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１．日本栄養療法推進協議会設立  

2004 年 12 月、日本栄養療法推進協議

会設立披露会が開催された。この日本栄

養療法推進協議会 (Japan Council for 
Nutritional Therapy：以下 JCNT)はおよ

そ 8 年を迎えようとしている。JCNT の

設立主旨はその定款にもあるように、「国

民の予防医学的見地あるいは患者の予後

に大きく資すると考えられる栄養療法を

普及・推進すること」であり、また「そ

の優れた手法である NST(Nutrition 
Support Team：栄養サポートチーム)の
概念及び設立・運営について普及・啓発、

各施設に於けるNST活動の体制や内容に

関し、第三者的立場から評価・指導する

とともにその質の保証に貢献すること」

を目的としている。 
「栄養療法は、全ての治療法の根幹をな

す も基本的な患者ケアの１つである」

という認識が、急速に医療従事者間に広

がり、エビデンス(根拠となる証拠)として

臨床に応用された。これを背景に、近年

注目を集め、全国各地の医療機関で急速

に設立されたのが、「NST：栄養サポー

トチーム」である。医師、看護師、薬剤

師、管理栄養士、臨床検査技師など多く

の専門職からなる NST は、栄養療法の推

進や臨床栄養の適正化の立場から患者へ

のチーム医療を目指すものである。患者

個々に応じた 適な栄養療法の提供を行

なう上で、NST 活動は極めて優れた手法

であり、今後一層の普及が期待される。

一方、わが国では栄養管理の重要性が認

識されるようになってから歴史が浅いた

め、これら各専門職への臨床栄養に関す

る教育も十分とは言えず、また個々の医

療機関が手探りの中でNSTのあるべき方

向性を模索している状況があるのも事実

である。こうした現況を踏まえ、わが国

独自の高いNST活動をより有機的に発展

させ、適切な栄養療法を全国の医療機

関・施設に推進・普及すべく、第三者機

関として「JCNT」が活動を始めたのであ

る。JCNT では適切な栄養管理の推進や

NST に関する認定業務等を通じて、各医

療機関で提供される栄養療法の質を保障

するとともに、NST メンバーの知識や技 
術のさらなる向上、資材、素材の適正化 
を図り、医療の質向上に貢献している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．当会との関わり 
 当会では前会長時代から JCNT への関

わりを有し、設立当時は理事、評議員、

専門委員を派遣していた。ところが、こ

の JCNT そのものが、日本静脈経腸栄養

学会 (Japanese Society for Parenteral 
and Enteral Nutrition：JSPEN)、日本

病態栄養学会、日本外科代謝栄養学会な

どの学術団体、更に(社)日本看護協会、(社)
日本病院薬剤師会、(社)日本栄養士会、(社)
日本臨床衛生検査技師会などの職能団体

が相集い構成していることから、お互い

の団体の綱引きが生じ、この会の発展を

遅らせていると言っても過言ではない。

例えば、JSPEN は栄養サポートチーム

(NST)専門療法士という名称で認定を行

い、JSMCN(日本病態栄養学会)では病態

栄養専門師として学会認定を行っている

のである。更に特記すべき事項として、

NST の認定制度そのものに起因すること

に限定されるが、JSMCN が進めている

認定制度の受験資格は管理栄養士と看護

師のみであり臨床検査技師は対象とされ

ていないのである。換言すれば臨床検査

技師がこの業務に携わることが出来るの

は JSPEN を通じてだけなのである。 
３．診療報酬点数との関わり 
 2010 年度診療報酬点数の改訂では、新

たに「栄養サポートチーム(NST)加算＝

200 点(週１回)」が新設された。この算定

条件は、急性期入院患者に対し、医師、

看護師、薬剤師、管理栄養士がチームを

編成して栄養状態改善に取り組むことと

し、チーム内には１名以上の専従常勤職

員がいることとしている。チーム編成に

は、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技

師、理学療法士などが配置されているこ

とが望ましいとされ、ここにも臨床検査

技師の資格要件は含まれなかった。 
 このことは、本来、栄養管理は医師と 
管理栄養士が行えばよいとする考え方が 
優位であったことに加え、臨床検査技師 
が積極的関与を怠ったことに他ならな

い。もし、各施設で臨床検査技師が NST
活動に関わっているのであれば、JSPEN
を通じ積極的にこの業務に関わっていた 
だきたい。この事を危惧した現職日臨技

髙田鉃也会長は JCNT に対し改めて理事 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
並びに委員を派遣、今後の是正を求める

こととした。 
４．今後 
 NST の経営的な効果のひとつに平均在

院日数短縮が挙げられるが、これは急性

期病院では病床稼働率低下という経営の

ジレンマを生み出す。しかし、単に病床

稼働率を考えれば社会的入院を増やすこ

とで多少の効率低下になるもののホスピ

スタイプの病床を確保し目的は遂げられ

るだろう。「点数があるから行う」とい

うインセンティブに支配されてきたこれ

までの診療報酬とは異なり、診断群分類

別包括制度(DPC)同様 NST 活動の本質は

看取りの医療ではなく、患者の社会復帰

を見据えた攻めの医療なのである。確か

に Alb.が 2.0 を切るような極限の低栄養

患者や、褥瘡が深刻なステージに進行し

ている患者を栄養療法で改善させるには

感染予防対策や嚥下サポート、更には患

者の嗜好も加味した献立作成などクリア

すべきハードルは高く、チーム医療なく

しては考えられない。また、多職種協働

チームでNSTに取り組んで労働生産性を

高めることは、相対的に費用の固定費で

ある人件費、変動費である検査費用・薬

剤費を下げて病院経営は安定化してい

く。つまり、「医療の質の向上」と「経

営の質の向上」には明らかな相関関係が

あることを忘れてはならない。 
 本年８月 22 日 JCNT の 2011 年度理事

会が開催された。この会に長く尽力され

た日野原重明理事長(聖路加国際病院)が
退任され、新しく大柳治正(JSPEN 前理

事長)が JCNT 理事長に就任された。これ

により、JCNT そのものの運営が更にチ

ーム医療推進の方向に進み、臨床検査技

師にとり有益に動くものと考えられる。 
 チーム医療が叫ばれている中、会員諸

兄におかれても、今こそ契機と捉え、あ

らゆる場面で積極的に医療行為に参画

し、臨床検査技師の資格が有るからこそ

可能な、またその資格が無くても連携可

能な行為であるなら積極的に取り組んで

いく姿勢が重要であると考える。それは

とにもかくにも実績の積み重ねが新しい

職域を広げることに繋がるからである。 
 【小沼 利光】 

 

日本栄養療法推進協議会と日臨技との関わり 
新たに栄養療法推進協議会へ理事を派遣 
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ピンクリボンホリデー 

2011 に参加して ! 
10 月 16(日)、朱鷺メッセ(新潟市)におい

て、新潟はっぴー乳ライフ・ピンクリボ

ンホリデー2011 が開催されました。 
「教えて先生！乳がん検診と早期発見」

の講演会や、作家の室井佑月さんをお招

きしてのトークショーなど、多くの市民

が楽しみながら参加できるとても充実し

た内容でした。 

 
当技師会では血管年齢測定やストレス

度測定の無料体験ブースを設け、多くの

皆様に検査を身近に感じていただき、乳

がんの予防啓発とともに、臨床検査技師

の認知度向上に貢献できたものと思いま

す。           【田澤 崇】 
 
 

スギ薬局創業 35 周年

“健康・キレイ応援フェスタ”に参 

加して ! 
平成 23 年 10 月 8 日(土)、9 日(日)、名

古屋市中小企業振興会館においてスギ薬

局創業３５周年記念 健康・キレイ応援

フェスタが開催されました。有名人のト

ークショー、乳がんの講演会、健康チェ

ックや相談、薬剤師の体験コーナー、協

賛企業の商品展示、キッズコーナーなど

多彩な催しがありました。時間帯によっ

て企業展示品を配布していて場所によっ

ては行列ができていました。 

 
愛臨技としては、ピンクリボン運動の

一環として「乳がん」を取り上げ、顕微

鏡で実際に「がん細胞」を目で見ていた

だくこととしました。我々のブースの隣

には愛知県からマンモカーが展示されて

いて、このコーナーは「乳がん」に関心

を持っていただくためのコーナーとなっ

ていました。我々のブースで「がん細胞」

を見ていただくと同時に、他の先進国に

比べて日本は検診受診率が低い事、検診

の重要性などを説明しました。コーナー

に見えた方の総計 486 名でした。一般の

方々の感想はさまざまで「私の細胞な

の？」「私の細胞を見てもらえるの？」

や「がん細胞を見てみたい」「移りそう

で恐いから見たくない」などでした。ブ

ースに見えた方々は皆様それぞれ乳が

ん、細胞、検診の話など、我々の説明を

熱心に聞いてくださり、癌に対する関心

の高さを知りました。 
当日は愛臨技スタッフ 6 名で担当し、

10 時から 17 時まで行いました。ブースが

広いことや周りが騒がしいために大きな

声で説明し、「のど」が痛くなりました。

しかし、臨床検査技師として一般の方々

と交流でき非常に充実した時間でした。 
このような活動を続けることが臨床検

査技師の知名度を向上させることにつな

がり、また、「がん」に対する理解も深

まり、健康意識の向上とともに検診率の

向上に寄与するものと期待しておりま

す。          【所 嘉朗】 
 

 
触診体験で啓発！ 

   10 月 16 日(日)、新宿区立新宿スポ

ーツセンター及び戸山公園において開催

された第 32 回大新宿区まつりに参加し、

がん予防啓発活動として乳がん自己触診

用モデルを設置しました。 
怖くて触診はしたことが無いという声

もあるなか、せっかくの機会だからと体

験していかれる方も多かった。しこりの

大小や触診したときの深さに驚く方や体

験できて良かったという声も聞くことが

できました。 

 
同時に配布した乳がん触診用お風呂シ

ールは、お風呂の壁やガラスに貼って何

度も使用できるものであり、今回の体験

を復習しながら自己触診を実践できま

す。自己触診が浸透し、乳がん予防を期

待すると同時に臨床検査技師のアピール

につながり、今後の継続も必要と感じま

した。        【栗田 千恵美】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

リレーフォーライフジ

ャパン in 新横浜に参加して ! 
9 月 10 日(土)、11 日(日)の両日、新横浜

日産フィールド小机においてリレーフォ

ーライフジャパン in 新横浜へ参加しまし

た。このイベントは日本対がん協会主催

のイベントで、がんと闘う方々の勇気を

称え、がん患者や家族・友人・支援者が

共に交代で宵越しグラウンドを歩き続け

ることで地域一丸となってがんと闘う連

帯感を育み、がんで悩むことのない社会

を実現するために募金活動を行うチャリ

ティーイベントです 

 
今回、神奈川県臨床衛生検査技師会と

して初めてこのイベントに参加し、啓発

ブースを頂き臨床検査・臨床検査技師・

検査の大切さ等を参加者たちにアピール

してきました。 
晴天にも恵まれさまざまなバンドのラ

イブや消防隊の演奏、物語の朗読、夕方

にはゴスペルも響き渡り、日が沈むとフ

ィールドにはキャンドルが並べられ幻想

的な雰囲気でした。 
我々は宵越しというわけには行きませ

んでしたが、時間の許す限り一般の方々

と共にフィールドを歩き、またパンフレ

ット、リーフレット、「検査のはなし」

等の啓発物を渡しながらの活動となりま

した。次の日もみんなでリレーをしなが

らフィールドを歩きましたが、今回初め

ての参加であり勝手がわからない事ばか

りで、来年参加する時にはもう少しいろ

いろな企画をし、また長い時間歩けるよ

うにできたらいいなと思いました。 
【原  英雄】 

 
 

乳がん早期発見予防啓発

キャンペーン ～がんを知ろう～ ! 
山梨県臨床衛生検査技師会は 10月の乳

がん予防月間に併せて、乳がんに関する

正しい知識の普及を図るとともに、検診

の大切さを広く県民に知ってもらい早期

発見につなげることを目的に「乳がん早

期発見予防啓発キャンペーン～がんを知

ろう～」と題して 10 月 22 日(土)イオンモ

ール甲府昭和店 3 階イオンホール(今山梨

で一番集客力があるショッピングモール

2011年 3月オープン)にて啓発活動を開催

した。 
開催に先立ち地元広報誌の掲載や YBS

都道府県公益事業  投稿 ! 
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ラジオでの宣伝、ポスターやチラシを各

医療機関・県福祉課および商店街等に掲

示していただくようにした。 
 開催当日は、県福祉保健部や県事業団

の方々も参加し、ホール内に啓発パネル

や乳がんに関する統計データ等を掲示し

乳がんについての解説を行い、会場内に

テレビや PC を設置し乳がんについての

映像を流した。また、超音波研究班によ

るエコー検査機器の画像デモ、病理細胞

診研究班による顕微鏡での癌細胞の説明

を行った。 

 
乳房の模型を用いた自己検診法の習得

として保健師の実技指導を個々に相談に

のりながら実施した。 
来場者に対してはクイズをしながら終

了後に先着 100 組に乳がんキャンペーン

オリジナルクオカードを差し上げ、子供

たちにはヘリウムガス風船を手渡し 220
名ほど来場した。 
一般市民の方々に乳がんについて正し

い知識や自己検診・検診大切さについて

普及活動ができたと思う。また、啓発活

動から臨床検査技師および検査技師会へ

の認知度を向上することができた。今後

も社会的貢献と公益性をもつ継続的な事

業へと発展していく必要があると感じ

た。         【小川  賢二】 
 
 

がん予防啓発事業 ! 
 明日の京都づくり府民会議が開催する

元気作り事業として、府民の皆様が手軽

に健康づくりや環境美化などの活動にと

り組むきっかけになるようにと“～国民

文化祭 2011 直前体験～あす Kyo フェス

タ”が企画されました。 
京都府臨床検査技師会では京都府から

の参加要請にこたえ、このテーマに賛同

し京都府民の健康づくりのきっかけにな

ればと参加することになりました。 

 
イベントは平成 23年 9月 23日京都市勧

業会館(みやこメッセ)1 階第 2 展示場で開

催されました。ブースは“町・味・装い・

伝統・遊び”にわかれ開催され、京臨技

は町区分の中で健康をテーマに乳がん予

防啓発と健康チェック検査体験コーナー

として参加し、乳がん検診の重要性を啓

発するためリーフレットとピンクリボン

グッズを配布しながら参加府民へ乳がん

検診の重要性を説明しました。 
京臨技としては初参加の事業であった

ため、ブース参加者もどのくらいになる

のか予想もつきませんでしたが、約 650
名もの参加があり盛況のうちに終えるこ

とが出来ました。 
来場者は様々なステージやブースを楽

しみながら参加し、その一連で健康体験

するという流れがあり気軽に当会ブース

に立ち寄っていただき、がん予防啓蒙と

検査体験をしていただけたと思います。

京臨技では、今後も国民・府民の健康づ

くりの一翼が担えるよう積極的にこのよ

うなイベントに参加し、がん予防・エイ

ズ予防そして臨床検査そのものを知って

いただく活動を展開していきます。 
【山田 宣幸】 

 
 

乳がん予防啓発事業 ! 
10 月 9 日(日)に、共催事業としてピンク

リボン活動に参加しました。 
和歌山市の講演会場では、3 名の医師に

より「乳がんの診断」「乳がんの治療」

「乳がんの合併症―リンパの浮腫」につ

いてお話いただきました。 
また、田辺市において、医師からは「乳

がん検診―正しく知っていのちを守ろ

う」、地元出身の俳優・小西博之さんか

らは「生かされるいのち―がんを乗り越

えて」をテーマにご講演いただきました。 
会場受付に設けた、乳房模型触診体験

ブ―スに興味を示された方が多く、特に

講演会の休憩時間には、沢山の方が集ま

って来られました。 

 
来場者には、乳がん及び、子宮頸がん

の検診啓発冊子を配布しました。 
今年は、9 月の台風被害により、田辺市

では会場を変更しましたが、多くの方に、

連れもて来ていただきました。検診の大

切さ、いのちの尊さのよく分かる講演で、

ご参加いただいた方々と有意義な時間を

過ごすことが出来ました。 【須賀  洋】 
 
 
 
 
リレー･フォー･ライフ in 高知 ! 
高知県臨床検査技師会といたしまし

て、小倉高臨技会長を中心に平成 23 年 10
月 8 日(土)、9 日(日)に「リレー･フォー･ 

 
ライフ in 高知」に参加した。 

42 名の会員の参加者が横断幕、高臨技

の桃太郎旗を掲げ、24 時間を 1 時間交替

で数名でチームを作り「たすき」を中断

させることなく歩くことができた。 
また来場された皆様全員、ルミナリエ

が点灯した瞬間、まるで会場全体が一体

となった印象であった。 
今年も皆様のおかげで無事終了でき皆

のお顔には達成感が･･･参加された他チ

ームの方々や来場された方、他施設の技

師との語らいはとても良い経験となっ

た。全体では 1300 名の参加者で盛況でし

た。       【西森  美佐子】 
 
 
 
熊本市民健康フェスティバル ! 
平成元年から続いている熊本市民健康

フェスティバルに熊臨技の女性部会を中

心とした乳がん検診啓発活動コーナーが

設けられて、今年で 3 年目となります。 
 昨年より心電図・超音波・検尿・微生

物・病理組織・血管年齢・骨密度のコー

ナーと臨床検査技師が関わる検査がワン

フロアーにまとめられ、動きやすくなり、

また、臨床検査技師の仕事を世の中に PR
するのにとてもよい機会となりました。 
その中で一際目を引いていたのが乳がん

検診啓発活動のコーナーでした。 
可愛いピンクと赤のリボンで周りを飾

り、ピンクのジャンパーを着た美人???の
女性部会メンバーが、笑顔で活動をして

いたからです。 
 今年は全国大会のねんりんピックが熊

本で行われ健康フェスティバルと同時開

催となり、全体の入場者数は減りました

が、乳がん検診啓発コーナーの人数は増

えていました。 
特に若い女性や若いカップルが、乳が

んモデルで触診体験し自己検診方法を熱

心に聞かれている姿が印象的でした。 
「検診で早期発見が出来て良かった！」

と体験談を話さる方や、「知り合いのお

ばあちゃんが 80歳超えて乳がんで亡くな

られた」と情報をくださる方がいらして、

私達が勉強させてもらうことも度々でし

た。また、中国人ツアーの飛び入りもあ

り、中国人のドクターが乳がんモデルの

購入先や自己検診用の DVD に強い興味

を示され、中国語で質問された時は笑顔

で返すことしか出来ませんでしたが、中
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国にも啓蒙出来たと嬉しく思いました。

あとで通訳してもらいましたが･･･なか

なか国際的でした。 

 
年に 1 回の病院検診、月に 1 回の自己

検診を合言葉に、早期発見・早期診断・

早期治療が出来るようこれからも乳がん

検診啓発活動を続けていきたいと思って

います。乳がんで大事な命を落とすこと

がないよう祈りながら。【中潟  順子】 
 
 
 
 

リレーフォーライフ大分 2011 ! 
 今回、(社)大分県臨床検査技師会は、日

本対がん協会とリレーフォーライフ大分

実行委員会が主催する「リレーフォーラ

イフ大分 2011」に参加した。当会は今大

会で 3 回目の参加となる。 

 
このイベントは、がんの宣告を受けた

患者さんと共にグラウンドを 24時間タス

キを繋ぎながら歩き続けることによっ

て、がん患者の 24 時間に及ぶ病気との闘

いを体感し、支援しようというもので、

当技師会の他、各医療団体、病院、患者

団体など 62 チーム、延べ 5,000 人以上が

タスキを繋いだ。今大会は全国各地で開

かれたリレーフォーライフの中で も大

きな大会となった。 
私も 24 時間参加した中で、何人かのが

ん患者さんと話をした。その中で、がん

という病気が患者の人生に与える影響の

大きさ、その診断にかかわる我々の責任

の重大さを痛感した。 
臨床検査技師はがんを早期発見し、少

しでも多くの患者さんを救う役割を担っ

ている。そのためにも日々研鑚を重ね、

努力する必要があると改めて認識したイ

ベントであった。    【境 一】 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 23 年 11 月 17 日 
厚生労働省医政局長 殿 
 
一般社団法人日本臨床検査学教育協議会 
        理事長  三村  邦裕 
  社団法人日本臨床衛生検査技師会 
        会 長  髙田  鉃也 
 
臨床検査技師養成大学における臨地実習

教育の充実とそれに伴う承認・審査要件

の変更に関する要望書 
 
国民に質の高い医療を提供するために

は、医療従事者の資質向上が不可欠であ

ります。このような中、医療の進歩に伴

う臨床検査技術の高度化、チーム医療の

推進の観点から、医療現場における臨床

検査技師の役割は増大し、活躍の場も多

様化しております。 
臨床検査技師の資質向上が、安全で安

心な検査の実施、正確かつ緻密な検査結

果の提供に結びつくことは自明でありま

す。そのためには、臨床検査技師養成施

設での卒前教育においても、時代と医療

現場の現況に即した教育、とりわけ充実

した臨地実習の実施が必須であり、現場

で指導に当たる臨地実習指導者からも、

相応の実習時間の設定が必要である旨の

声が多く寄せられております。 
今般、臨床検査技師、臨床工学技士の

同時取得を目指す大学が認可されまし

た。これらの大学はカリキュラムの関係

から臨地実習を軽視し、審査基準 低限

の実習期間を設定しております。これに

対し、臨地実習受け入れ先からも危惧す

る要望書が当協議会に寄せられておりま

す(参考資料 No.1)。 
そこで日本臨床検査学教育協議会、日

本臨床工学技士教育施設協議会、日本臨

床衛生検査技師会、日本臨床工学技士会

の 4 団体は、医療技術者育成のためには

臨地実習が必要不可欠ということ含めた

声明を平成 23 年 4 月 4 日に社会に向け発

信致しました(参考資料 No.2)。 
つきましては、下記に示す内容について

要望致します。 
        記 
１． 厚生労働省における臨床検査技師国

家試験受験資格の審査基準に関わる

臨地実習期間の延長について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承認大学の承認要件(審査基準)は、臨床

検査技師等に関する法律施行令第十二条

第三号の規定に基づく生理機能的検査及

び採血に関する科目として、 
医用工学概論 
臨床検査総論 
臨床生理学 
臨床化学 
放射性同位元素検査技術 

の 5 科目、臨床検査技師等に関する法律

施行令第二条三号の規定に基づく衛生検

査に関する科目(衛生検査技師の登録資

格)、すなわち、医学概論、解剖学、生理

学、病理学、生化学、微生物学、医動物

学、情報科学概論、医用工学概論、検査

機器総論、臨床血液学、臨床免疫学の 12
科目ですが、衛生検査技師の登録資格に

は、備考として、「この実習時間(臨床血

液学と臨床免疫学の実習時間)の外に臨床

実習(臨地実習)を 1 単位以上行うこと」が

明文化されております(参考資料 No.3)。 
しかしながら、この備考の文言は、「臨

地実習は 1 単位で審査基準を満たす」と

曲げて解釈することが可能であります。 
このことを推察するに、この基準が設定

された (昭和 62 年 2 月 14 日法律施行令第

18 条第 3 号 2 の規定に基づき厚生労働大

臣が定める科目及び法律施行令第 18条第

3 号の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る生理学的検査及び採血に関する科目) 
当時は薬学部からの臨床検査技師国家試

験受験者も多く、臨床検査技師を養成す

る専門の機関は、専門学校が主でありま

した。大学は 7 校(琉球大学、北里大学、

杏林大学、麻布大学、藤田保健衛生大学、

東邦大学、女子栄養大学)であり、教育も

大学教育としての知識重視の教育が成さ

れ、十分な技術教育が成されていません

でした。 
しかしその後、時代の趨勢と受験生か

らの要請から、この数年の間に大学が増

加し、現在では 46 校の施設が大学教育を

行い、更に新設予定の大学もあります(参
考資料 No.4)。 

現在では大学教育といえども臨床検査

技師養成教育は技術教育の一つであり、

学内実習と伴に臨地実習が重要視されて

きています。とりわけ臨地実習は臨床検

査技術の学びの集大成と位置付けられる

ことから、その基礎となる講義および学

臨地実習教育の充実に関する要望書まとまる 
厚生労働省医政局長へ提出予定 

平成23年4月4日に、日本臨床検査学教育協議会(理事長：三村邦裕)、日本

臨床工学技士教育施設協議会(理事長： 嶋津秀昭)、日本臨床工学士会(会長：

川崎忠行)と4 団体で発した「臨床検査技師及び臨床工学士教育に関する声明」

(会報JAMT第17巻10号参照)に関連し、この度、当会と日本臨床検査学教育協

議会は、臨地実習教育の充実に関する要望書をまとめた。この要望書は、平

成23年11月17日(木)に厚生労働省医政局長へ提出する予定としている。 
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内実習カリキュラムの充実と質の向上も

不可欠となっております。 
専門職の一つである臨床検査技師養成

教育は学問体系に支えられた知識、理論

の学習と技術の習得によって成り立ちま

す。この技術の習得に実習は欠かせない

教育であり、なかでもヒトの生死に関わ

る医療専門職の実習に、臨地実習は重要

であります。 
 臨地実習の目的は、臨床検査技師が行

う実践の中に学生が自ら身を置き、学内

では体験できない高度医療機器や患者検

体の取扱いを学ぶとともに生理機能検査

や採血の現場を見学することにより患者

様自身を理解することにあります。 
またチーム医療を理解し、病院における

臨床検査技師の役割を習得すること。さ

らに院内安全対策や医療過誤防止のため

の病院の取り組みについても学習するこ

となどにあります。この学習過程で学生

は、学内で学んだ知識・技術・態度の統

合を図りつつ、臨床検査技術を習得する

こととなります。 
日本臨床衛生検査技師会では臨床検査

技師教育における臨地実習の重要性を鑑

み、『臨地実習ガイドライン 2010』を発

行する予定としています(参考資料 No.5)。 
その中に臨地実習の一般目標が設定さ

れております。それは、 
1．社会人として良識を身につけるととも

に、医療人としての倫理観を身につける。

2．臨床検査の現場に身を置き、臨床検査

技師として不可欠な臨床検査の基本的な

実践技術を習得する(技能)。 
3．提供する臨床検査情報の意義、精度管

理の必要性、そして検査研究の重要さを

認識するために、疾患への興味を持ち、

検査情報より病態解析のアプローチを身

につける(認知)。 
4．医学・医療の専門職そして医療チーム

の一員として積極的に取り組むために、

医療の中における臨床検査および臨床検

査技師の役割と責任を知り、医療人とし

ての自覚を持つ(情意)。 
とあります。どれも臨床検査技師が持た

ねばならない資質として必要なもので

す。 
また具体的には臨地実習の区分として 

生体検査 
・循環機能検査 
・呼吸機能検査 
・神経機能検査(脳波、筋電図) 
・感覚機能検査(平衡、聴覚) 
・画像検査(超音波検査、磁気共鳴(MR) 
熱画像、視覚 等) 

検体検査 
・病理検査(病理組織、細胞診、電子顕微 

鏡、病理解剖) 
・血液検査(末梢血、骨髄、染色体) 
・一般検査(沈渣、寄生虫) 
・化学検査 
・遺伝子検査 

・放射性同位元素検査 
・微生物検査 
・免疫検査(移植検査含む) 
・輸血検査 
検査総合管理 
・臨床検査及び検査室の運営・管理(検査 
情報、精度管理等を含む) 

・病院内施設(病棟、外来、診療科、薬剤 
部、病院施設管理課、医療情報管理、

病歴室、事務部等) 
・検査センター 
・ブランチラボ 
・医療地域情報センター 等 
があり、充実した内容を行うこととなっ

ております。このことからも臨地実習の

充実が望まれます。 
また厚生労働省健康政策局医事課長か

ら各臨床検査技師学校長宛送付された(平
成 12 年 4 月 17 日 医事発第 42 号)通知(臨
床検査技師国家試験改善報告書)では、臨

床検査技師国家試験についての基本的な

考え方として『臨床検査技師国家試験は、

臨床検査技師学校または養成所卒業者等

に対して、専門的技術者に求められるよ

うな高度なものではなく、卒前教育の目

標と内容を踏まえ実習等の具体的な内容

も重視し、検査業務全般を取り扱う技術

者として第一歩を踏み出すに足る基本的

な知識及び技能を的確に評価できるもの

でなくてはならない。』とあります(参考

資料 No.6)。 
国家試験受験の上からも臨地実習で学

んだ内容が評価されることが記さており

ます。 
これらの学習目標を実現するためには

現行の審査基準である、1 単位以上の臨床

実習では短く、教育目標を到達すること

は到底できない実習期間であります。 
現在、臨床検査技師学校養成所指定規則

による、指定学校での教育の臨地実習で

は７単位以上の履修が義務付けられてお

ります。 
また、「臨床検査技師養成所の指導要

領について」では、臨地実習の単位と時

間について、「臨地実習については、1 単

位を 45時間の実習をもって計算すること

とし、実習時間の 2/3 以上は医療機関にお

いて行うこと」となっております。１単

位 45 時間として計算すると 7 単位は 315
時間であり、そのうちの 2/3 を医療機関で

行うとするとその時間数は 210 時間とな

ります。１日の実習を 6 時間として計算

すると、210 時間は 35 日となり、1 週間の

実習を仮に 5 日間とすると７週間の病院

等での実習が必要となります。 
日本臨床検査学教育協議会では平成 22

年 12月に各養成大学について現在行って

いる臨地実習期間についてアンケート調

査を行いました。 
その結果、 短が 20 日、 長が 75 日、

30 日未満が 2 校、31～40 日が 9 校、41～
50 日が 15 校、51～60 日が 6 校、61 日以

上が 4 校でありました。また望ましい実

習期間を調査したところ 41 日から 50 日

が 12 校と も多い結果となりました(参
考資料 No.7)。 

このことから現在承認されている大学

においても 5 単位以上という基準を設定

されたとしても遺漏なく実施することが

可能と考えます。 
つきましては、審査基準にある備考覧

の、「この実習時間の外に臨床実習を 1
単位以上行うこと」を「この実習時間の

外に臨床実習を 5 単位以上行うこと」に

変更されることを要望いたします。 
以上 

 
 
 
 
1 医療安全管理者研修会 
＜大阪会場＞ 平成 24 年 1 月 15 日(日) 
2 臨地実習指導者教育研修会 
日程： 12 月 3 日(土)・4 日(日) 
3 輸血検査伝達・実技研修会 
中国地区   11 月 19 日(土)・20 日(日) 
◇都道府県・地区技師会主催 
認定心電検査技師 

1 三重県 平成 24 年 6 月 8 日(金)   
認定一般検査技師 
1 岩手県 平成 24 年 1 月 21 日(土)   
2 長崎県 平成 24 年 2 月 5 日(日) 
3 近畿地区 

平成 24 年 2 月 11 日(土)・12 日(日) 
 
⇒ 研修会情報は日臨技並びに各都道府

県技師会ホームページ参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＝編集室＝ 
本日、以下の内容のご意見をいただきまし

た。ご意見は匿名希望ですが、貴重なもの

として受け止めるため、ご意見を原文のま

ま添付します。そのため、今後は十分注意

して編集いたします。【TAKADA】 
--------------------------------------------------------
会長 殿 

最近の会報記事について意見を言います。

確かにホームページも一応充実したよう

だし会報も早くなった。 

しかし一口に言って、面白くない。更に言

えば、業界誌との整合性も薄いためどちら

が正しいか解からない。また検査技師に必

要な情報は基本的には本人が集めるもの

なはずである。我々上にたつものはそれな

りに部下を教育している。そのため今後は

必要なものに限定して会報を出していた

だくよう希望する。色どりは本当に必要で

すか。         匿名希望 

今後の研修会予定


