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横地常広 

P1 第２回乳房超音波技術講習会開催報告 

P2 平成28年度先駆的遺伝子染色体研修会「遺伝子検査の技術習得と染色体検査の理解」開催報告 

P3～P4 医療施設間の連携で創り上げる「臨床検査技師による病棟業務推進施設情報連絡会」 

P5～P6 病棟業務推進ミニシンポジウム企画 

P6 パスワードを忘れた方は申請をお早目に！ 
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 乳がん検診での有用性が指摘される超音波検査の精度管理が今後さらに重要になると判断し、NPO日本乳がん検診精度管理中央機

構（精中機構）と日本臨床衛生検査技師会の共催で講習会が開催されました。 

 健康増進法に基づき各市町村が実施している乳がん検診では現在、視触診とマンモグラフィ（乳房エックス線撮影装置）検査が

併用されています。しかし、高濃度乳腺が高頻度で出現する日本人はマンモグラフィで白く描出される腫瘍との判別が難しいとさ

れ、超音波検査併用の有用性が指摘されています。仮に今後、市町村乳がん検診に超音波検査が導入されれば、精度管理や検査ス

タッフが必要になります。こうした動きに呼応して精中機構は、2013年３月からこれまでのマンモグラフィに加えて、超音波検査

の精度管理を行うことを決定しました。機構内に超音波部門を設置し、技師・医師向けの講習会開催などが開始されています。 

 今回の講習会も２日間の日程で、精中機構のプログラムに沿って企画されました。今後の乳がん検診において、超音波技術の高

い臨床検査技師が増えれば活躍の場が広がり、認知度も向上し社会貢献できると考えられます。 

担当理事 山本幸治  

超音波検査による乳がん検診の精度向上を！ 

日臨技・精中機構共催乳房超音波技術講習会を開催して 

藤田保健衛生大学 刑部 恵介 
 

 NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構（精中機構）

と日本臨床衛生検査技師会の共催で平成28年９月18-19日

に愛知県豊明市にある藤田保健衛生大学にて第２回乳房

超音波技術講習会が開催されました。 

 本講習会の目的は“超音波併用乳がん検診の精度向

上”で、対象となるのは乳がん検診の超音波検査に従

事、もしくは従事予定、あるいは精密検査機関の乳房超

音波検査に従事している技師（臨床検査技師および診療

放射線技師）あるいは看護師です。本講習会は2012年度

までJABTS（日本乳腺甲状腺超音波診断会議、現在は日本

乳腺甲状腺超音波医学会に改称）が主催あるいは共催し

ていた乳房超音波講習会を引き継ぐものです。日臨技と

しては、精中機構との共催で平成28年３月５-６日に第１

回乳房超音波技術講習会（担当者：東邦大学医療セン

ター大森病院、三塚幸夫氏）が東京で開催されたのが始

まりです。 

 第２回を年内開催で行う方針で進める中、会場の日程

などにより９月開催で準備を開始しました。しかし、各

団体で行う乳房超音波技術講習会が８月（名古屋）、９

月（本講習会）、10月（東京）と３か月連続開催となっ

たため定員（48名）に達するか心配でしたが、それこそ

北は北海道、南は沖縄まで計101名（技師会会員82名、非

会員３名、診療放射線技師16名）の応募がありました。

受講者は日臨技会員を優先し、さらに精中機構の規定に

ある一定基準をクリアした会員の方としました。本講習

会の開催で大変なことは“講師選定”と“会場準備”で

した。講師選定に関しては、東名古屋病院の服部照香氏

のご尽力により、中部圏を中心に経験豊富な専門医６

名、認定の臨床検査技師６名に依頼することができまし

た。会場については平成28年４月に完成した藤田保健衛

生大学の生涯教育研修センター２号館の４階にある講義

室２部屋、アクティブラーニング室（個室５部屋）を使

用し、CBTに使用する講義室や個室を暗室にするだけで十

分に対応できました。  

 講習会は、２日開催で両日とも8:30にスタートし、１

日目は19:10まで、２日目は16:00までと濃度の濃い日程

でした。講習会の大枠は全体講義とグループ講習で構成

され、全体講習（乳腺疾患に関する基礎知識や用語な

ど）を中心に進み、１日目の午後からはグループ講習が

行われました。グループ講習では、参加者を１グループ

８名（比較的経験年数や症例数を揃えたグループ）に分

け、６項目をローテーションしながら進められました。

グループ講習では、ファントムを使用したものや自身が

撮像した画像について講師がチェックを行うといったも

のなど、描出のスキルのみならず記録として残す画像に

ついても学ぶことができるスタイルで行われました。そ

して、２日目の最後にはCBTによる画像試験が行われ、参

加者自身の技術および知識レベルなどが評価されまし

た。 

 私個人も様々な講習会などを企画することが多いので

すが、本講習会は日臨技の事務局の方に最も大変である

事務的処理を行って頂けたことは、講習会を進める上で

非常に助かりました。 

 今回、認定を行う“精中機構”とこの趣旨に賛同した

“日臨技”から本講習会開催の依頼を受け開催させて頂

きました。この講習会は乳腺の超音波検査の技術レベル

を保つ上で非常に役立つもので、これらにより臨床検査

技師が“国民の健康増進”に寄与することができると思

います。しかし、日臨技、精中機構それぞれの立場もあ

り相違する部分もあることから、２度の講習会をパイ

ロットケースとして、今後よりよい講習会になるように

調整し、各地区で開催できるようなればと願っておりま

す。 
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平成28年度先駆的遺伝子染色体研修会 

 平成28年10月15日（土）～16日（日）に長浜バイオ大学にて

第３回遺伝子・染色体研修会が開催されました。この研修会は

先駆的な取り組みが必要とされる検査において、検査知識や技

術を普及させるために実施しております。今回のテーマは「遺

伝子検査の技術習得と染色体検査の理解 ― 日々の疑問を皆で

解決しませんか ― 」と題し実施いたしました。これまで過去

２回の開催は座学にて行っておりましたが、今回は長浜バイオ

大学のご厚意で施設をお借りすることができましたので、長浜

バイオ大学との共催として実技を取り入れた実習を行いまし

た。 

 内容は、遺伝子検査の実習では「DNA抽出の実習」、「PCR実

験のコツとトラブルシュートのポイント」について行いまし

た。また、「インターネットを利用した遺伝子検査のための情

報検索技術」と題し、実際に個々にコンピュータを用いて遺伝

子の解析法について学びました。染色体検査については、染色

体検査技術について学び、さらに「カリオタイピング実習」と

して、核型分析でのGバンドパターンの特徴を学び核型分析の実

習を行いました。           

静岡県立静岡がんセンター  

阿部 将人 

 今回我々は、平成28年10月15日から２日間、遺伝子・染色

体研修会を受講したので報告いたします。 

【10月15日（土）】 

 「遺伝子検査を行うために大切なこと」では、臨床検査で

行われている遺伝子検査の実際の流れを、基本的な手技のポ

イントからトラブルシューティングまで丁寧に解説いただき

ました。 

 「DNAの抽出実習」では参加者が６班に分かれ、実際にDNA

抽出キットを使用して自身の細胞からDNA抽出を行いました。

各操作の原理等の説明を受け、遺伝子検査の基本となる部分

である質の良いDNAを抽出するためのポイントへの理解を深め

ました。 

 「PCR実験のコツとトラブルシュートのポイント」では、逆

転写済みcDNAを用いてテクニカルレプリケートを作製し、リ

アルタイムPCRを行い試薬分注の精度とポイントを確認しまし

た。遺伝子検査においてピペット操作は必須技能であるた

め、自身の操作がどれほどの誤差を生むのかという認識を得

られる貴重な機会でした。 

 「インターネットを利用した遺伝子検査のための情報検索

技術」では、次世代シークエンス解析データからSNP検索を行

いました。 

 「グループ討論」では、事前に参加者から集められた質問

を元に参加者での討論が行われました。各施設でのISOへの取

り組みや、遺伝子検査導入のポイントから、日々の検査にお

ける質問まで様々なことを話し合うことができました。 

【10月16日（日）】 

 「染色体検査技術について」では、染色体検査の基礎につ

いて講義を受け、その後に展開標本を用いたカリオタイピン

グの実習を行いました。染色体検査は自施設で行っていない

ため、大変貴重な経験となりました。 

 「造血器診療に細胞遺伝学的検査が果たす役割」では、染

色体検査の意義について基礎からわかりやすく解説いただき

ました。 

 自施設での手技・方法で検査を行ってきた私にとって、今

回のような実習を主体とした研修会は手技の基本を確認し、

知識を深める大変良い機会でありました。遺伝子・染色体検

奈良県立医科大学付属病院  

池嶋 拓弥  

 私は、７月６日に国立がん研究センターで行われた第21回染色

体遺伝子検査基礎技術セミナーに参加した際、この研修会のこと

を知りました。私はまだ検査技師２年目であり、今年の４月に遺

伝子検査担当になったばかりであることから、遺伝子・染色体検

査を基礎的なことから実習を含めて学ぶことができるこの研修会

に魅力を感じ参加しました。 

 遺伝子検査の講義では、遺伝子検査を行う際に大切なこと・気

を付けなければならないことについて学び、検査の精度を維持す

るために施設内でもそれぞれの技師がしっかりとした技術・知識

を習得し、手技を均一化することで検査の質を向上させるが重要

だと感じました。 

 次に核酸の抽出・PCR測定の実習については、日常業務で行って

いる手技を再確認することができました。グループ形式での実習

であったため、グループ内で協力することも多く、他の施設の参

加者と自然と会話することができ、和気あいあいと実習を進める

ことができました。さらに、各実習台で担当の講師の先生が実習

を見てくださっていたため、手技を確認していただくことがで

き、わからないことをその都度、聞くことができたのでとても分

かりやすく実習することができました。次世代シークエンス解析

の実習は、シークエンス解析が初めての私には難しく感じました

が、今後さらに遺伝子検査の知識をつけていくために貴重な経験

となりました。 

 最後に染色体検査の講義・カリオタイピングの実習ですが、私

の施設では染色体検査を外注しており、学生の頃の講義・実習以

来まったく経験がなかったのですが、実習の際に複数の講師の先

生方が見回って下さり細かく教えて下さったので、一つずつ特徴

を確認しながら染色体の並び替えをすることができました。 

 今回の研修会が初めての参加でしたが、次回以降も継続して参

加したいと思える濃い内容の研修会で、講義だけでなく実習をさ

せていただける研修会は他に少なく、実際に手を動かすことでさ

らに遺伝子・染色体検査への理解を深めることが出来ました。 

 参加者は、日頃から遺伝子や染色体検査を担当されている方

から、業務を担当されていない方まで幅広い方々に参加いただ

きました。また、遺伝子、染色体検査を実施されている方も、

専門は遺伝子、血液、病理、細菌検査など多岐にわたり、業務

内容も様々でしたので、遺伝子検査の需要も年々広範囲にわ

たってきていることを改めて実感いたしました。 

 今回の研修会は、実習を行ったこともあり、受講生同士が打

ち解けあい最初からコミュニケーションも良くとれ、互いに協

力しあいながら、皆さん熱心に研修に取り組んでいるという印

象を強く受けました。参加された方々からは「来年もぜひ実習

を取り入れた研修会を実施して欲しい」とか「とても楽しく勉

強できました」かと「たくさん知り合いができて良かった」な

ど数多くのご意見を頂きました。来年も受講者の声やアンケー

トからの要望、また、今回の反省点を整理して受講者のために

なるような研修会の開催を心がけていきたいと考えております

ので、ぜひ多くの皆様方に参加いただきたいと思います。  

実務委員 南木 融       

査標準化のためにも、今後ともこのような機会が増え、多くの人

が受講していくことが大事であると感じました。 
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「検査技師」から「臨床検査技師」へ ！ 日臨技の旗は次の進路へ 
病棟業務への参画を目指した日臨技の航海は、平成28年１月に発足された病棟業務推進施設連絡協議会を船頭とし、病棟業

務推進施設情報連絡会の加盟施設による乗組員とともに１年を迎えました。 

 会報JAMTでは、その記録を「運営報告」という形で４月より掲載し、情報の開示とともに船団の拡大を図ってきました。現在

は、762施設に加盟いただく大船団となっております。力強くこぎだした航海の軌跡と次の航路について今回ご紹介します。 

 事務局政策調査課 板橋 匠美  

運営報告11.15 

【なぜ今、臨床検査技師は業務拡大をする必要があるのか】 
 他職種の専門性を活かし、医師・看護師の負担軽減の議論から

チーム医療の必要性が叫ばれて久しい。国が積極的にチーム医療

を推進する契機となったのは平成16年度から開始された新臨床研

修制度の影響による医師不足、そして平成18年の診療報酬改定で

導入された７：１看護基準での看護師の奪い合いによる看護師不

足といった、医療の中心を担う職種の人材不足が顕在化したため

と考えられます。この状況を更に2025年問題とされる「少子高齢

化」が追い詰めました。当然、福祉に回せる予算に限りが有り、

介護に回す分だけ医療を減らすという短絡的な思考ではないかも

しれませんが、結果的には、増やす名目が有れば、減らす名目が

必要となります。その時に、「役に立っている職種」を減らす事

よりも、「役に立っていない職種」を減らす事の方が理に適って

います。 

 我々にとって死活問題となるのは、医療職種として、また他職

種の評価として、欠かせない“臨床検査技師”という職種に姿を

変えているか否かであると言えます。 
  

【なぜ、日臨技は病棟業務を選択したのか】 
 永らく「病棟」においての業務は医師、看護師が中心でした

が、近年チーム医療の名のもとに管理栄養士、薬剤師、リハビリ

関連職種などの様々なメディカルスタッフが業務範囲を拡大して

います。この状況に対し臨床検査技師の関わりは現在のところ極

めて希薄なものと言わざるをえない状況にあります。 

 臨床検査（検体検査）の工程は大きく分けて検査前工程、検査

工程、検査後工程の３フェーズに区分されますが、「病棟」にお

いての検査前工程並びに検査後工程については医師、看護師に依

存している部分が多いのではないでしょうか。また様々な装置の

開発によりPOCT等によるベッドサイド検査の導入も一部では進ん

できており、検査工程が『病棟』で実施される機会が増えること

も予想されます。 

 臨床検査技師の担うことができる様々な業務のある「病棟」に

は、臨床検査技師が活躍できる場面が多く想定され、日臨技は病

棟業務へと舵を切りました。 
 

【それまでの軌跡】 
 平成27年３月メディカルスタッフ業務推進ワーキンググループ

より、『病棟』『在宅医療』への関わりについての提言が日臨技

会長になされました。その後、病棟にて臨床検査技師が常駐化し

て業務実践をしている、かしま病院の取材協力を得ることで、病

棟における臨床検査技師関連業務の内容を大枠でとらえる事が出

来ました。日臨技はこれらの情報をもとに、聖隷横浜病院、聖隷

浜松病院のご協力により大規模および中規模施設における病棟業

務実検証を行なった結果、医師の指示のもと臨床検査技師が病棟

で実施可能な臨床検査業務は、１日当り約５時間にも及ぶことが

判明しました。 
 

【大海原への出航 】 
 日臨技はそれらの軌跡をもとに、大海原へ新たな航海を始めま

した。 

■その１：病棟業務推進施設情報連絡会 

～ネット上のグループウエアシステムの活用 

（情報交換や普及・啓発に向けての取り組み）～ 

 病院規模に応じた医療現場のニーズに対応すべく、だれでも簡

単に利用確認ができるタイムライン形式による情報共有をクラウ

実施項目問いかけによる結果 アンケートによる実施状況調査結果 

図１：各施設における病棟業務の実施状況 

臨床検査技師を病棟配置している施設 病棟へ業務拡大を行う際の１番の課題 

図２：病棟配置における経時的変化と課題 

ド型サービスで開始しました。日臨技は所属の立場も、場所も越

えて、全国の検査部門と直接的なつながりを持つことができ、リ

アルタイムの情報提供と収集が可能となりました。  

■その２：病棟業務推進講習会  

 ～臨床検査技師の新たな役割（2025年へのカウントダウン）～ 

 病棟業務への参画を目指すため、平成28年１月に病棟業務推進

施設連絡協議会の発足式とともに、武藤正樹先生（国際医療福祉

大学大学院）に医療福祉経営学分野の大学教授の立場から、また

内田明子先生（聖隷横浜病院）に総看護部長の立場から病棟にお

ける臨床検査技師に求めるものが示されました。  

■その３：病棟業務推進施設情報連絡会へのアンケート調査 

～現状把握と課題提起（加盟施設の状況調査）～ 

 今回の調査としては各施設へメールを使用したアンケートとサ

イボウズを利用したリアルタイムなアンケート調査の２種類を実

施しました。その中で、病棟において実施されている検査項目を

問いかけた内容に関して、メールでの調査結果は 95.8％

（N=158）の施設で「実施」との回答であるのに対し、サイボウ

ズを利用した調査結果は、病棟へ出向いて実施している業務項目

に顕著な差が認められました（図1）。普段行なっている業務内

容が、「病棟業務の一部」であることの認識がない可能性があ

り、実際には既に多くの施設が患者中心のチーム医療へシフトし

始めていると考えられる結果が得られました。 

 その一方、患者中心のチーム医療へ対応できる検査部門は確認

できたものの、多くは人員確保が困難という理由により病棟配置

への業務拡大が停滞していました（図2）。これは病院規模に関

係なく、日臨技としても真摯に受け止める必要のある課題です。

業務過多な状況に対し、先を見据えた職域の拡大を迫られる状況

下において、各検査部門内は自施設にみあった業務内容の整理ま

たは業務分担の見直しが必要ではないでしょうか。 
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■その４：臨床検査技師の病棟配置に関する調査事業 

～病棟業務推進情報連絡会加盟７施設による実施調査 

 （調査施設複数化による情報量の拡大） ～ 

 平成30年度の診療報酬改定を見据え、病棟業務の効果を示す

データを集めるため、平成28年６月より依頼各施設において実際

に臨床検査技師を病棟配置して検査の質、インシデント数、在院

日数、患者サービス、チーム医療推進などに与える効果の具体的

なデータ抽出を行うために実地検証を開始ました。全施設の調査

は平成29年３月末に完了し、その後に分析が開始されます。 
 

■その５：病棟業務推進ミニシンポジウム企画  
～各施設の取組み情報公開と共有  

（導入による課題と対策および他職種評価の把握）～ 

 平成28年９月に神戸で開催された第65回日本医学検査学会にお

いて、病棟業務関連についての一般演題を連ねたミニシンポジウ

ム企画が計画され、日臨技企画と合わせ総数39演題、２日間にわ

たる企画が開催されました。また、その後に北日本支部（４演

題）、九州支部（３演題）、関甲信支部・首都圏支部合同（４演

題）の情報が共有されました。11月以降では下記に掲載の中四国

支部（４演題）、中部圏支部（７演題）が予定されています。 

 各施設の検査部門がどのような経過で業務範囲の拡大を行って

きたか、また、業務範囲の拡大を行ううえでどのような課題があ

り、どのような対策を講じてきたのかを実例として情報共有し、

自施設の状況に置き換えた傾向と対策を検討できる場として、ご

活用ください。 

【押し寄せる荒波】 
 平成28年11月14日付けで厚生労働省は社会保障審議会福祉部会

の福祉人材確保専門委員会に、介護福祉士養成課程のカリキュラ

ムの見直しや介護分野の入門的研修の内容について方向性を示

し、大筋が了承されました。入門的研修については、介護保険制

度などの内容とともに認知症への基本的な理解、緊急時の対応方

法などを学ぶことができる内容にすべきとされています。 

 他の職種でも現場においてチーム医療などの業務連携が行われ

始めており、臨床検査技師も待ったなしの状況下におかれている

と考えられます。 

施設名 演者 演題名 
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院    
聖隷浜松病院 

直田 健太郎 
臨床検査技師の病棟業務に関する試みについ

て① 

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院    
聖隷浜松病院 

直田 健太郎 
臨床検査技師の病棟業務に関する試みについ

て② 

出雲医療生活協同組合 出雲市民病院 浜村 寛 病棟での検査物品管理業務について 

鳥取県済生会 境港総合病院 伊佐田 耕人 
臨床検査技師としての、病棟における糖尿病ケ

アへの取り組み 

社会医療法人千秋会 井野口病院 斉藤 香織 
当院における臨床検査技師の病棟業務に関す

る試み 

済生会広島病院 樫山 誠也 業務拡大に伴う人員補助コントロール 

平成28年度日臨技 中四国支部医学検査学会 
会期：平成28年11月26日（土）～27日（日） 

会場：高知市民文化プラザかるぽーと 

平成28年度日臨技 中部圏支部医学検査学会 

会期：平成28年12月10日（土）～11日（日） 

会場：ホテル金沢 

施設名 演者 演題名 

JA愛知厚生連足助病院 山田 幸司 
検査科看護部ワーキングから病棟検査技師活

動への試み 

公立南砺中央病院 水落 富士代 病棟における検体採取への業務拡大について 

医療法人医仁会 さくら総合病院 新井 一輝 
病棟における早朝採血結果の確認、報告につい

て 

特定医療法人社団勝木会                      
やわたメディカルセンター 

坂下 真紀子 病棟における検査備品管理について 

公立松任石川中央病院 小倉 敦子 
当院における臨床検査技師の病棟業務に関す

る試み 

安城更生病院 水口 和代 
当院における新生児センター専任技師の取り組

みと役割 

磐田市立総合病院 清水 憲雄 
当院での臨床検査技師による病棟採血実施の

経緯と現状について 

【次の航路】 
■日臨技医療政策企画 病棟業務課題解決実践講習会  

～病棟参画に関する日臨技の政策的対応 

（施設ごとの課題の対策と解決法の作成） ～ 

 先に述べたように、国の政策と同時に医療専門職や医療の在

り方も変化し、チーム医療の中で他職種をフォローし合うよう

になりました。多くの施設がすでに検査室外の業務に重点を置

き、施設内で臨床検査技師の価値を可視化させ、アピールを始

めたところです。この時に必ず付きまとう課題は下記の４つと

なります。 

 ・人材不足への対策 

 ・検査部スタッフの理解 

 ・施設側への説明と了承 

 ・拡大に見合った評価の獲得 

 日臨技は病棟参画におけるこれらを各施設に合った方法に置

き換えて、ともに解決する糸口を見つけるために平成29年２月

に関東・関西の２か所で日臨技医療政策企画講習会を展開する

運びとしました。 

 また、年度内には「病棟」という「大海原」がどのような場

であり、どのような職種が活躍しているか？さらには、生き抜

くために必要な具体的技術を伝えたのちに、身に付けるための

研修会“病棟業務に必要な能力開発研修会（仮）”の準備を進

めております。 
 

【旗の示す先】 
■病棟業務推進に向けた戦略的な展開と方向性（図3） 

 臨床検査技師は、医療の質の向上及び医療安全の確保の観点

から、病棟業務において積極的な活用が望まれることがこれま

での調査により結論づけられました。しかしながら、その費用

対効果を雇用側は認識できていない施設が存在することも事実

です。臨床検査部門のスタッフは内部での業務拡大の準備と同

時に、受け入れ側へのアピールも必須と感じていただく必要が

あります。 

 これまでの臨床検査技師は検査データだけで、患者や他職種

側と対話をする場面が圧倒的に多かった面があります。2025年

問題を国とともに考え、医療人として患者、他職種に認知され

ることが求められています。 

 日臨技が目指す「病棟業務への参画」は、患者に直接的な医

療を提供するために検査データに基づき、患者の側で他職種と

協働するためのものであり、名前通りの“臨床検査技師”の確

立を到達点としています。もちろん早い段階での保険収載を目

指す取組みも同時に行なっておりますが、保険点数は現状の取

組み状況から議論され、必要と判断されたものに行われます。

10や20の施設で行われている取組みに対して付加されることは

“特別”と捉えられ受け入れが困難であり、100以上の施設で行

われていることでは“区別”として捉えられ受け入れやすくな

ります。 

 以上のように、多くのご施設に一つでも多くの取り組みを推

進していただけることを日臨技としては強く望んでおります。 

（図3） 
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全国学会・各支部学会で企画されている病棟業務推進ミニシンポジウムの座長推薦演題を紹介していきます。 

今回は第65回日本医学検査学会での３演題を紹介します。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑮～ 
  
 

「当院における臨床検査技師の 

業務拡大への取り組み」  

演者 尾茂 麻衣子  （医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院 ） 

座長 山口浩司、並木薫       

座長推薦理由：本発表は、検査室４名という体制ながら多様

なチーム医療を積極的に実践している報告である。演者の施設は

従来から実施している入外採血や内視鏡業務などに加え、27年４

月より鼻腔咽頭や肛門からの検体採取を開始し業務拡大した。そ

れら臨床検査技師の取組みが医療の質向上に寄与すると伴に院内

や患者の評価をいただいた事例として紹介したく推薦する。 

 近年、チーム医療としての臨床検査技師の役割、業務

拡大が求められ、当院でも様々な方法で実践している。

今回、当院における業務拡大、チーム医療への積極的参

加の効果と今後の課題について報告する。 

【当院概要】 

 脳神経外科を主体とする病床数110床（急性期68床、回

復期42床）の地域中核病院である。技師数は常勤４名

（平均年齢：25.4歳）。業務内容は検体採取（採血、イ

ンフルエンザ、直腸便）、検体検査、生理検査、内視鏡

検査、輸血業務、グラム染色である。 

【業務拡大の取り組み】 

 当院では、平成２年より技師による内視鏡業務、平成

13年からは全患者採血業務を開始し、看護師のマンパ

ワー不足に協力してきた。その他、NST、ICTへも参加し

積極的にチーム医療に関わっている。平成23年からは臨

床検査科責任医師が配置となったことで、輸血療法委員

会、臨床検査適正化部会を立ち上げることができ、これ

まで以上に円滑な検査室運営が可能となった。 

【当院の特徴】 

①病院の方針として、チーム医療への積極的参加が求め

られているため、業務拡大の提案が受け入れられやす

い。 

②検査科主体の委員会を通じて、多職種との意見交換が

可能となり、ニーズに応えた検査室運営ができる。 

③看護部の業務負担軽減のため、検査科への需要が高い

ため、検体採取業務を請負うことで、看護業務に専念可

能となった。また、いざという時の協力体制が得られて

いるため、技師も負担に感じすぎることなく業務するこ

とが可能。 

 これらの特徴から、平成27年検体採取業務が業務範囲

に含まれた際も全員病院負担にて講習会に参加でき、同

４月よりインフルエンザ、直腸便採取が技師の業務と

なった。 

【業務拡大の効果】 

①時間短縮：看護師に依頼すると時間がかかっていた採

取業務も、技師が担うことで依頼から結果報告までの時

間が約半分に短縮できた。 

②コスト削減：看護師の誤使用により廃棄していたキッ

ト類の無駄が０となった。 

③コミュニケーション：病棟に出向することで、患者情

報を看護師から得られやすくなり、円滑な検査、危機管

理が可能に。また、多職種のみならず、患者とのコミュ

ニケーションが取りやすくなった。 

【まとめ】 

 技師が検体採取業務をすることは、看護師の負担軽減

に繋がるだけではなく、結果報告までの時間短縮、コス

ト削減、コミュニケーションの向上など、検査科でもメ

リットがある。技師が検査室の中だけで活動する時代は

終わろうとしている。これからは技師として何ができる

のかを考え、行動に移さなければ、チーム医療からはど

んどん置いていかれてしまうだろう。病院のニーズ、他

職種のニーズに応えることができるよう、コミュニケー

ションを密にし、業務拡大をしていく必要があると考え

る。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑯～ 
  
 

「新・検体採取による業務拡大への取り組み」   

演者 野村 俊郎   （ 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 ） 

座長 山口浩司、並木薫         

座長推薦理由：亀田総合病院は既に救急外来に検査技師を

派遣している。今回は新たな検体採取を行うべく業務拡大を進め

た内容である。先駆的な活動をしている施設として、活動内容を

紹介したく推薦する。 

【はじめに】 

 当院は千葉県の南部に位置し救命救急センター、総合

周産期母子医療センター、基幹災害医療センターの指定

を受け地域の基幹病院として機能している。病棟業務と

して、診療支援チームという部署を設け臨床検査技師を

６名配属し救命救急センター・集中治療室・循環器病

棟・血液腫瘍内科にそれぞれ臨床検査技師が１名ないし

２名を常駐している。 

【背景】 

 当検査室では、2010年より救命救急センターでチーム

医療を行っている。救急医療の最前線で医師・看護師と

共に業務を行う中で検体採取について様々な問題点の洗

い出しが可能になった。たとえば、検体量不足・検体の

凝固・溶血による採血取り直し、血液培養のコンタミン

などがあり、そこに臨床検査技師が介入する事で、再採

血の軽減・血液培養コンタミン率の低下など実績を上げ

てきた。この経験を踏まえPOCTとして広く行われている

迅速診断キットを用いた検査について介入をした。 

【検体採取の問題点】 

 医師・看護師からの検査についての問合せ、あるいは

臨床検査技師が現場で確認をした問題点は、 

①検査プレートに検体が展開していかない。 

②判定ラインが本来出る場所ではない所に出る。 

③再度判定したら結果の相違がみられた。  

④検体採取部位が鼻腔咽頭でなく鼻前庭であった。 

⑤判定時間が遵守されていない。 

⑥検査キットに付属している陽性コントロール用の綿棒

を使用し検査を実施した。 

⑦検査終了後、検査キットおよび検体の放置。 

（次ページへ続く） 
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など、様々な問題点が見られた。 

【業務拡大への取り組み】 

①救命救急センターでトリアージ看護師と共に医師診察

前にインフルエンザの検査を実施し診察時間の短縮。 

②ICNと共に入院予定患者さまのインフルエンザ持ち込み

予防のための検査実施。 

③季節性インフルエンザによる医療関連性感染症予防の

ためのオンコール体制で病棟検査を実施。 

などの検体採取から結果判定まで臨床検査技師が介入し

TAT短縮・医療関連感染症予防の業務拡大を行っている。 

【今後の展開】 

 「新・検体採取業務」を積極的に取り入れていく事

は、業務拡大に有用な手段である事は実証された。ま

た、病棟検査技師として臨床の現場で業務する事は多職

種からの見方にも変化があり、臨床検査技師の地位の向

上および医療の質の向上と医療の安全性にも繋がる。今

後、さらに診療支援業務を拡大して更なる法改正に繋が

る業務を模索し将来の臨床検査技師に希望がもてる病棟

業務に取り組んでいきたい。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑰～ 
  
 

「病棟検査技師導入に向けての取り組み」    

演者 原 誠則  （ 社会医療法人壮幸会 行田総合病院  ） 

座長 山口浩司、並木薫         

座長推薦理由：500床を有する施設にもかかわらず、臨床検査

技師の職員は20名程度と少ない。それでも臨床検査技師が新たに

進む道の検体採取・検査説明、そして業務認証や病棟業務を取り

入れようと努力し、３名の技師を確保した。既に次年度には数名

の増員が決まっているとのこと、人員が足りないから新たな取り

組みが出来ないと踏み出せない施設が多い中一歩を踏み出した施

設として推薦する。 

【はじめに】 

 当院は埼玉県北部の行田市にある地域中核病院とし

て機能している504床の個人病院であり、職員数は755名

に対して臨床検査技師は20名である。今回病棟業務に携

わっていけるよう、新規に職員を４名採用し、病棟業務

を試験的に配属させることが出来るよう活動を始めたの

で、その経過と取り組みについて報告する。 

【現在の取り組み】 

 現在、当院の検査科は病理検査部門、検体検査部門、

生理検査部門が別部門として運用している。病棟業務と

しても検体回収以外は携わっていない。 

 そこで、各部門長間にて病棟業務に臨床検査技師を輩

出するための協議を行い、まず全ての技師が厚生労働省

における検体採取研修会に参加させるために上層部への

交渉を行った。その際に、新入職員採用の為の増収計画

書、病棟検査業務の精度向上、看護師のサポート業務等

を提案書としてあげた。そして、現時点で新入職員以外

の技師が研修会を修了した。検体採取業務の運用を速や

かに開始するために、上層部として院長、副院長、管理

局長、内科部長、消化器内科部長、検査科担当医師、各

科の課長の構成で臨床検査適正化委員会を運営、その中

で協議事項として提案し、運用を開始することとなっ

た。最初の段階で開始した内容としては、病棟業務では

ないが、病院外来で日祭日において主にインフルエンザ

検査の運用を開始し、全ての技師が対応できるように勤

務分担を行った。それに加え別部門として運用していた

検査室であったが、2016年４月より部門統合されること

となり、１つの部署となった。それをきっかけに、検体

採取業務においても生理検査室所属の技師と検体検査室

所属の技師の２名体制に変更、運用を再開した。その場

で採取し検査を実施しているため、迅速な結果報告もで

き、メッセンジャーや看護師に検体搬送をしていただい

ていた業務も削減することが出来た事により、看護師か

らは好評であった。 

【今後の取り組み】 

 臨床医および、看護部門への信頼を得るため、緊急検

査士の資格を取得した４年以上の技師から、試験的に10

病棟あるうちの１病棟を選定した。今後は業務を開始す

る予定で活動を行っていく。 

更に臨床検査適正化委員会内で上層部と協議し、検体

採取、採血、検査前後の説明等の取り組みを強化し、技

量の備わった技師を輩出していきたいと考えている。 

（編集後記） 最近「イ・サン」という韓国ドラマを見た。朝鮮王朝を描いたドラマで、社会の弊害の改革に取り

組む王の姿を描く歴史作である。友情あり、ロマンスあり人間関係ありと中々勉強になることが多かった。その中で

気づいたことは、周りから信頼や尊敬され実績を上げる人は失敗を自分のせいにする傾向があり、逆にやる気がない

人や結果が出せない人は他人のせいにする傾向が強いと感じた。自省は次に何をすればいいのかを考えるきっかけに

もなると思う。全77話もあり、相当な時間を費やしてしまったため、するべきことが後回しになってしまった。これ

をドラマが長編すぎるせいにしている自分は成長しない部類に入りそうだ。              【中井】 
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