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横地常広 

P1～P2 「病棟業務に必要な能力開発実践研修会」開催報告 

P3 厚生労働省「霞が関子ども見学デー」が今年も開催されました！ 

P4～P5 日臨技eラーニング第8回 【医療人・職業人スキル】 検査品質の向上 教材コンテンツのご紹介 
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～臨床検査を行うために必要な前工程の集中型能力向上トレーニング～  

平成29年７月29日から７月30日の２日間（会場：滋

賀県草津市 ニプロiMEP）全国各地から受講者36名が

参加して“病棟に必要な能力開発実践研修会～臨床検

査を行うために必要な前工程の集中型能力向上トレー

ニング～”が開催された。今回の研修会は病棟という

現場で求められる能力に対応できる人材の育成を目的

とし、検査前工程の具体的な実技習得のために少人数

制トレーニングとしての開催である。 

まず、１日目は日臨技役員による「病棟に必要な法

的知識」「安全な医療を提供するための具体的な取り

組みに向けて」「検査前における患者への検査説明・

相談」「認知症患者への対応」について説明があっ

た。法的知識では臨床検査技師に関連する法的知識か

ら、念願の法改正の話題などが詳しく説明された。検

査前説明・相談では参加者を実際の説明者役と患者役

に見立て検査前説明について楽しく学ぶことができ

た。外部講師にお願いした「事例ごとの患者対応コ

ミュニケーション」では、よりよい患者対応をめざし

コミュニケーションスキル向上のために（株）イーア

ドバンス代表取締役社長 中森利一先生から分かりや

すくご説明をいただいた。また、実際の病棟での採血

現場に見立て、採血のコツや患者とのコミュニケー

ションの取り方などを日本看護師コーチング協会 轟

由子先生から楽しく学ぶことができた。１日目のナイ

トセミナーでは、当会の横地副会長より「企画Ⅱ 他

職種連携のための１考え方『業務包括化メソッド』」

の講義があり、参加者はリラックスしながらも真剣に

学んでいた。業務拡大について実際の現場に持ち帰る

良いヒントになったと好評であった。この講義はこれ

からも第２回、第３回と継続して実施する予定であ

る。 

２日目からは検体採取に関して実際にシミュレー

ターを用いた実技訓練を行った。検体採取の指定講習

会では座学だけで終わり、始めて実技を学ぶというこ

２日目に行ったシュミ

レーターによる検体採

取の実技訓練の様子 

とで参加者の多くは不安と期待の入り混じった講義と

なったが、講師を担当してくださった先生方の話術に時

間も忘れ真剣に実技を行うことができた。最後に講師の

先生方を囲んで検体採取における病棟業務実践について

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向けて病棟関連の研修会

を企画していく予定となっているので、期待して頂きた

い。 

（担当執行理事：深澤恵治） 
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臨床検査技師養成の現場で活躍する臨床検査技師の立場より  

病棟業務に必要な能力開発実践研修会に参加して 
京都保健衛生専門学校 小西 靖志 

 

 ７月29日と30日の２日間にわたって、滋賀県のニプロ

iMEPで開催された病棟業務に必要な能力開発実践研修会に

参加しました。参加者は臨床で活躍されている方々で、そ

の中で私は臨床検査技師養成校の教員として学生を指導す

るために必要な知識と技術を学ぶことを目的に参加しまし

た。 

 研修１日目の実技訓練は、検査前における患者への検査

説明・相談、認知症患者対応、患者対応コミュニケーショ

ンとコミュニケーションスキルを中心とした内容で、コ

ミュニケーションにおいては様々な技法があり、オープン

型質問、アクティブリスニング等の技術が患者さんとのコ

ミュニケーションや信頼関係を築く上でいかに必要か、認

知症のタイプにあった対応をすることが検査を安全かつス

ムーズに行う上で必要であり、超高齢化社会の中で今後日

常的に認知症患者に接する機会が増えることから、認知症

について正しく理解することが重要であると学びました。 

 ２日目は検体採取の講義とシミュレーターを用いた実技

トレーニングで、実技では講師のチェックを受け、参加者

同士で技術の確認をしながら検体採取の感覚を体験するこ

とができました。 

 研修会を通じて、検体採取、検査説明、病棟業務、在宅

業務とラボから外部へと検査技師業務が広がっていく現状

と、人との関りが業務遂行の上大きなポイントになると改

めて感じ、教育現場でもこの方向性を意識し、知識と技術

とコミュニケーションの三位一体となった教育が必要であ

ると感じました。ただしそれらは、個人のスキルや業務の

円滑化がゴールでなく、患者さんのために何ができるかと

いう視点に立っていなければならないということでした。

これは人の役に立ちたいと医療職を目指してくる多くの学

生の気持ちと一致するところであり、その気持ちを大切に

指導していきたいと思います。 

病棟業務に必要な能力開発実践研修会 シリーズ企画３ 

～ベッドサイドで必要な検査工程の集中能力向上トレーニング～ 
 医療研修施設 ニプロｉＭＥＰ-滋賀県草津市‐：平成29年10月14日（土）・15日（日）  

※受講料：12,000円（ナイトセミナー代を含む） 

 今回の企画内容は病棟で臨床検査そのものを行なうにあたり

必要な知識およびベッドサイドの周辺機器について、多くの医

療職種が実践型トレーニングを行なう際に利用している、医療

研修施設「ニプロｉＭＥＰ（アイメップ）」を利用し、実技を

多く取り入れた講義を中心に行います。 

検査工程を中心に構成された講義は、医療シュミレータを多

くの場面で活用することで、医療安全能力および多職種連携に

必要な能力の強化が期待できます。また、各講義で得た知識を

総動員し、病棟でもしものことが起きた時、対応できる医療人

であるために患者急変時対応の実技訓練も行います。 

 是非ともご参加を検討いただければ幸いです。 

  

 申込要領等詳細は当会HPをご確認ください。 
  

http://www.jamt.or.jp/studysession/jamt/index.html 

プログラム内容 
 

【１日目】 

①病棟業務に必要な法的知識 

②安全な医療を提供するための具体的な取組に向けて  

③実技訓練Ⅰ：認知症検査（MMSE検査） 

④病棟に存在する様々な機器の使い方 

⑤実技訓練Ⅱ：病棟で行なう各種検査 
  

【２日目】 

①実技訓練Ⅲ：病棟での活用を想定した超音波検査 

②実技訓練Ⅳ：患者急変時対応実技訓練 

      ：BLS実技訓練 

 

ナイトセミナー ～夕食をとりながら～ 

※集合写真撮影も行います 

人材育成のための１つの改革法「問題共有化メソッド」  日臨技 代表副会長 横地 常広 

検査部門の要望を円滑に達成するための横地式メソッド。各施設へ応用可能な情報をかみ砕き、 

お酒を片手に楽しく学んでいただきたい！そんな企画の第３弾!!１日目最後に行ないます！ 

在宅医療現場で活躍する臨床検査技師の立場より 

全国の同志とともに 

～病棟業務に必要な能力開発実践研修会～   

あんず訪問診療クリニック 杉原 明美   
 

現在埼玉県の訪問診療クリニックで勤務をしており、検

体採取を行う機会が多く技術向上のため、７月29日と30日

に“病棟業務に必要な能力開発実践研修会”に参加させて

いただきました。  

在宅医療の業務において医師と同行した際には、採血の

他にバイタルサイン測定や、時には胸腔腹腔穿刺の補助、

レントゲンの補助なども行っています。これからの季節は

インフルエンザなど検体採取が多くなっていく一方で、咽

頭や鼻腔からの検体採取の経験が浅く不安もありました。

しかし、今回の研修で講師の先生方にコツなどを教えてい

ただき、実際にシミュレーターを使って手技を行うことが

でき、検体採取への抵抗が軽減され自信に繋がりました。

先日も日中単独で動いている時に、緊急で検査が必要に

なった患者様のご自宅に訪問し、咽頭ぬぐい液の採取と採

血を行いました。そして迅速検査の結果を医師に報告する

ことにより医師が往診に行かなくても、治療方針を決定す

ることができました。また白癬菌疑いの爪の採取も実践し

ております。  

今回の研修は全国から検査技師が集い、それぞれの病院

での課題や検査技師の活躍の場を広げるために試行錯誤し

てることなど、様々な悩みをお互いにぶつけ合うことがで

きました。実際に病棟で活躍されている方の生の声を聞

き、様々な対話をすることができたことはとても励みにな

りました。 

在宅医療において検査技師に何ができるのか私自身手探

りではありますが、今回の研修で得たことを現場で実践

し、検査技師が患者様から見える職種となるよう精進して

まいりたいと思っております。 

http://www.jamt.or.jp/studysession/jamt/index.html
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～子ども達の未来のために、社会を広く知るための各府省庁の施策と親子体験活動～ 

８月２日（水）、３日（木）の２日間、今年も子ども

達に政府の仕事を紹介するための夏休みイベント「子ど

も霞が関見学デー」が各府省庁で開催されました。昨年

に続き、日臨技からは深澤恵治執行理事を責任者とし、

小澤優理事および数名の臨床検査技師が臨床検査振興協

議会広報委員会 佐守友博先生とともに参加させていただ

きました。 

 このイベントは文部科学省が主催している「子ども見

学デー」の一環として実施しており、各府省庁の特色を

生かし、夏休み中に広く社会を知る体験活動となるよ

う、また行政の仕事について理解を深めてもらうための

イベントです。普段はなかなか入れない省庁舎を見学で

きるほか、抽選で国会図書館の地下や大臣室、宮内庁の

内部などへ行くことができます。当日は、子ども達が自

由に霞が関を歩けるよう、各府省庁などのプログラムと

地図が入った「日本国霞が関子ども旅券」（パスポー

ト）が配布されました。 

保護者も含め多くの方々が参加するイベントですが、

参加者のほとんどは小学校低学年であり、中には未就学

の子も体験していきました。 

 当会が協力したイベントブース以外では、人の命を救

う最先端医療機器の体験型プログラムとして、実際の医

療機器を用いて腹腔鏡検査や胃内視鏡操作、調剤体験、

ＡＥＤ操作体験、造血肝移植のお手伝い体験、在宅で治

療するための機械使用体験が行われました。 

また、映画「仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エ

ンディング」とのタイアップ企画として、小児科医であ

る仮面ライダーエグゼイドが、厚生労働省にやってきま

した。子ども達へ向けたメッセージや出演者による緊急

医療のデモンストレーションなどが行われ、来場者の親

子は例年よりも医療を身近なものに感じていただけたと

思います。各企画で体験を通した紹介が行われ、２日を

通し多くの家族連れでにぎわいを見せていました。 

臨床検査コーナーに訪れた子ども達の人数は、１日目

265人、２日目260人で、保護者を含むと1000名を超える

人々が訪れたのではと思います。子どもデーは、これか

ら進路を決めていく小中学生とそのご家族に臨床検査を

知っていただくとても良い機会です。臨床検査の体験を

通して、検査の楽しさを感じていただけたのではと思っ

ています。参加してくれた子供たちの反応が良かったこ

と、親子ともに興味を持って一緒に説明を聞いてくれた

ことは喜ばしかったです。子どもにだけではなく大人に

も臨床検査について理解を深めていただけたのなら、今

年も我々にとって意義のあるイベントになったと言える

のではないでしょうか。 

（政策調査課 板橋匠美） 

臨床検査コーナー「臨床検査を体験してみよう！」  

「臨床検査」を体験してもらうプログラムでは、訪れた子どもに白衣を着ていただき、臨床検査技師を体験

していただきました。 

血液検査体験コーナー  

ヒトの血液細胞について大型モニターを

使用し学んでいただき、その後にディス

カッション顕微鏡で実際の血液細胞を観察

してもらいました。体験を行なう子どもだ

けでなく保護者も顕微鏡に覗き込み、熱心

に細胞観察を行なっていました。 

厚生労働省 

「霞が関子ども見学デー」の内容 

尿検査体験コーナー  

尿検査体験コーナーでは、清涼飲料水を

検体にみたて尿試験紙を用いて、糖分の測

定を体験してもらいました。真剣になって

糖の測定を楽しむ横顔に保護者の方々は微

笑みを浮かべていらっしゃいました。 

血糖検査 体験コーナー  

血糖検査体験コーナーでは、清涼飲料水

を検体にみたて簡易血糖測定器で測定して

もらい、糖分の測定を体験してもらいまし

た。このコーナーまで体験を終えた子ども

たちは、臨床検査技師の卵といえる顔つき

となっていました。 

厚生労働省では、みなさんの生活をよりよ

くするために、いろいろな仕事をしていま

す。病気を予防したり、食べ物の安全を確か

めたり、お年寄りや体の不自由な人のための

仕事や、働きたい人に仕事を紹介したり、働

く人が安全で快適に働ける環境をつくる仕事

をしています。このように厚生労働省の仕事

は、みなさんが生まれてからおじいちゃん、

おばあちゃんになるまで毎日の暮らしに深く

関わっています。子ども見学デーでは、たく

さんの厚生労働省の仕事を紹介します。 
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【医療人・職業人スキル】 

 検査品質の向上  教材コンテンツのご紹介  

 日臨技eラーニング 第８回 

 臨床検査部門は、診療部門が質の高い患者診療を提供することをサポートすることが使命です。しかし、そのサポートに

対する要求は常に変化し続けています。医療を取り巻く環境変化や診療技術の進歩に伴い、常に新たな要求が医療機関

に課せられ、それに伴い、臨床検査部門の品質に対する要求も高度化しています。臨床検査部門が、質の高い顧客サー

ビスを提供し続ける為のシステム（仕組み）を構築し、運営維持していくためのポイントについて、QMS（クオリティーマネジメ

ントシステム：品質マネジメントシステム）を中心に学んでいただきます。「管理運営」の2－2の内容は、本学修分野の中の

QMSに相当いたします。 

 また、専門分野からは日本赤十字社大阪赤十字病院 輸血部兼臨床検査科部 中藤 裕子 先生に「自動血球分析

装置の測定原理とピットホール」をご紹介していただきます。 

①ＱＭＳ（初級）  

・品質マネジメントシステムとは 

・臨床検査におけるＱＭＳ 

・ＱＭＳを構築するということ 

・ＱＭＳを運営するということ 

・臨床検査室の施設基準 

・臨床検査における認定制度 

・臨床検査業務の質の評価と改善について 

②ＩＳＯ１５１８９（中級）  

・ＱＭＳとＩＳＯ１５１８９ 

・ＱＭＳの組織体制と文書・記録管理 

・検査サービスの受託、委託購買管理 

・ＱＭＳの維持と改善 

・ＱＭＳの評価と監査 

・マネジメントレビューと継続的改善 

・検査室の能力整備（要員） 

・検査室の能力整備（施設及び環境条件） 

・検査室の能力整備（機材、試薬及び消耗品） 

・検査前プロセス 

・検査プロセス 

・検査結果の品質の確保 

・検査後プロセス 
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（編集後記） 夏休み！ なんと甘美な響きだろう。吉田拓郎『夏休み』TUBE『あー夏休み』等冬休みや春休

みを題材にした歌はないが、夏休みの歌はある。子供から大人まで、夏休みは待ち遠しく、楽しいものであ

る。冬休みは、年末で大掃除など忙しく、お正月は朝からお神酒を飲んで寝て過ごす…。春休みは大人にはな

い。夏休みは開放的なのだ！皆さんも子供に戻って、自由研究をして医学検査に投稿してみてはいかがでしょ

う。暑い夏を更に熱く！                                   【大澤】 

日本赤十字社 大阪赤十字病院  

輸血部兼臨床検査科部 中藤 裕子  

検体検査において、血液検査は患者の炎

症や貧血の有無を知る上で必要不可欠な検

査である。現在では、自動血球計数装置に

のせれば簡単に結果が得られるが、測定値

が正しいか間違っているかはデータを最初に見る検査

技師が判断しなければならない。今回、eラーニングを

通じて、自動血球計数装置の測定原理、赤血球・白血

球・血小板の基本的な内容について、また、測定エ

ラー（ピットフォール）についても解説する。 

メーカー・機種ごとに自動血球計数装置の測定原理

は異なるので、自施設で使用している機器について理

解しておくことは大切である。また、各メーカーの機

器でしか測定できないリサーチ項目もあり、それらに

ついても解説する。 

自動血球分析装置の測定原理を解説 

血液検査の基本的な内容から解説 

測定エラーの具体的な要因 

赤血球系では、赤血球数・Hb・Ht・網赤血球につい

て、赤血球恒数、測定エラーについて解説する。白血

球系では、産生と崩壊、白血球の分類異常の症例、白

血球数の関連疾患について解説する。血小板系では、

基礎知識、測定原理、症例、EDTA依存性偽性血小板減

少症、症例について解説する。測定エラー（ピット

フォール）では、遭遇しやすい症例を解説する。 

メーカー、機種によって影響を及ぼす物質も異なる 

本eラーニングによって、測定原理、血液検査の基

本的な赤血球・白血球・血小板のデータ解釈に苦手意

識がなくなり、身近なものになれば幸いである。 


