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横地常広 

P1～P5 特集 熊本地震シンポジウム2017開催される「熊本地震から学んだこと、伝えたいこと」 

P6 第９回 Asia Pacific Forum of Medical Laboratory Science（APFBLS) に参加して 

P7～P8 日臨技eラーニング 『バリューレゾルーション™』 ついにOPEN！ 
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熊本地震シンポジウム2017開催される 

「熊本地震から学んだこと、伝えたいこと」 

日臨技としての本シンポジウムの関わり

と意義について 
 代表理事 副会長 長沢 光章 

  

平成 28 年熊本地震において、日本臨床衛生検査技

師会（以下、日臨技）は医療職能団体としての理念

のもと被災会員への支援対策活動を行った。 

 また、これと同時に、熊本市のＤＶＴ対策チー

ム、および熊本地震血栓症予防プロジェクトチーム

（後の、ＫＥＥＰプロジェクト）の両組織にて、被

災者避難所への急性肺血栓塞栓症対策として行政主

導の一元化された動きのなかでＤＶＴ検診予防活動

が展開された。 

 いついかなる時に起こるかわからない災害におい

て、対策を講じておくことは大きく結果に影響を与

え、熊本震災ではその最たるものが浮き彫りとなっ

た。 

 本シンポジウムは熊本震災後に県内でのエコノ

ミークラス症候群に対する予防・啓発活動部隊とし

て、県・行政をふまえて統一されたＫＥＥＰプロ 

 

ジェクトによって、震災1年後という節目における

経験から学んだことを次の震災へ活用するためにエ

ビデンスとして発信する場として開催された。 

 全国より有志で集まっていただいた日臨技会員の

臨床検査技師の想いを、職能団体として現地と繋げ

ることができたその成果を対外的に発信する大変良

い機会となったと思われる。 

 

平成29年４月22日（土）・23日（日）、熊本県民交流館パレアにおいて、熊本地震血栓塞栓症予防（KEEP)プロ

ジェクト主催の標題シンポジウムが開催されました。また、エコノミークラス症候群予防無料検診、エコノミー

クラス症候群・市民・県民公開講座も同時開催されました。本シンポジウムは、医療・保健側面から県内の主要

医療機関トップや国立循環器病研究センター理事長、国・県・市行政関係者まで参加し、災害時対応に関する多

くの知見が得られました。 

上：4月末で大幅改修に入る熊本城 

下：開会直前に大会副会長として大会委員に挨拶する長沢副会長 
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日本臨床衛生検査技師会の対応 
 

当日発表者  

板橋 匠美（日臨技 政策調査課） 

 

日臨技は本震の直後、東日本大震災の経験より作成し

た災害時支援対策マニュアルに基づき、すぐさま緊急執行

理事会が行われて災害対策本部設置準備室が立ち上がり、

支援調整委員（筆者）による現地活動が開始された。 

限られた環境下で集まった現地情報をもとに日臨技宮

島喜文代表理事会長は職能団体として被災地支援活動を行

うことを決断し、準備室は災害対策本部へと移行された。 

担当セッションでは発災早期から発生する急性肺血栓

塞栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）の予防活動に

携わった各種団体（日本静脈学会、日本循環器学会、日臨

技）および被災地元医師会の視点から振り返り、将来に向

けて災害に対する建設的な提言、あるいは情報発信を行な

う場とされ、標題について発表した。 

日臨技は、震災初期・中期に病院検査室診療支援と機

器・試薬供給支援を行ない、また震災中期・長期には被災

者避難所ＤＶＴ（下肢静脈血栓症）検診活動支援が主軸と

なる被災地支援活動を行政の指揮下で行なった。これまで

の災害ではみられなかった指示系統が一元化された動き

は、医師、臨床検査技師、看護師、行政、学会、支援団

体、ボランティア、マスメディアをも含めたプロジェクト

チームとして、現在ではエコノミークラス症候群から急性

脳・心血管疾患まで拡充し、震災後の予防・啓発活動を行

なうに至っている。 

今回の初動において日臨技

が果たした支援供給体制と臨

床検査技師の専門性は、震災

時に求められる能力（医療

ニーズ）であることが実証さ

れるとともに多くの可能性と

課題を生んだ。団塊の世代が

75歳となる2025年に向けて地

域包括ケアシステムの構築が

進められるなか、この災害時

支援対応は避難所や仮設住宅のほか、生活不活発病が起こ

りえる在宅医療の場でも十分に応用が期待できる。 

起きてはほしくないものの震災は今後必ず起こる。災

害時に目の前の被災者に医療人として動けるか、臨床検査

技師の教育を作成することも職能団体である日臨技の課題

と捉えている。 

 

 

DVT検診現場での問題点  
 

当日発表者  

増永 純夫（熊本臨床検査技師会 会長） 

 

今回、ゴールデンウイークに日臨技と連携して行った

大規模検診での問題点を中心に報告した。 

発災直後は宿泊施設や交通機関が機能していない中で

全国から集まった大勢のボランティアを受け入れる体制を

整えることが大変であった。 

また、複数の避難所で同じ手順にて検診を行うために

は、事前にミーティングを行い情報の共有を図るとともに

検診の流れを把握しておくことが重要である。 

機材の管理については、エコー装置が一時行方不明に

なった事例を挙げ、紛失防止の対策を取っておく必要性を

説明した。 

発災後、日臨技により作成されたDVT検診マニュアルが

日本のスタンダードになることを期待するとともに、平常

時にマニュアルに基づいた災害時DVT検診のトレーニング

を行い、多くの方が有事にボランティアとして参加できる

よう育成することが今後の課題である。 
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熊本地震でのDVT検診結果 
 

当日発表者  

木下 ゆい（熊本大学医学部附属病院 中央検査部） 

 

熊本地震シンポジウム2017では、4/23(日) に「熊本地

震でのVTE対策を考える－将来のコンセンサス作りに向け

て－」というテーマのもと、熊本地震に際し行ってきた1

年間のDVT検診活動の結果を中心に報告いたしました。 

検診結果は、急性期、慢性期と時期を分け、DVT陽性率

やDVTの有無での患者背景の比較、DVT陽性者の予後調査結

果、治療介入効果の検討等を提示しております。 

今回の熊本地震でのDVT検診の総受診者は3,539名に上

り、初回受診者の陽性率は9.3％（3,203名中299名が陽

性）となりました。継時的に行いましたDVT検診で、DVT陽

性率(初回受診者対象)は、8-10％で推移し明らかな低下を

認めない結果となりました。また急性期検診結果より、

DVT陽性の危険因子として、70歳以上、地震後の睡眠薬使

用、下腿腫脹、下腿の静脈瘤の４

項目が独立した有意な予測因子と

して明らかとなりました。 

シンポジウムでは、今回の結果

を受け、熊本地震でのさらなる活

動成果を望むご意見や、検診のあ

り方・継続すべき時期を問われる

ご意見など、様々なディスカッ

ションがなされました。今後の有

事に際し、効率的な検診活動の提

言に有用となれば幸いです。 

今回の活動でご協力いただいた全国の日臨技会員の皆

様にはご尽力賜り、この場をお借りしまして感謝申し上げ

ます。 

ＤＶＴ検診を開催して   

 

報告 

  田中 信次（熊本臨床検査技師会 副会長） 

 

エコノミークラス症候群検診（以下DVT検診）は4/22

（土）～23（日）にシンポジウムと同時に一般市民対象で

行われ、地元紙に広報された影響もありまずまずの出足で

した。スタッフは事前の呼びかけに参集した熊本県内の医

師、臨床検査技師、日赤DVT班、看護協会看護師、診療放

射線技師から構成されました。受付、問診から下肢エ

コー、弾性ストッキングの配布・装着指導、Dダイマー

（必要者のみ）、医師面談、生活指導の順番の流れで、被

災地避難所で行われていたメニューをそのまま施行しまし

た。また、今までの検診でフォローアップの対象となって

いた被災者へも事前に電話で案内をしました。 

２日間の受診者数は111名となりました。受診者は高齢

者が多く、女性が半数以上を占めました。臨床検査技師は

両日でのべ53名の参加があり、受付、誘導、下肢エコー、

ストッキング装着指導、採血など業務の大半で活躍しまし

た。 

昨年５月に行われた災害急性

大規模期検診のみならず、臨床

検査技師はフォローアップ検診

でも活躍の場を拡げることがで

きました。今回１年間のDVT検診

では、技師会会員へのDVT検診に

関する情報公開や参加募集のや

り方、災害時の協力体制や組織

形態のあり方など、県技師会の

災害支援活動への関わり方が課題

となり、今後検討を重ねていくこととなりました。 

左：当会が

行ったＧＷ３

日間の検査室

技師支援派遣

について講演

で触れる阿蘇

医療センター

甲斐 豊院長 

 

右：ほぼ満員

の市民・県民

公開講座 

左：筆者 
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熊本シンポジウム2017の準備と運営   
 

報告 

山本 多美（済生会熊本病院 中央検査部） 

 

 今回のエコノミークラス症候群予防検診は、シンポジウ

ムと同時開催であったので、双方の準備を平行して行いま

した。 

 シンポジウム展示用として、ＩＦＢＬＳで作成された熊

本、石巻、岩手のポスターを日臨技から提供して頂き会場

内に展示しました。検診では、装置の手配、消耗品の準

備、スタッフへの参加概要案内などを中心に準備を行いま

した。検診開始前に「日臨技ＤＶＴ検診マニュアル」を活

用して説明を行い、初参加のスタッフも十分に力を発揮し

てもらえるように努めました。検診は、多職種との共同作

業になり、医師、看護師、保健師、放射線技師、行政と連

携を取りながら、人員配置や物品の手配を行いました。団

体でのボランティア保険登録も行い、活動に対する保証も

確保しました。装置借用に関しては、趣意書の文書に公正

取引協議会から指摘が入り、再提出するなどヒヤリとする

こともありましたが、検診には総勢62名のスタッフの参加

があり、このうち臨床検査技師は39名でした。大きな問題

もなく終了することができたのは、スタッフが業務を限定

することなく臨機応変に動いていからだと感じます。超音

波検査や採血だけではなく、接遇や検査説明にも技師の力

が発揮されていました。準備を担当して、装置手配や保険

などの事務的な手続きを勉強する機会が得られました。 

熊本地震では発災直後から準備も含めて支援を頂いて

いたと思うと、改めて日臨技会員の皆様、本部の対応に心

より感謝申し上げます。 

「医師」「看護

師」などと並んで

「臨床検査技師」

の職名を示す通称

「赤ジャケ」も見

慣れた風景となり

ました。 

当日参加の検査技師に

説明中の山本技師。 

 

「被験者とのコミュニ

ケーションをとりま

しょう」 

 

他県から熊本地震シンポジウムに参加   
 

報告 

武田 恵美子（宮崎大学医学部附属病院 検査部） 

  

昨年４月、熊本県で巨大地震が発生したその翌週、私は心

エコー図学会学術集会に参加のため大阪に居ました。その

時、本院の医師より１本の電話がありました。熊本県へ

DVT検診参加への打診でした。 

 私は直ぐに参加の意思を伝え、日程調整後、循環器内科

医師と共に４月27日に現地入りしました。その後、昨年９

月までに計４回DVT検診に参加しました。 

 今回、熊本震災シンポジウムに参加して印象的だったの

が、新潟大学の榛沢医師の講演です。今回の熊本地震は

2004年に起きた新潟県中越地震でのケースと類似してお

り、発災後の車中泊の危険性の認識が薄らいでいたことを

指摘されていました。 

 また、災害拠点病院での病院避難という問題に直面した

際、病院間の連携により解決した話では、現場スタッフの

苦労は計り知れないと実感しました。これらの地域連携は

日頃から顔の見える関係であることが功を奏したとの話を

複数の演者から聞く事ができました。更に行政や医療の取

り組みがモデルケースとなり、多くの情報が集められたこ

とも報告された。反省点や今後取り組むべき課題等様々な

意見も発表されていましたが、熊本版ガイドラインが全国

発信できる日を期待しています。 

 今回、私は熊本震災支援（DVT検診）、そして熊本地震

シンポジウムに参加したことにより、多くの事を学び、こ

れまでとは違った意味で日常の下肢静脈エコー検査の重要

性を認識し、南海トラフ地震に対する備えの意識も高まり

有意義な会への参加となりました。 

 
後列中央が筆者 

プロジェクトの中心メンバーである前列左から榛沢先生、掃本

先生（シンポジウム会長）、橋本先生（同副会長）らと昨年検

診時に撮影 
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DVT検診の実施効果（カバー率） 

 熊本地震での避難者数は最終的に18万人とされまし

た。これに対して、フォローアップの重複を含めて3,539

名（全体の約２％）で入院加療につながったのは３名。

これがどこまで「役に立ったのか？」という真摯な問い

がありました。 

 エコノミークラス症候群という二次災害を防ぎたい

という思いから、臨床検査技師を含む医療人がこの活動

に結集したわけですが、その膨大な労力と効果の関係も

問われました。 

 つまり、すべての被災者をDVT検診でスクリーニング

してリスク患者を探すべきなのか？それとも、リスクの

高い被災者を問診などで絞り込んでから、DVT検診を行

うべきなのか？ 

 後者の絞り込みについては、熊本地震でのKEEPプロ

ジェクト活動成果を代表して木下会員が報告した「４つ

のリスクファクター」が注目されました。 

 

発災直後のエコノミークラス症候群の発症回避 

 本震後、車中泊による女性の死亡例の報道（4月19日）

が政府や総理自身を対策に動かし、当会もDVT活動を中

心とする支援に踏み切りましたが、発災直後からの熊本

済生会病院への救急搬送例、特に車中泊を原因とする早

朝の搬送例が多かったことが報告されました。その後、

マスメディアによる繰り返した注意喚起（危険性、運動、

水分摂取）や段ボールベッドの政府ガイドライン公認下

での普及も発症回避に貢献したと評価されました。 

 同時に、車中泊は「当然の選択」という論点があり、

今後も忘れてはいけないと思われます。 

医療救護活動か保健衛生活動か 

 発災後72時間（３日間）以内の超急性期の医療救護

を目的とするDMATとそこから急性期・亜急性期の医

療救護を引き継ぐJMATなどの活動ですが、熊本地震に

おいては甚大な損傷にもかかわらず、地震を直接要因

とする死亡例は少なく、医療活動よりも二次災害とし

てのDVTや集団感染、心のケアなどの問題がクローズ

アップされました。 

論 点 報 告

熊本地震シンポジウム2017で示された 「急性期からの医療救護と保健衛生活動」というシンポ

ジウムで、副題は＜公衆衛生的な視点も必要ではないか

＞とされ、災害支援の重点活動内容の変化にも柔軟に対

応すべきことが討議されました。 

 

DHEATへの期待 

 保健衛生という面では、被災地の保健所機能がマヒす

る中で、災害時対応経験のある外部の保健所スタッフが

超急性期からDMATと並行して現地に入るという「災害

時健康危機管理支援チーム（DHEAT）」の制度設計が注

目されるとともに、今回、道路が遮断されて孤立した阿

蘇地区で、DMATが撤収する本震４日後から立ち上がっ

た「阿蘇地区災害保健医療復興連絡会議（ADRO）」が

DHEAT検討につながる事例として注目されました。 
 

県と政令指定都市の役割 

「医療調整本部の問題点」と題したシンポジウムも開催

されました。発災後、情報収集が不足し、調整機能も希

薄な中で、避難所には多くのボランティア団体・個人が

かけつけ、混乱を極めたという反省があります。さらに

広域対策を担う県と自律性のある政令指定都市の連携

関係も論点とされました。 

 当会の活動も最初に熊本県の調整本部にアプローチ

をして支援団体として認知され、さらに熊本市配下の

DVT検診チームという位置づけを得ましたが、こうした

支援団体の受け皿や事前の登録のような方法導入が今

後、有益ではないかという意見がありました。 

 災害はどこで発生するかわからず、被災経験のない地

域自治体担当者や医療関係者が活動することになるた

め、こうした仕組みづくりが必要とされました。 

 マスメディアの避難所集中取材を当局が規制すべき

かという論点も提起されました。 

 

災害関連疾患への対策 

 主に循環器疾患が多く発生することからエコノミー

クラス症候群にとどまらず、てんかん／脳卒中、急性心

筋梗塞、たこつぼ心筋症、大動脈解離、心不全などの予

防について議論されました。 

 

ロジスティックスチームの必要性 

 熊本地震では災害のスペシャリストといわれる

DMATロジスティックスチームなどの活動貢献度が高

く評価されました。 

 筆者は当会内の対策本部支援員としてDVT検診のロ

ジスティックスを担当し、被災支援の現場には出ないも

のの、人員調整や支援環境の整備に関わました。 

 当会の本部内にも、災害支援のスペシャリスト（ロジ

担当を含む）の恒常的な確保は必要と感じました。 

 

ポータブルエコーの検証 

 昨年末のフォロー―アップ検診や今回のシンポジウ

ム同時開催検診において、ポータブルなエコー機器の活

用実証テストも一部で行われました。さらにはモバイル

通信で遠隔にいる専門医の画像診断を仰ぐ方式の現実

性も今後、検証が進むものと思われます。 

 
報告文責：日臨技事務局島村克哉（個人参加） 
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 第９回 Asia Pacific Forum of  Medical (Biomedical) 

Laboratory  Science  (APFBLS)  が、4月 15日（土)～ 16日

（日）に台湾の北部、桃園市にある長庚大学（Chang Gung 

University）で行われた。日本からは長沢光章代表理事副会

長をはじめ、片山博徳執行理事、滝野寿執行理事、菊地良介

国際WG委員に私を加えた計５名で参加した。 

 TAMT（台湾臨床検査技師会）からの要請により、日韓台に

よる耐性菌シンポジウムでの講演、TAMTとの代表者会議、精

度管理事業に関する会議が主であったが、国際学会での講演

聴講に加え、会場である長庚大学の附属病院である長庚記念

病院林口総院中央検査室も見学させていただいた。 

 長庚記念病院林口総院は台湾で最大規模を誇る3385床の巨

大病院で、外来採血患者数は1日約3000人、採血時間は朝７

時から夜10時まで、検査部職員は約200名と日本では考えら

れない規模の病院であった。台湾人でも“工場”と呼んでお

り、検査機器の自動化、搬送ラインの充実さに加え、見学者

も多いためか検査室は全てガラス張りで、働いている検査技

師が丸見えとなっていた。 

 APFBLSは、オープニングセレモニーに長庚大学の学生オー

ケストラによる演奏から始まり、長沢代表理事副会長がJAMT

として挨拶をされた。その後、国立がん研究センター先端医

療開発センターの土原先生やサンディエゴ大学のAlan先生に

よる招待講演など活気のある盛大なものであった。会場では

多くのポスター掲示、口演があったが、中でも注目したのが

電子掲示板の導入と台湾内の臨床検査技師養成大学の学生に

よるブース開設であった。会場中央に設置された高さ180㎝

ほどの巨大なスマートフォンのような電子掲示板は、タッチ

パネルで目次からポスターを検索でき、目的のポスターを閲

覧することができた【写真１】。また、学生による開設ブー

スには様々な工夫がされており、グッズ販売もされていた

【写真２】。 

耐性菌シンポジウムの講演

で は、“Detection  methods 

for drug-resistant bacteria 

and  its  problems  in Japan

“というタイトルでJANISデー

タを基に日本の耐性菌の現状

と耐性菌に関わる検査法の問

題点について私が発表した。

前日までスライドと読み原稿

を作成したにも関わらず、発

表当日の朝、突然PCがシャッ

トダウンしそれまでのデータ

が一部無くなるハプニング。

ついでにインターネットも使

えなくなり、朝食抜きで必死

に再作成。過去最大級の恐怖を感じ

た２時間だった。その影響もあり、お世辞にも良い発表で

はなかったが、呉（Wu）会長からお褒めの言葉をいただ

き、伝えたいことは伝わったのかなと思い多少安堵した。

国外ならではの不安と恐怖を味わったが、同時にとても勉

強になりいい意味で刺激となった。同シンポジウムにおい

て長沢代表理事副会長が韓国からの講演の座長を務められ

た。  

JAMT-TAMT 代表者会議で

は、昨年のIFBLS2016神戸で

の交流に謝意が示された。

意見交換としてはJAMT-TAMT

間でMOUの整備を行うことが

話し合われ、詳細について

今後、継続的に審議するこ

と等が話し合われた。ま

た、精度管理事業は２年間

の総括行い今後も継続的に

意見交換を行うこととした。 

今回のAPFBLSには、日本だけでなく、韓国臨床検査技師

会（KAMT）、マカオからも参加していた。特に韓国は約40

名も参加しており、今年の９月に韓国の釜山で開催される

アジア医学検査技師会（AAMLS）の広報活動に力を入れてい

た。学会の合間には、TAMT、KAMTと九份、十分を訪れ、交

流を深めた。 

以上、充実した内容のAPFBLS参加であった。最後に、台

湾到着から出国まで、細やかな心配りで歓迎していただい

た柯建興（Jen-Sheng Ko）氏に心より感謝申し上げたい。 

【写真１】 

検索して目的の

ポスターを閲覧

できるだけでな

く、ポスター内

に貼付されてい

る動画も見るこ

とができた。 

【写真２】 

台湾全土から

集まった臨床

検査技師養成

大学の各ブー

ス。血液バッ

グ に 入 れ た

ジ ュ ー ス を

「血袋（=血液

バッグ）」の

名前で売る大

学もあった。 

オープニングセレモニー後の集合写真 

呉（Wu）台湾検査技師会会長

（右）と長沢代表理事副会長 

★
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
何
と
か
乗
り
切
り
、
発
表
を
終
え
て

ホ
ッ
と
し
た
様
子
の
私 

東京大学医学部附属病院 三澤 慶樹 
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『バリューレゾルーション™』 ついにOPEN！ 

日臨技eラーニング 第１回 

いつでもどこでも学べる生涯学習履修ツールとして、日臨技eラーニング『バリューレゾルーション™』が2017年

7月OPENすることが決定いたしました。JAMTマガジン2017年１月号のなかで「eラーニングの本格導入にむけて」

と題してお知らせしたように、全国どこにいても端末があれば臨床検査技師に求められる様々な分野のコンテンツ

がいつでも学修可能です。また【医療人・職業人スキル】のコンテンツは、生涯教育研修制度の基礎点付与の対象

となります。このコンテンツの特徴は、「検査室から外に出て仕事ができる自信を持てるように応援するeラーニン

グのプログラム」だということです。他職種連携の観点から、患者のそばで、医師のそばで、検査の専門家として

チーム医療に貢献するのも臨床検査技師の役割である時代になっています。これらに必要な数々の知識やスキル

が、このeラーニングを通じて習得できるようになっています。そこで、今回から学修方法や教材コンテンツ、教育

点数の付与方法などについて紹介していきます。第１回目は学修方法と、医療人スキルの概略、専門分野学修から

具体例として【心電図判読のためのエッセンス】についてです。 

図１に示すようにバリューレゾルーション™には、ウェブ

ベース・PDCAサイクル学修®という個人学修と、ウェブベー

ス・グループ学修®という２種類の学修形式から構成されま

す。【医療人・職業人スキル】のコンテンツはこの両方の

学修形式から構成されています。詳しくは、日臨技ホーム

ページのトップ画面にある『日臨技eラーニング』のバナー

から専用ウェブサイトをご覧ください。各分野は、新人、

初級、中級、上級、オープンコースからなり、ウェブベー

ス・PDCAサイクル学修®では、１コンテンツあたり15－20分

程度の個人学修（ナレーションと字幕つきスライドショー

と確認試験）となります（図２：学修画面）。なお、各コ

ンテンツを受講し合格した方への生涯教育研修履修点数の

付与につきましては、改めて詳しくご紹介させていただき

ます。 

図１（学修イメージ図）  

ホーム―ページバナー  

図2（学修画面）  

1.学修方法 
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（編集後記）子どもが小さい時、一緒に遊びでテニスをしていましたが、少々時間ができたので一からテニスを習おうとス

クールへ入ることにしました。基本を再確認し、いざ始めると身体が全く動きません。「もう歳だから仕方ない」と思って

いたら、私より年上の方が華麗にこなしている。お年を聞いたらなんと77歳とのこと「エッ？!」。とてもそんなお歳に見え

ないのですが、歳を言い訳にしている自分が恥ずかしく思えてきました。それでもトレーニング効果か、身体も動くように

なり息子と久しぶりにテニスをしました。大きくなったら一緒にラリーをすることがちょっとした夢でもあったので、それ

が叶い嬉しい気持ちと翌日の筋肉痛が心地よく感じました。もう歳を言い訳にすることはやめよう。      【中井】 

１）キャリア開発：臨床検査技師として「円滑な人間関係を

築くために必要な技術や能力」、複数の職種が連携する

「チーム医療」に貢献できる医療人として必要な職業能

力や社会人としての基礎力を学びます。 

２）管理運営：医療サービスの質向上の基盤ともなる管理業

務や検査品質の要素を理解し、PDCAサイクルなど種々の

管理手法を活用して、課題解決力、業務遂行力、危機管

理力などの強化に必要な理論とスキルを学びます。 

3）経営管理：医療費抑制策より医療の経営環境が大きく変

化したなかで、戦略的経営は必須です。病院・医療施設

の仕組みと経営資源としての「ヒト・モノ・カネ」を、

施設と患者の両視点で捉え効率的な医療経営を実現する

理論とスキルを学びます。 

４）組織管理：医療機関を構成する検査室、課、科などの組

織単位を理解し、組織としての意思決定や活動上で必要

となる情報の収集、問題解決や意思決定の方法、それら

の活動に必須であるコミュニケーションスキル、組織や

プロジェクトを活性化するためのリーダーシップやモチ

ベーションを高めるためのヒューマンスキルを学びま

す。 

 

図３ 

（教材選択画面の例） 

 次号では、【医療人・職業人スキル】のコンテンツとグ

ループ学修の詳しい内容を予定しています。 

3.専門分野学修 生体検査コンテンツの具体例 
 今回は生体検査の循環機能検査コンテンツの中から、三重ハートセンター 診療支援部 内田 文也先生の『心電図判読

のためのエッセンス』をご紹介させていただきます。 

【心電図判読のためのエッセンス】 
三重ハートセンター  

診療支援部 内田 文也  

 12誘導心電図は、循環器診療において必要

不可欠な検査であることは言うまでもない。

患者への負担もなく、簡便で再現性のある検

査であるため、容易に検査可能であるが、いざ判読となる

と、その奥の深さは計り知れない。今回、このeラーニング

を通じて、検査を行う際の注意点、虚血性心疾患における判

読、不整脈のなかでも上室頻拍に焦点をあてた判読につい

て、そのエッセンスを、症例を交えて、また他の画像診断と

も関連させながら解説する。 

検査を行う際の注意点においては、診る・聴く・感じとる

ことの大切さを知って頂きたい。虚血性心疾患における判読

においては、虚血に陥った責任冠動脈の推定の仕方、下壁急

性心筋梗塞における右冠動脈と左回旋枝の鑑別について述

べ、急性期心電図波形からの予後予測についても言及する。

さらには、ST上昇型心筋梗塞と鑑別を要する疾患として、心

筋炎やたこつぼ型心筋症などにも触れて解説する。上室頻拍

の判読においては、房室回帰頻拍、房室結節リエントリー性

頻拍、心房頻拍などを、逆行性P波の出現のタイミング、P波

形から推定する考え方を提示する。そして最後に、Wide QRS

頻拍の上室性、あるいは心室性の鑑別に有用なアルゴリズム

を紹介し、その考え方について解説する。 

本eラーニングが、各種病態の把握に関連した心電図判読

の一助となれば幸いである。 

（解説に使用するスライドの１例） 

2.掲載予定コンテンツ 
 【医療人・職業人スキル】としては、以下の4分野を掲載する予定です（図３：教材選択画面の例）。 


