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日本臨床衛生検査技師会 

代表理事 会長 宮島 喜文 

 日本臨床衛生検査技師会

(以下日臨技)の前身である

日本衛生検査技術者会が設

立されたのは今から65年前

です。私たち臨床検査技師

は医療職種の中では歴史の

ある職種です。しかし近

年、その後に誕生した他職

種の活躍に押され、医療現

場での価値が相対的に低下

してしまいました。「臨床

検査技師としてもこれで良

いのか」と自問する中で、

「今、何とかしなければ、臨床検査技師の将来はない」

との危機感を抱いていました。 

 丁度、その時に日臨技の舵取りができる会長職に就任

させていただき、「日臨技を新生させ、未来を拓く」と

のスローガンの下に、日臨技が本当に臨床検査技師の社

会的な地位向上を担える職能組織となれるよう作り替え

ることに取り組みました。長年の慣行や固定観念を排除

することは簡単ではありませんが、役員や事務職員の理

解も深まり、ここまで来ることができました。 

 急速に社会情勢が変化する中で、医療の環境や臨床検

査技師の役割も変わりました。 

 その大きな理由としては平成17年の臨床検査技師法等

に関する法律改正で、臨床検査技師の業務は従来の「医

師の指導・監督の下で」でなく「医師の具体的な指示の

下で」となったことです。私たちは主治医から検査依頼

が出たときから仕事が始まり、検査結果が患者に還元さ

れるところまでの一連の業務に責任があると考えるべき

です。分析や測定の部分を担うだけでは、チーム医療の

中で臨床検査技師は役割を果たしているものとは言えま

せん。既成概念に囚われることなく、見方を変え、発想

の転換を図り、時代を動かしていく。 

 今まさに「パラダイムシフトは私たちの手にある」と

言っても過言ではありません。 

パラダイムシフトは私たちの手に 国民、患者が最終到達点であるべき 

 毎年、新規事業などに着手し、大型事業に取り組んで

きました。その時には必ず、都道府県技師会や厚生労働

省、各専門学会や臨床検査業界団体などからの後援や共

催を念頭に事業の組み立てを考え、展開してきました。

多くの事業が円滑に進み、成果もでてきました。これは

役員をはじめ、会員皆様の努力の賜物と感謝していま

す。 

 しかし、「未来を拓く」までには至っていないと感じ

ています。私は以前から、「医療は社会の中にあり、臨

床検査は医療の一部である」と考えています。常に社会

の中で、医療の中で、臨床検査のあるべき姿はどうなの

か。地域や勤務先の違いなど条件は違っても、一人ひと

りの臨床検査技師が創出する社会的な価値は比較できる

ものではありません。 

 例えば、都会の大病院であっても、田舎であっても、

小さな検査室であっても、社会の中では大きな役割を

持っている。見方を変えると労働の対価を得るための業

務であり、役割を果たすという面では同じです。誰もが

誇りと自信を持って仕事をしたいと思っているし、国民

にとって、患者にとって、頼りにされ尊敬される臨床検

査技師でありたい、との思いは心の中のどこかにあると

思います。 

 それでは「頼りにされ、尊敬される臨床検査技師の仕 

事」とは何か。 

 自分のしたい仕事をするのではなく、社会が必要とし

ているものは何か、をきちんと掴むことから始まると思

います。今まで、私たちは専門的な技術や知識を習得す

ることが「臨床検査技師としてあるべき姿」であり、そ

こが私たちの最終到達点としていたように思います。こ

れは自分のことであって、実は違いますね。「国民が、

患者が最終到達点」と考えなければいけないのではない

でしょうか。それができるようになれば、他職種から頼

りにされ、患者から信頼され、国民から期待される臨床

検査技師になれると思います。 

 今、私たちに求められていることは、精度の高い臨床

検査の創出とともに患者に寄り添う臨床検査を確立する

ことではないでしょうか。 
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高い壁を超える 

 「仕事は困難が付きもの」といつも自分に言い聞かせ

ています。我が国は少子高齢化が進行する中、人口減少

が進んでいます。科学技術においては、人工知能、ロ

ボット、インターネットによる新しい価値が創出される

時代に向けて、急速に社会の変化が起こるのではないか

と思います。 

 そのような社会的な背景の中で、私たちは確かな将来

を創る使命と責任があります。日臨技や臨床検査技師に

とっても厳しい条件や環境に陥り、何とか解決しようと

しても高い壁にぶつかる場合もあるでしょう。壊したり

避けるという方法もあるのですが、越える方法を粘り強

く探しだすことを選ぶべきであると思います。今までは

順調に進みましたが、これからは更にスピード感が求め

られる時代となるはずです。どう対応するかが大きな問

題です。 

 責任を持って取り組みますが、皆様の叡智もお借しく

ださい。 

臨床検査技師の資質と社会的地位の向上 

 組織内においては会員や賛助会員の方々、組織外にお

いては日本臨床検査薬協会、日本衛生検査所協会、日本

臨床検査薬卸連合会などの業界団体や日本臨床検査医学

会はじめ各種関連学会からのご協力やご支援の下に、厚

生労働省など行政機関の指導により、様々な事業展開を

図ることができました。 

 これからの我が国において、国民が必要とする保健医

療分野で適切な臨床検査が提供できるように、日臨技と

しては臨床検査技師の資質の向上と社会的地位の向上を

目ざして活動を進めます。 

 平成28年には、熊本地震が発災して広域で多くの被害

が生じました。この被災者支援活動は会員有志ボラン

ティアも募ってこれまでにない規模で展開しました。臨

床検査技師の技術が生かせる支援活動は社会の中で求め

られる役割の一つと考えます。 

 皆様には今後ともこ指導の程よろしくお願いいたしま

す。 

 平成29年６月23日に創立65周年・法人化55周年記念式典ならびに記

念講演会、記念祝賀会が千代田区霞が関の霞山会館にて執り行われま

した。 

 式典では来賓を代表して衛藤征士郎衆議院議員、古川俊治参議院議

員、横倉義武日本医師会会長にご祝辞をいただきました。また、臨床

衛生検査業務功労者 厚生労働大臣表彰の表彰式も行われ当会会員93

名が受賞されました。記念講演会では社会福祉法人三井記念病院院長 

髙本眞一先生より「患者とともに生きる」をテーマにご講演いただき

ました。記念祝賀会は伊達忠一参議院議長、塩崎恭久厚生労働大臣を

初め関連団体、名誉会員、賛助会員など200名を超える皆様にご出席い

ただき、盛大な祝賀会となりました。 

写真左から式典で祝辞をいただいた 

◆衛藤征士郎衆議院議員 

◆古川俊治参議院議員 

◆横倉義武日本医師会会長 

写真左： 

宮島会長に

よる式辞 
厚生労働大臣表彰では受章者を代表し

て下田勝二先生が登壇し（写真中

上）、丸茂美幸先生が謝辞を述べられ

ました（写真中下） 

祝賀会（写真上）では佐藤乙一名

誉会員（写真下）に乾杯のご発声

をいただきました 
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行列ができるスキルアップ研修会 Part Ⅷ 

 「行列ができるスキルアップ研修会」は今年でPartⅧを迎え、全国学会前日に開催県が主催して行う恒例行事となり

ました。今回も千葉県臨床検査技師会が主催となっていただき、救急・災害、病理・細胞診検査、遺伝子、認知症、

微生物、一般公衆衛生、輸血、生理の８分野の研修会が開催され、定員を増員する分野もあるほど、多くの皆様にご

参加いただきました。その中で救急・災害分野の『救急・災害医療現場における臨床検査技師の役割と課題』の開催

報告をご寄稿いただきましたのでご紹介いたします。 

 2017年6月16日Pm2：00より幕張メッセ国際会議場

において、それは始まった!! 

 本企画のメインテーマである「救急・災害医療現

場における検査技師の役割と課題」は、日本臨床検

査自動化学会POC技術委員会と日臨技認定センター

認定救急検査技師制度部門のコラボレーションによ

り開催された。従来、認定救急検査技師制度による

講習会は、実習内容に乏しく、またPOC技術委員会

によるPOCセミナーでは実習時間が短いことと、救

急・災害専門医の講演企画が少なかったため、両団

体の弱点を補い、相乗効果を期待した企画であっ

た。 

 研修会前半の座学では、救急・災害医療現場にお

いて実際にご活躍されている講師をお呼びして、救

急部門・災害部門の今現在の現状と課題をわかりや

すく、ご講演いただいた。 

 研修会後半の実習では、災害と救急現場に視点を

分けて実習を行った。まず災害視点では、クラッ

シュ症候群や深部静脈血栓症（DVT）などの観点か

ら、超音波検査、凝固系検査などを実習した。ま

た、避難所内での感染症検査も加えられた。救急視

点では、意識障害をテーマに、薬物、血糖、肝・腎

機能、循環機能（含む、血液ガス）などが実習内容

として組み込まれていた。実習は９ブースが設置さ

れ、１グループ12～13名で、１ブース当たり約13分

の実習時間を費やした。これまで、POCセミナーで

は実習時間が足りないというご意見を多くいただい

たので、今回はじっくり実習に取り組めるように配

慮されたものだった。 

 また、座学と実習の間に行った心肺蘇生講習

（プッシュ講習）では、100人以上の受講者とス

タッフ関係者が、一堂に会して「あっぱくん（胸骨

圧迫式心臓マッサージ実習用教材）」に取り組んで

いる姿は、実に壮観であった。 

 さらに、実体験として、帰宅途中の最寄り駅で心

肺停止の女性に遭遇した検査技師が、無我夢中で心

臓マッサージをおこない、AEDを使い、そして駆け

各ブースに分かれた実習の様子 

「あっぱくん（胸骨圧迫式心臓マッサージ実習用教

材）」を使用した心肺蘇生講習（プッシュ講習） 

つけた救急隊員にリレーした結果、女性は完全社会

復帰したという非常に稀なケースが語られた。この

体験談は、受講者にとってインパクトが強かったよ

うである。 

 ５時間という長丁場のセミナーであったが、会場

を去る受講者に疲れの様子は見えず、反対に満足げ

な笑みを残して帰路につかれた。企画者として無謀

な賭けではあったが、共催企業様の暖かいご支援と

関係スタッフのチームワークが、このような結果を

導いてくれたと感謝するばかりである。 
 

日臨技認定センター 認定救急検査技師制度部門 

審議委員会委員長  福田 篤久 
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新潟大学地域医療教育センター  

魚沼基幹病院 徳永 直樹  

 現在、私が勤務している「新潟大学地域医療教育セン

ター 魚沼基幹病院」は、魚沼地域の三次救急の空白を

埋めることを目的とした新しい病院で、約２年前に開院

されました。 

 開院直後より、大量出血を伴う疾患や心筋梗塞などの

循環器系疾患など、緊急度・重症度ともに高い患者が搬

送されてきます。私自身、救命救急センターを擁する病

院に勤めた経験がなかったことや、もともと救急検査に

強い興味があったことなどから、今回初めて受講してみ

ました。 

 救急・災害医療現場で臨床検査技師が何をすべきか、

また何ができるかをテーマに、教育講演（座学）が４本

と実際に心臓マッサージとAEDを駆使し、心肺蘇生を行っ

た結果、救命できた（それも100％社会復帰）実体験談、

また全員参加の心肺蘇生講習を挟み、後半は普段触れた

ことのないPOC対応機器やキットを使用した実習を行いま

した。 

 救急検査講演では、従来のTATに加え、検査前後の

フェーズも含めたTTATやTQAが重要であること、それには

検査技師の救急初期診療参加が最も有効であることや、

救急診療に関わる臨床検査技師は、患者情報や初期診療

検査結果から推定される病変をいち早く察知すること、

また治療方針や確定診断に貢献できるような救急検査の

標準化やレベルアップ、さらに新人教育が如何に重要で

あるかを知らされました。 

 災害医療講演では、被災地においてライフラインが途

絶している場合が多くあるため、普段使用している機器

が使えなくなることが多くあり、ドライケミストリーな

どの水を使用しない機器やバッテリー搭載機器、また小

型軽量で持ち運びが容易な機器が望ましいこと、実際の

現場や災害を想定した訓練での体験など、災害に備える

必要性が理解できました。特に実際の災害における環境

は、想像をはるかに超えるような状況で、テントの中が

40℃を超える高温、さらには多湿、電源車の不安定な電

流、延長コード選択等々と生々しい体験談を聞くことが

できました。 

 その後の実習では検査機器などの使用法を学ぶととも

にAEDの使用法も学びました。 

 「死戦期呼吸ってこんな感じなんだ・・・」と隣の人

と実際の現場を想定して胸骨圧迫式心臓マッサージを行

い、「けっこう疲れますね・・・」と実践形式を通じて

身体に叩き込ませたつもりですが、いざとなったら実習

で学んだ通りにできるかどうかは不安です。「心停止の

場面に遭遇し、どのように対応したか？」についても講

演があり、無我夢中に行ったこと、今になって考えると

もっとこうしておけばよかったこと、などリアルな体験

に基づく言葉の一つ一つに重みを感じました。一人の臨

床検査技師が主となり、一人の命を救ったこの事例は誰

のまわりでも起こりうることですが、そのときに対応で

きるようBLSのトレーニングを復習していきたいと痛感し

ました。 

 今までに経験したことのない５時間という超ロングセ

ミナーでしたが、疲労感もなく、その後の情報交換会に

も参加させていただきました。救急検査はもちろん、輸

血、生化学、血液、微生物など各分野の先輩技師と楽し

く貴重な時間を共に過ごすことができて、とても充実し

た一日となりました。本セミナーで学んだことを日々の

業務において少しでも実践したいと思うと同時に、この

ような有意義なセミナーに、今後も積極的に参加したい

と思いました。 

行列ができるスキルアップ研修会 Part Ⅷ は  

救急・災害以外にも以下のテーマで開催されました 

病理・細胞診検査  
「病理・細胞診検査のスペシャリストによる 

双方向プレゼンテーション」 

－これからの認定病理検査技師に求められる 

知識と技能－  
 

遺伝子検査  
遺伝子検査に必要なBioinformaticsの基礎  

 

認知症  
「認知症予防に役立つ人材とは」  

共催：日本認知症予防学会  
 

微生物検査  
知ろう！真菌感染症の臨床と検査  

一般・公衆衛生  
「認定一般検査技師が 

知っておかなければならない寄生虫」  
 

輸血検査  
「さあ困った！どう対応する？ 

～精査の進め方から 

報告・輸血実施まで皆で考えよう～」  
 

生理検査  
「デキる人はここを診る！スキルアップセミナー」  

 来年度も全国学会に合わせての開催を企画して

おります。全国学会にご参加される際は「行列が

できるスキルアップ研修会PartⅨ」も是非チェッ

クしてみてください。 
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【医療人・職業人スキル】 

 経営管理 教材コンテンツのご紹介  

 日臨技eラーニング 第６回 

 バリューレゾリューションTMでご用意する「経営管理」のプログラムでは、医療の経営環境が医療費抑制制度などにより大

きく変化し、戦略的な経営が求められるようになってきている現状、また介護保険制度の創設に伴い、競争がさらに激しく

なりつつある現状の中で、病院・医療施設の仕組みや、医療における経営資源としての「ヒト・モノ・カネ」を施設と患者の双

方の視点で捉え、効率的な医療経営を実現するための理論とスキルを学んでいただきます。以下の学修コンテンツをご用

意しています。 

 また、専門分野から東京大学医学部附属病院 検査部 常名 政弘 先生に「緊急検査 eラーニング血液検査（血算）

編」をご紹介していただきます。 

①経営管理と経営資源 
 

②労務管理 
・就業規則について 

・能力評価と目標による管理 

・タイムマネジメント 

・メンバーの健康管理とストレスマネジメント 

・労働関係法規の理解 

・建設的な労使関係の構築 

・問題職員の管理 

・情報管理 

・患者権利と情報開示 

・個人情報保護への対策と実際 

・情報セキュリティ（ISO27001） 

・医療施設における守秘義務対策と実際 

・労働上の安全衛生について 

③医療経営戦略 
・経営戦略の意義 

・経営戦略の内容 

・戦略的マネジメント 

・戦略分析の基本スタンス 
 

④医療マーケティング 

・マーケティングの目的と戦略構造 

・マーケティングにおける製品政策 

・マーケティングにおける価格戦略 

・医療機関の広告戦略と規制 

・医療マーケティングとしての地域連携 

・医療経営分析の体系 

・医療経営分析の事例 

・社会保障制度の概要と特徴 

・介護・福祉制度 

・制度改革の背景と概要 
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（編集後記）編集後記もまったく考えがまとまらないくらい（言い訳？）猛暑が続いています。もうすぐに夏の休

暇シーズンの到来ですが、皆さまのご予定はいかがでしょうか。こんなに暑いと冷たい飲物をいただく言い訳？に

困らない季節ですね。こんな時は部屋にこもってしっかりと休養するもよし、趣味や仕事？に時間をかけるのにも

よい機会だと思いますので暑いこの季節を楽しんでお過ごしください。 

月並みですが暑さきびしきおり皆さまどうぞご自愛のほどを。                  【片山】 

【緊急検査 eラーニング血液検査（血算）編】 

東京大学医学部附属病院 

 検査部 常名 政弘 

 現在、病院での臨床検査業務は平日の

日中のみならず夜間や祝祭日においても

必須となっている。検査項目の中で血液検査、血算

は欠かすことの出来ない検査項目であり、ほとんど

の施設で夜間や祝祭日においても行っている検査項

目である。しかし、その担当技師は日常検査で血算

の業務に携わることが少なく、多くは異なった業務

内容を行なっている。一方で血算の測定を行ってい

る自動血球計数器には様々な誤差要因が知られてい

る。採血手技による検体凝固や試験管内で起こる

EDTA凝集、病態と関連した赤血球凝集や破砕赤血

球、巨大血小板、クリオグロブリン、高脂血症、高

ビリルビン血症などがあり、それらにより様々な項

目に影響を与えることがある。その為、結果が特に

異常値を示した時に、真の値か誤差要因による異常

値なのかの判断に苦慮する事によく遭遇する。 

具体例をあげると、血小板減少の原因には様々な

要因が考えられ、さらに判断に迷うことを多く経験

する。血小板減少をきたす疾患には、播種性血管内

凝固（DIC）、血栓性微小血管障害症（TMA）、急性

白血病などがあげられる。誤差要因には、採血手技

による検体凝固や試験管内で起こるEDTA凝集が存在

する。以上のように日当直担当者は真の血小板減少

か偽性血小板減少かの判断を迫られることが少なく

ない。そのため日当直担当者も、自動血球計数器の

原理や病態を把握して検査に臨む事が大切である。 

実際に血算で異常値が出力された場合には、目視

により試験管内の血液の性状確認することや塗抹標

本を作製して異常値が出た要因を検索することが大

切である。異常値を示す要因には、破砕赤血球、巨

大血小板、クリオグロブリン、フィブリンの析出、

血小板凝集があり、それらの有無を確認することが

大切である。 

緊急検査eラーニング血液検査（血算）編では、

日当直時に業務する方々、これから業務を行う方々

に自動血球計数器の原理と血算における誤差要因を

理解し正しく検査データを報告できるようになるこ

とを目的として解説する。  

 

◆Webで入会手続きをされて「入会申込書」「口座振替依頼書」をご提出いただいていない方 

・下記に該当される方は必要書類のご提出をお願いいたします。 

「入会申込書」「口座振替依頼書」の提出、および「年会費の納入」をもって入会手続きが完了となります。

※「口座振替依頼書」の署名、押印部分をお忘れなく。（ゆうちょ銀行もお届け印は必要です。） 

※「入会申込書」「口座振替依頼書」は郵送以外でのご提出は受付ておりません。 

「入会申込書」「口座振替依頼書」のご提出がございませんと、翌年度の年会費の口座振替ができません。口

座振替ができなかった場合には年会費に加え手数料が発生いたしますので、早急に事務局まで書類をご郵送く

ださい。 

◆臨床検査技師免許番号を申請中で入会された方 

速やかに臨床検査技師免許証または登録済証明書のコピーを郵送またはＦＡＸでご提出ください。 

※ご提出いただけない場合は、免許番号なしのため会員資格なしと判断され、自動退会となります。 

各種書類の提出先： 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 事務局 

〒143－0016 東京都大田区大森北4丁目10番7号 
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