその年

のテーマに沿った各種のイベントが開催されその内容

はIFBLSの事務局へ報告されています。 

JAMTで行っている全国“検査と健康展”は同様な行

事であるといえましょう。 

 毎年のテーマはIFBLSの理事会で選択され、その内

容はWHO Millennium Development Goalsと関係してい

ます。 

今年のテーマは、Antibiotic Resistance - Bio-

medical  Laboratory  Scientists  respond  to  the 

global threatです。 

このテーマは昨年、神戸で開催されました第32回

IFBLS世界大会のJAMT-Scientific FESTAでも取り上

げ、秋篠宮両殿下にもご説明をいたしました。 

IFBLSの Marie会長も『我々（臨床検査技師）は

antimicrobial resistance (AMR)を含め臨床検査の測

定から報告までできる。これら最新の情報収集は新し

い検査法や患者さんのケアを改善することができる。

この計画は、（１）臨床検査技師労働力開発への関

与、（２）検査室の規模と財源の増加、および（３）

医療、学会、産業、政府と世界の政策立案者の間の協

力の促進により達成できる』と述べています。 
 

 IFBLS Board Member   

片山 博徳（日臨技執行理事） 

～ お知らせ ～ 
 

 昨年、神戸で開催されました第32回IFBLS世界大会の記録ビデオがご覧になれます。 
 

アドレス：http://www.jamt.or.jp/ifbls/ 

 

 内容は日本語ダイジェスト版、オープニングアドレス、オープニングセレモニー、キー

ノートスピーチです。全英語ポスターの貼りだし時画像もご覧いただけます。 

今回のBLS DAY ポスター  

みなさもIFBLSのホームページに 
 

http://www.ifbls.org/index.php/en/ 
 

にアクセスしていただきポスターや 

ガイドラインをご覧ください。 

http://www.jamt.or.jp/ifbls/
http://www.ifbls.org/index.php/en/


Vol.23No.7                会報JAMT ホームページ掲載                   平成29年4月1日号 

（編集後記）人間関係においてコミニュケーション能力をつける、という事が改めて問われている。医療現場におい

て患者さんとはもちろん同僚、他職員との関係を円滑に行うには必須の能力であると日々感じている。私の職場は四

国の有名な温泉場の真ん中にあり海外の観光客も急増している。先日、通勤途中に今考えると日本語が達者であろう

外国人から「○○温泉にはどう行くのでしょう？」と日本語で尋ねられ、「Please go straight！」と私。相手は少

し戸惑って「どうもありがとう」それに対して満面の笑顔で「You are welcome」と私。相手は去り際に苦笑い。と

いう滑稽な事態となってしまった。家庭や職場でも、相手を見ず質問や疑問にもあまり耳を傾けず「うわの空で的を

射ていない」返事をしているなぁ、と我が身をふり返り、私こそ苦笑いである。            【土居】 

JAMT技術教本シリーズ 

臨床微生物検査技術教本発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！   編集部会  

委員長 

長沢 光章 

★ 臨床微生物検査に必要とされる幅広い

知識・技術を、くわしく・見やすく・わかり

やすくまとめた１冊！！ 

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。 

 臨床微生物検査は感染症の病原体診断に必須であり、

検査を適切に行うには、微生物の構造や病原性に関する

基礎知識、感染症の疫学、検査に必要な形態学、培養技

術、同定のための生化学的性状を身に付けておかなけれ

ばなりません。近年、病院感染や薬剤耐性菌の増加が問

題となってきており、感染制御における微生物検査室の

役割はますます重要になっています。さらに、グローバ

ル化が進むことによって、新興感染症や薬剤耐性菌の出

現、再興感染症などにも対応しなければなりません。 

 日常の微生物検査は、基本であるグラム染色、培養、

確認培地を用いた生化学的性状による同定などの用手

法から、自動機器による同定および薬剤感受性検査、免

疫学的検査、遺伝子検査、質量分析法による同定など、

検査技術も著しく進歩しています。 

 このような背景から、本書は臨床検査技師国家試験出

題基準(ガイドライン)に準拠した内容を基本とし、微生

物と感染症および検査に関する基礎知識から、微生物検

査の現場において役立つ最新かつ実践的な技術までを

網羅しました。紙面はすべてカラーとし、写真を多く取

り人れることによって視覚的にも理解しやすくなって

います。 

 本書が臨床検査技師（国家試験)を目指す学生のため

の教科書として、検査業務や各種認定試験(二級臨床検

査士および認定臨床微生物検査技師)を目指す臨床検査

技師の卒後教育のための参考書として、幅広く利用して

いただけることを編集者一同、切に願っています。 


