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P1 全国「検査と健康展」in奈良（中央会場）
P2～P4 「地域ニューリーダー育成研修会」開催報告
P4～P5 業務拡大への取り組み３回 病棟業務の取り組み９
P6～P8 病棟業務推進ミニシンポジウム企画
P8 日臨技医療政策企画 病棟業務課題解決実践講習会関東・関西２会場で開催！
「在宅医療チームのための臨床検査」出版記念講演会開催！
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平成28年度日臨技主催全国「検査と健康展」の本年度
中央会場として、一般社団法人奈良県臨床検査技師会(以
下奈臨技)が担当し、平成28年11月12日(土)、なら100年
会館において開催しました。
本年は中央会場ということもあって、目標来場者を
1,000名としました。行政機関や赤十字血液センターへの
協力要請、町内会などへの案内チラシの折り込みなど、
奈臨技の総力を結集して準備を整えました。その結果、
当日は天候にも恵まれ、奈臨技関連のイベントとしても
史上最高となる、1,200名を大きく越える入場者数を記録
しました。
毎年我々渉外部は公開講演会を企画開催しており、県
民の皆様に広く疾患についての啓蒙を行うことで健康維
持・予防に役立てていただくことを目的としています。
しかし今年度は例年の公開講演会とは異なり、日臨技と
の共催となる全国「検査と健康展」なので、これに伴い
最大規模の検査展となり講演会自体も２本立てとなりま
した。
一つ目の講演会は「がんと遺伝子検
査」と題し、三重大学名誉教授であり日
本臨床検査専門医会会長でもある登勉先
生にご講演いただきました。登先生は天
理よろづ相談所病院の中村文彦先生、東
京女子医科大学の佐藤麻子先生とご一緒
に専門医会の検査相談ブースで時間ぎり
ぎりまで来場者の皆様の相談にのって下
登 勉先生
さいました。
二つ目の講演会は株式会社タニタ
ヘルスリンクの管理栄養士金華蓮先
生 の 担 当 さ れ る「タ ニ タ 健 康 セ ミ
ナー ～タニタ食堂に学ぶ500kcalま
んぷく定食のコツ～」でした。こち
らについても体重や体脂肪を気にさ
れている幅広い年代の方がご来場く
ださいました。
がんや生活習慣病は現代社会にお
いて、誰もがかかる可能性がありま
す。県民の皆様の多くが興味を持た
れておりますので重要な課題と考
金 華蓮先生
え、テーマとしました。

検査体験コーナー
は大盛況で各検査
コーナーに長い行
列ができていまし
た。

熊本地震の際に行
われたエコノミー
クラス症候群予防
のための下肢静脈
エコーも体験コー
ナーに設置されま
した。
検査展も同時開催しましたが、検査展の時間や項目数
も例年の公開講演会の倍以上で対応させていただき、熊
本地震の活動報告展示や、初の外部参加として奈良市や
業者様の展示ブースを配置、さらに南駐車場では赤十字
血液センターのご協力で献血イベントも開催いたしまし
た。検査コーナーでは、自己血糖、体脂肪、末梢血管モ
ニタリング、血圧測定、骨密度、脳年齢、血管年齢、下
肢静脈エコー、パルスオキシメーター、唾液によるスト
レスチェックを行いました。
しかし許容限界を大きく越える入場者数により準備委
員が対応できず、消耗品や実務委員の不足が発生した
り、参画団体も多すぎて全団体から出される要望に完全
には応えることができなかったりするなどの細かい事案
も発生しました。人員や機材を増やすなど今後のイベン
トの参考にさせていただきます。
最後に、大きなトラブルもなく無事に終了できたこと
は、奈良県臨床検査技師会ならびに機材をご提供してい
ただいた熊本県臨床検査技師会、広報の面でご協力いた
だいた大阪府臨床検査技師会の皆様のおかげであり、宮
島会長をはじめとする日臨技役員の皆様にもこの場をお
借りして深く御礼申し上げます。
準備委員長 髙木 豊雅
（奈良県臨床検査技師会 渉外部長）
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今年で３年目になる「地域ニューリーダー育成研修会」を
平成28年11月５日の午後から７日にかけて晴海グランドホテ
ルにて開催しました。この研修は、日臨技及び都道府県技師
会の組織活性化及び組織強化事業の一環として、都道府県技
師会の将来を担う幹部候補生を想定し、次世代の人材育成を
目的に実施しています。各都道府県技師会から推薦された会
員37名平均年齢42歳が受講し、今年は、島村克哉日臨技事務
代 行 を 講 師 に「オ フ サ イ ト ミ ー テ ィ ン グ」、ス テ ッ プ 表
（MTS：創造性目標達成システム）により各メンバーから提出
された課題をもとに全員参加型のグループワークを行いまし
た。グループは７チームに分かれ、オフサイトミーティング
では各自の問題に対しメンバーがそれぞれ質問する形式で進
められ、活発な意見交換が行われていました。研修会最後の日には、各グループで選んだ１テーマ、合計７テーマの
発表を行い終了しました。全員集合の写真を見ていただけるとわかりますが、みなさんこれからの技師会を担うリー
ダーの顔になっていると思いませんか。メンバーの多くの感想の中に、３日間とはいえ全国から集まった方々と一緒
に行動し考えることができ、担当する部門や、役職は違えど研修会を通してひとつの方向に向かうことができたとあ
りました。グループで作成したステップ表や皆さんの感想から、今回の企画が技師会の組織活性化や強化に向け実り
のある研修会であったと思います。参加のみなさんお疲れ様でした。
副会長 椙山 広美

進行サポーターとして
今回の研修は第１回で採用されたMTSに、新たにオフサ
イトミーティングを加え、２泊３日コースとして進行サ
ポーターを担当しました。
この２つは私が企業在籍経験で体験活用してきたマネジ
メント手法であること、日臨技事務に関わってきたこと
で技師に関わる問題を承知していることから、ご依頼が
あったものと思われます。
あくまで研修参加者全員が「主演者」であり、それを
支える進行サポーターに徹した点が通常の研修会講師と
異なります。
変革期のリーダー候補として全国から集まった参加者
の「問題意識」を掘り起こし、それを見つめることで
「これからどうするか」を考えていただきました。各自
が持ち寄った問題は技師、技師会、職場などに関わる多
彩なもので、極力共通した問題区分でグループを編成し
ました。研修会参加前には「問題解決はかなり難しい」
とする方が半数いらっしゃいましたが、終了時には「な
んとかなる」「なんとかする」という思考整理が進んだ
という印象があります。「悪いあの人」または「かわい
そうな私」という他責発想になりがちなところに気づ
き、＜他人は容易に変わってくれないが、それを待つの
ではなく、自分は変わることができる＞という理解が問
題の解決につながります。また、そうした問題解決手法
だけでなく、第１回から共通していえるのは、＜ともに
悩む全国の仲間を発見できた＞という点が、この研修会
の核心部分であるとも思われます。
大変とは「大きな変化」のことでしかなく、取り組む
意欲があれば仲間が生まれ、問題の解決につながるとい
う点をお伝えできたとすれば幸いに存じます。
事務局事務代行 島村 克哉
受講者の中から各グループ１名ずつ感想を寄せて
いただきましたので、ご紹介いたします。

問題意識を高める
渡辺病院 阿部 洋子（グループA）
「楽しかった！」と言うのがこの研修会の
何よりの感想です。３日間、宮島会長を始め
技師会の先生方、各都道府県からの参加の先
生方。本当に楽しく充実した研修会と交流会でした。
１日目の宮島会長の御講話。「リーダーとは。20年後
の検査技師はどうなってるか」を問われ、私は戸惑いま
した。理想のリーダー像は思い描くことはできても、20
年後の技師の姿が浮かびませんでした。人工知能、オー
トメーション化。確かにスイッチを押すだけの技師は要
らない。「じゃあ！何をどうしたらいいのか。」あらゆ
る分野で問題とすべきことはたくさんあります。実際、
全国からそれぞれが問題としていることを持ち込みまし
た。37人いれば37通りの問題です。
２日目、３日目にこのそれぞれの問題についてグルー
プで話し合い、達成までのステップを考えました。かな
り難しいと思っていた問題も達成イメージまで導くこと
ができました。すごい！
問題解決のステップをご指導して下さいました島村講
師。我が「ストレス一日決算主義チーム」の先生方。夜
の研修会の先生方。そして同室で夜中まで語り合った先
生。「皆様がいたから楽しく研修会を終えることができ
た」「皆様と一緒だったから問題と向き合うことができ
た」と思っています。
またの機会に皆様にお会いできることを楽しみにして
います。

グループメンバー
へのそれぞれの思
いを研修会で使用
した黄色のウチワ
に寄せ書きとして
残しました
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実践し生かしていくことが参加した意義
栃木県南那須地区広域行政事務組合立
那須南病院 篠江秀典（グループB）
私 たちの Bグルー プは長 崎、福 岡、山口、静
岡、茨城、栃木のメンバー構成でした。それ
ぞれが考えていた問題点は、どうすれば多くの会員に技師
会活動に興味を持ってもらえるか、勉強会に参加をしても
らえるか、研究班や理事など運営側をやってもらえるか、
情報を伝えられるかなど技師会を活発に運営していくため
にはどうすればよいか考えている人の集まりでした。
生まれも、育ちも、バ
ラバラですが、同じ職種
なので考えていることは
やはり共通しているのだ
なと感じました。みんな
で話し合いながらオフサ
イトミーテイングを行っ
たり、ステップアップ表
を作成したり多くの事を
学びました。今回の研修
各々のステップアップ表を
会で習得したことを今後
グループ内で発表
の技師会活動で実践し生
かしていけたらこの研修会に参加した意義があると思いま
す。
最後 になりま すが、宮 島会長を はじめ講 師、スタッ
フ、受講者の方々には大変お世話になりました。心より感
謝を申し上げます。
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気楽にまじめな話をすること
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

石本 倫子（グループD）
現在、当センターでは他職種も関連するよ
うな運用方法の変更や後輩育成など、他者と
の対話を要する業務が増してきている。元々話すことが
苦手な上、業務中は緊張も加わり説明順序がチグハグ、
もちろん相手に伝わらず…。このままではいけないとい
う認識はあるものの解決策が見出せず、自分の環境変化
に対応できずにいた。
今回の研修に参加させて頂き、これまで答えばかりを
追い求めて過程をじっくり話せていなかったことに気づ
いた。自分に足りなかったこと、今後やるべきことは
“コミュニケーションのとり方”だったのだ。
今 後、臨 床 検 査 技
師 を 取 り巻 く 環境 が
変 化 す る中 で 同職 種
間 は も ち ろ ん、他 職
種 と 話 し合 い をす る
機 会 は 確実 に 増え て
い く と 思 わ れ る。気
楽 に ま じめ な 話を す
る こ と、問 題 に 取 り
交流会では当会役員も参加し
組む際の考え方を話
意見・情報交換がなされました
す こ と、常 に 心 が け
て今回出会えた素晴らしい仲間や尊敬する先輩方のよう
な技師を目指していく。

臨床検査技師の資質の向上に貢献したい
自分の中での変化を感じた
前橋赤十字病院 立澤 春樹（グループC）
宮 島 会 長 の“喝”か ら 始 ま っ た こ の 研 修
会。サポーター（講師）の島村さんが言った
“何かが起こりそう”は本当でした。
我々Cグループはコミュニケーション、教育、検体検
査の重要性・専門性、検査室運営、技師連盟加入に関し
ての問題を話し合いました。魅力がないのか、個人差が
ある、自分達の理解不足、ローテーションが早い、ルー
チンに追われている、離島…等々、皆問題解決はかなり
難しいと考えていましたが、オフサイトミーティングを
行い、悩みを共有し、解決に向けて内容を考えることが
できました。
グループ内テーマを
『みんな仲良く何でも言
い合える検査室』とし、
STEP表を作成しました。
天の声を得て不足を補
い、ブラッシュアップし
問題解決へのプロセスが
明確な形となりました。
形として成果を出せたの
問題点と議論の内容をまとめた も、皆の能力を集結した
組織力によるものだと思
ホワイトボード
います。
今回の研修で目標達成ツール、リーダーとしての在り
方を学び、自分の中での変化を感じました。
末筆ではありますが、関係者の皆様、同志の皆様に深
く感謝申し上げます。

JA三重厚生連 松阪中央総合病院
信太 俊範（グループE）
平 成 28 年 11 月 5 日 か ら 7 日 の 3 日 間、地 域
ニューリーダー研修会に三重県代表として参加
させて頂きました。研修会は連日夜遅くまで講義や討論が
行われ、宮島参議院議員（日臨技会長）、副会長の方々、
執行理事の方々より社会情勢、ニューリーダーの資質、日
臨技の組織と活動についての講義、またグループワークで
は、各グループ（５～６名）に分かれオフサイトミーティ
ング（*1）、MTS（*2）で目標達成のための手法について
学びました。
私のグループでは、メンバーに病院の技師だけでなく大
学講師がいたことで、就職した技師の卒後臨床指導しか携
わってない私にとって、“良き医療人”としての臨床検査
技師を育成する卒前教育の苦労、問題が良く理解でき、そ
の重要性を改めて感じ、考えさせられました。また、夜に
なっても皆さんの熱い志は冷めることなく、深夜まで延々
と各県の技師や日臨技の役員の方々と意見交換をしまし
た。今回の研修会を通じ、ニューリーダーとしての自覚や
問題解決方法の習得だけでなく、全国から集まったニュー
リーダーの力を頂き、病棟検査技師・検査説明・検体採取
だけでなく卒前卒後教育とこれからの臨床検査技師の資質
の向上（臨床検査技師の見える化）に貢献していきたいと
考えます。
日臨技会長、副会長、執行理事、事務局、三臨技会長
他、ご指導・ご協力して頂きました皆様に感謝致します。
＊1 気楽にまじめな話をすることで、コミュニケーションの改善、 チーム力向
上、対話習慣の醸成、主体性の喚起を目的とする。
＊2 Management by Target Setting：目標、行動方法等を1枚の用紙にまとめ
たステップ表を用いることにより、目標設定を通じた管理ができる手法。
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新たな気持ちで向き合うことができそう

５年、10年先も必要とされるためのアプローチ
順天堂大学医学部附属 練馬病院
中村 香代子（グループF）
11月５日、天気にも恵まれ研修が始まりまし
た。宮島会長講演「未来を担うリーダーとは」
では、これから求められる検査技師像、優れたリーダー
になるための心得を聴講しました。「感覚の通用性がな
いと生き残れない、操作員は不要！」という言葉が特に
印象に残り、５年、10年先にも必要とされる臨床検査技
師となるためにどうアプローチすれば良いかと改めて考
えました。研修の目玉であるオフサイトミーティング、
MTSステップ表作成について、講師の島村さんからご講演
いただきました。私たちFチーム「ライオンになれないわ
たしたち」は人材育成について話し合い「みんな同じ悩
み」と安心しました。また、21時まで作成したステップ
表は必ず職場で生かしたいと思っています。
研修だけでなく、初めて会う人達と夜中まで語り合う
ことができ、情報交換もできました。企画していただい
た日臨技の皆様、講師の島村さんに感謝申し上げます。
「勝どき会３期生」同窓会？できたらと思っています。
ありがとうございました。

オフサイト
ミーティングの様子

平成28年12月1日号

大分大学医学部附属病院
森 絵莉子（グループG）
今回、第３回地域ニューリーダー育成研修会
に、大分県代表として参加しました。私は対象
年齢に達していなかったのですが、県技師会の方から推
薦してもらえたのでチャンスを生かすべく参加させてい
ただきました。参加前は研修についていけるか不安で仕
方なかったですが、実際参加してみると心配ありません
でした。
研修内容は、事前に提出した自分自身の考える問題意
識に対しオフサイトミーティングを行い、その中で出て
きた解決策を用いてSTEP表を完成させるという流れでし
た。グループメンバーの問題は自分の施設でも考えられ
るものだったり、「そんな人いるいる！」と思えるもの
だったり…。終わった後には不思議とすっきりした気持
ちになり、新たな気持ちで向き合うことができそうな気
がしました。
私のグループはグループ名をチームGャスミン(２日目
に偶然にもみんなジャスミンティーを飲んでいたことと
Gグループにかけて)とし、産休育休への対策を代表問題
として考えていきました。デリケートな問題ですが、
様々な立場の意見を盛り込むことで解決策の１つが表れ
てきたのではないかと思います。
３日間、長いようであっという間の研修でした。よく
学び、よく喋り、よく飲んだ３日間でした。全国各地の
方と知り合うことはなかなか無いので、いい経験になり
ま し た。今 後、学 ん だ こ と を 生 か し、「理 想 の リ ー
ダー」となっていけるよう努力したいと思います。

第３回
各分野の職域拡大に関する日臨技の取り組みをシリーズでご紹介します。

■

病棟業務の取り組み９

病棟業務導入の取り組みを開始した施設や既に実践している施設の事例を収集し、導入までの経過、実際の運用などについ
てシリーズで紹介しています。
第９回目は、検査室人数が少ないながらも多職種へのアピールを行ない、皮膚からの検体採取を業務追加することで、検査
部門の評価を高めている事例です。具体的な検査報告を行なうまでの流れを施設例として紹介します。
事務局政策調査課 板橋匠美

【施設名】
特定医療法人北仁会 石橋病院
【病院概要】
当院は北海道小樽市にある精神科を主とする384床、７病棟か
らなる個人病院である。標榜診療科数は心療内科、神経科、精
神科、内科、歯科の５診療科で、このうち内科、歯科は他の診
療科を受診している患者を対象としている。１日平均外来患者
数は110名ほど、一般病院と比較し入院期間が長い方が多く、
月々の入退院はそれぞれ40名程度である。近年はアルコール依
存症を中心とした各種アディクション、社会不安症、思春期疾
患、摂食障害、若年うつ病等の社会病理性の強い患者が増加し
てきているが、認知症、統合失調症等のあらゆる精神科の疾患
を診療している。小樽市を含む北海道後志地区の精神科救急シ
ステムの中では遠隔地域支援病院として１年365日、24時間精神
科医が院内に常駐しており、救急患者は札幌の救急病院まで行
くことなく当院での診療を受けることができる。

【検査部概要】
職員数約300名のうち検査室スタッフは臨床検査技師２名のみ
で、検査助手や派遣スタッフなどはいない。尿一般検査、輸血
検査等を除くほとんどの検体検査は外部委託となっており、外
注の血液・生化学検体が50件程度/日、院内実施の尿一般は平均
20件/日、真菌鏡検、覚せい剤反応などの院内実施の簡易的な検
査がそれぞれ月に数件、輸血関連の検査は年に数件である。生
理部門では脳波検査が20件/月前後、入院時のスクリーニングを
中心とした各種超音波検査が30件前後/月、長期入院の方の定期
的な検査を中心に行っている心電図検査は370件/月ほど実施し
ている。このうち心電図検査はほぼ全例でベッドサイドまたは
病棟内診察室へ出向いて実施している。
2009年に検体検査が外部委託となり「検査室はどうあるべき
か？何をすべきか？」といったことを再び考えるきっかけとな
り、検査室の外へのアピール不足の解消が課題となる中「患者
様と接する機会の多い看護スタッフがミスを起こしにくく、ス
（次ページへつづく）
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トレスなく働ける環境を作るためにできることを積極的に行お
う」という姿勢を持ち、細やかな気遣いや創意工夫、日々の小
さな努力の積み重ねから徐々に看護部からの信頼、Dr.とのパイ
プ、上層部からの信用を獲得し、わずかではあるが病棟進出を
含む業務拡大に取り組んでいる。

際なども臨機応変に対応し安全面に配慮
し実施する。現在ではほとんどの例で臨
床検査技師による検体採取が実施されて
おり、依頼がある旨連絡が入った際は電
子カルテにて詳細情報を確認し、病棟ス
タッフの介入なしに採取から報告まで行
うことも少なくない。病棟では「連絡だ
けすれば全部臨床検査技師がやってくれ
る」という認識が浸透してきている。

【実践している取組み】
2015年度より、臨床検査技師の業務に検体採取が加わった。
当院ではその中で比較的件数の少ない真菌鏡検を目的とした皮
膚・爪の検体採取に臨床検査技師も携わり、検体採取から検査
報告までを一貫して行える形を整えようと考え、現在では皮
膚・爪に関してはほぼ全例で臨床検査技師による検体採取を実
施している。

平成28年12月1日号

右手指間皮膚を
採取している様子
図：検査の流れ

【導入までの経緯】
以前よりDr.サイドから白癬疑いの皮膚等の顕微鏡検査を院内
で実施してほしい旨の要望があった。検査部門管理者の許可が
出ずしばらくの間保留になっていたのであるが、2013年に電子
カルテが導入されたタイミングで、院内検査用のマスタを作成
し要望があればいつでも院内で検査開始できる体制をあらかじ
め作り、爪白癬治療剤クレナフィン外用液が採用となった際に
本格的に院内での鏡検検査を開始した。
検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講により必要
最低限の基礎知識を身につけると同時にライセンス上の問題も
クリアし、つぎに必要な物品の準備、使用した器具の消毒の手
順などを確認した。ある程度の準備を整えた上で、上層部との
ヒアリング時に「これからは、臨床検査技師が検体採取を行い
ます」という提案の仕方ではなく「今後、業務として取り入れ
ることを考えているので、検体採取の際は、可能な限り同席さ
せていただきたい」とお願いする形をとった所、特に審議され
ることもなく臨床検査技師による皮膚・爪の検体採取が採用決
定となった。

【実際の運用】
検体採取用の備品として皮膚採取用に安価な①並ピンセッ
ト、②AA先曲りピンセットを各５本購入した。真菌を目的とし
た検査ではより正常な部分に近い病変部からの検体採取が望ま
しいとされるため、剥離した皮膚の根元近くを採取する。鑷子
では採取が困難な発赤やびらんなどは③替刃メスNo.11を使用す
ることとした。病変部の正常部分との境界近くをメスの背側で
こすることにより表皮が剥離し、採取が可能となる。乾燥した
皮膚ではこの方法により鱗屑をそぎ落とし、小水疱の場合は鑷
子で水疱を挟んで摘み取るか、メスで水疱蓋を切り取る。爪の
採取には患者所有の爪切りまたは病棟備品である④ニッパー型
の爪切りを借り、使用することとした。ニッパー型の爪切りを
使用することで、肥厚した爪の皮膚により近い深部を採取する
ことができる。表在性の病変では表面をメスで削り取り検査す
る。使い捨てを除き、使用後の器具は院内の中材にて洗浄・滅
菌処理をすることが可能であり、必要時依頼することとした。

【実践後の課題あるいは他職種からの取り組みへの評価】
看護部門では「病棟まで来てくれるなんてありがたい」「技師
さんが検体採取するなんてすごいですね」など、好意的な反応が
多く、臨床サイドも院内で臨床検査技師が実施しているため、す
ぐに結果が得られるということが浸透し始め気軽に依頼をしてく
れる様になり、検査件数は増加してきている。検査件数が増える
につれ、迅速な対応が難しいケースも出てきている。
このような場合も信頼関係が構築できていることで、病棟側も
検査室が少人数であることなどの事情を理解してくれており、あ
る程度検査室の都合に合わせて実施することができ、今のところ
大きな問題は起こっていない。

【実践したことによる課題】
思いがけない結果が得られた時や判定に苦慮した際などには
別の部位からの再度の検体採取や、培養などの別の検査でのアプ
ローチを提案するなどを心掛けている。また、今のところ経験は
ないが疥癬発生時などのパンデミックに備えた知識の不足や対応
策の整備が進んでいない。感染対策、安全対策については院内の
各種委員会にてマニュアル等の修正・整備を提案する必要があ
る。

【結語】

使用する器具
検体採取の実施場所は特に指定はしていないが、ほとんどが
自床で行われその際はカーテンでのプライバシー保護や飛散し
た検体片による感染拡大などに注意をする。病棟で診察室など
の場所を準備してくれた場合や、直接患者が検査室へ来訪した

当院のような小規模検査室では少人数だからこそ検査室内の
コンセンサスを得やすく、フットワークが軽く“隙間”に入り込
みやすいため、様々な試みが可能であると考える。しかし、業務
拡大には必要なステップがあり、信頼関係の構築、失敗しても温
かく見守ってもらえるような関係性、必要な技術の取得、環境の
整備、的確なニーズの把握などを経て、まずは「試してみてもよ
いですか？」「うまくいきそうなのでもう少し広げてみてもよい
ですか?」「こういう取り組みからこんな効果が出ます。これを
検査室で実施することが可能ですがやらせていただけません
か？」という風に少しずつ範囲を広げていくことで、他部門から
の受け入れもしやすくなっていると感じている。
北仁会石橋病院 検査室 佐藤 さなえ
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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、北日本支部医学検査学会の２演題、九州支部医学検査学会の３演題を紹介します。

～平成28年度 北日本支部医学検査学会座長推薦演題 ①～

【導入後の運用と成果】

「当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み」
～病棟における医療従事者専用グルコース分析装置の
導入と管理について～

①看護師を対象に測定トレーニングを複数回実施し、デー
タ保証と円滑な運用を図った。②POCT機器導入後、同一メー
カーのSMBG機器（高度管理医療機器クラスⅢ・ISO15197 ：
2013認証）を導入したことにより、相関性の向上と保守・消
耗品管理などの合理化・コスト削減が図られた。③POCT機器
とSMBG機器を用途別に適正に運用することができた。④検査
室と看護部との連携・信頼関係が深まる結果となった。

演者 坂本 和晃（厚沢部町国民健康保険病院）
座長 深澤 恵治

座長推薦理由：少ない検査室職員が病棟や院内における様々
な業務に貢献をし、そして期待され、重要な委員まで委嘱され
ている。検査技師の存在感と潜在能力を十分に発揮されている
報告となっている。今回の検討は医療従事者用のPOCT機器導入
にあたりセクショナリズムを無くしたことが大きく評価された
とのことで、小規模病院における検査技師業務の見本となるべ
き検討であった。

【病院概要】
当院は地方公営企業法一部適用の町立病院で、内科、外
科、眼科の３科からなり一般病棟45床、療養病棟24床、１日
平均外来患者数が約50人の小規模町立病院である。

【検査室概要】
検査技師１名、助手１名が勤務している。通常業務は、検
体検査、生理検査（超音波検査他）、学童検診、各種健診を
実施し、健診報告書の作成から一部請求事務を行っている。
また、病院全体の運営に参入するため、医療安全管理委員
会、院内感染防止対策委員会、臨床検査適正化委員会の発足
を主導して指針・要綱・各種マニュアル、申請書類等の作成
を担当。発足後は３委員会の事務局を務めている。その他、
褥瘡対策委員、今後の病院のあり方を町理事者に答申する病
院改革検討委員会の委員に委嘱され、病院 運営に参画して
いる。このように病院全体に関わる業務、チーム医療に積極
的に参画してきたが、病棟業務の１つとして医療従事者専用
グルコース分析装置(以下：POCT機器)の導入及び保守・管理
を検査室が中心となって行ったので報告する。

【病棟業務】
オーダリングシステム画面の操作トレーニング及び画面構
成の改善、病棟設置検査器材の管理、検査最新情報のアナウ
ンス、検体採取に関する研修会の開催、感染症情報の発信及
び対策の実施に関する研修、輸血関連事項、病棟設置の消毒
薬選定及び管理、POCT機器の導入に関する事項などを実施し
てきた。

【まとめ】
病棟との連携不足による在庫管理に多少の難はあったもの
の全体として良好な結果となった。今回のセクショナリズム
を排した病棟業務を始めとする取り組みは、病院全体に貢献
する取り組みとして評価された。今後も小規模病院の検査技
師の新たな可能性、職域拡大に積極的に取り組んでいきた
い。

～平成28年度 北日本支部医学検査学会座長推薦演題 ②～
「当院における臨床検査技師の病棟業務への関わり」
～病棟勉強会での看護師への検査説明について～

演者 山﨑 正明（独立行政法人国立病院機構 さいがた医療センター）
座長 深澤 恵治

座長推薦理由： 臨床検査技師が病棟に出向き業務を行うに
は、様々な障害がある。その一つが他職種との良好なコミュニ
ケーションの構築である。本演題はその良好なコミュニケー
ション構築のために、看護師への勉強会の実施を行うと言う手
法を行っているという。副産物は講義を実施している検査技師
のレベルアップではないかと考えられる。若手技師の育成にお
いても参考となる演題と考えている。

【はじめに】
当院では技師の病棟業務への参画に関してまだ具体的に動
いていないが、それを行う前段階の一つとして重要と考える
看護部門との良好な関係の構築について、昨年度、病棟勉強
会で看護師に対し検査関連の説明を行なったので報告する。

【施設概要】
昭和18年創設。現在、政策医療分野における精神および神
経・筋疾患、重症心身障がいの専門施設。診療科は精神科、
神経内科など９つを標榜。病床数410、精神・神経内科・重
症心身障がい児病棟を有している。

【機器導入の経緯】

【検査科構成】

自己検査用グルコース測定機器(以下SMBG機器)とPOCT機器
が用途別に使用されておらず、POCT機器、SMBG機器ともに機
種選定・保守・管理が一元化されずに担当者が曖昧なまま運
用されていた。また検査室の装置、POCT機器、SMBG機器間の
相関、精度面の検証が行われていなかった。このような状況
を改善するため、院長、看護師長と協議の上、院内会議に諮
り、検査室がPOCT機器の選定から運用アドバイス、保守・管
理を担当することとなった。

技師６名、臨床工学技士と兼任の技師１名、検査科医師１
名の計８名。検体検査４名（臨床研究業務含む）、生理検査
３名を配置。検体・生理部門とも長期入院患者の定期検査が
メイン。

【機器選定】

【実施状況】

①一般医療機器・クラスⅠ、②機器使用感、③操作性・保
守・管理の簡単さ、④ランニングコスト、⑤機器性能(測定原
理、測定時間、必要採血量、測定範囲、精度、環境温度、共
存物質の影響、相関を比較、⑥電源は普及型乾電池等を総合
的に判断し、検査室で選定後に合議により決定した。

内容に応じ担当を決めた後、個々で資料を作成。病棟関係
者と取り決めた日時に病棟に出向き、資料をもとに関連知識
の伝達や注意事項等の説明を行った。勉強会は日勤帯の15：
30～16：00の間に設定、所要時間は15分～20分であった。平
成27年度は３回実施。①５月：検体検査関係、『採血管の取

【実施経緯】
一年を通して発生する病棟での検査に関わるインシデント
がきっかけ。当該病棟における今後の対策と対応のため、師
長や教育担当看護師から勉強会での講義を依頼された。

（次ページへつづく）
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り扱いと凝固検査への影響』。クエン酸Na入り採血管の保存
法、採血量による検査値への影響、採血管の使用順序など基
本的な内容とした。②12月：生理検査関係、『モニターECG
について』。誘導法と注意点、アーチファクトの種類と対
応、危険な不整脈など、クイズ形式も取り入れ教育的な内容
とした。③１月：生理検査関係、『長時間測定時におけるお
願いと注意点』。24時間血圧モニター（ABPM）の測定中に、
カフと接続するエア管が外れてしまったというインシデント
に関連して実施。他にホルターECG、簡易SASについても説明
した。以上、それぞれ別の３名の若手技師が対応した。

【まとめ】

平成28年12月1日号

背景には病棟薬剤師配置による病棟看護師の薬剤関連業務の
負担減を検査部門にも求めたいという願いがあったのではな
いかと推測されます。

【まとめ】
病棟薬剤師配置には保険点数が設定してあるので、技師に
よる病棟での活動（検査説明、検査結果の説明、備品の管理
など）にも点数設定を希望していますが、その実現化には多
くの病院の技師が少しでも病棟へ赴くことが第一歩になると
思われます。
また、病棟業務と直接関係はありませんが、現在、聴力検
査を人員の関係上看護部が担当しているので、その取り込み
や尿素呼気試験説明と検査実施を技師が担当出来ないか検討
しています。次期冬季にはインフルエンザ検体採取業務も検
討しています。

現在、日臨技では日常的な「病棟への技師の配置」を検討
しているが、今回は「病棟に出向く」ことを実践した例を報
告した。今後、更に病棟へ進出するにはどんなことが必要
か、３つ挙げる。①病棟で何かを始めるためには看護師の理
～平成28年度 九州支部医学検査学会座長推薦演題 ②～
解と協力が不可欠。普段より看護部と良好なコミュニケー
「当院検査科の業務拡大と病棟業務取り組みの現状」
ションを取っておくことが必須。②広く診療に貢献し、医師
～病棟業務確立を目指して～
の理解を得ながら信頼関係を築いておく。基本的に医師から
演者 神谷 乗敏（社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院）
の依頼事は受ける、という姿勢が必要。③技師教育と個々の
座長 丸田 秀夫
レベルアップ。知識および説明できるスキルが無ければ、病
棟に行っても看護師に睨まれて評価を落とすと考える。
座長推薦理由：演者の施設では従来より様々な領域に臨床検

【今後の課題】
今回、病棟における勉強会に対応したが、単発の説明だけ
では簡単に解決できない問題もある。講義後も病棟向けに簡
易な資料を作成して配布するなど、継続的な活動が必要と考
える。多くの技師が様々なチーム医療に参画している時代、
更に立場向上のため院内に向け広くアピールしたい。

～平成28年度 九州支部医学検査学会座長推薦演題 ①～
「当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み」
～病棟での採血管と細菌検査に使用する備品管理について～

演者 平田 哲也（重工記念長崎病院）
座長 丸田 秀夫

座長推薦理由：臨床検査の質の担保として適切な検査備品の使

査技師が参画し、チーム医療の実践が進められてきた。そのよう
な中で、外来待ち時間改善を目標とした活動として病棟業務につ
いての検討が実施された興味ある内容であった。満足いく結果は
得られなかったが、今後の病棟業務推進に大いに参考になる事例
であった。

【はじめに】
病棟業務推進施設情報連絡会に参加し当検査科の病棟業務
の捉え方、現状、課題も含め取り組みを報告する。ICTやNST
等は業務拡大やチ—ム医療として多くの病院で通常業務にな
りつつある。検査科の病棟における業務をまとめてみた。

【当院の概要】
社会医療法人、病床300床、33診療科、二次救急、救急
搬送2450件/年、6.8件/日、入院率 49％、平均外来数 476/
日、平均在院日数12.6日、ICU11、無菌治療室10、一般室は
全床個室、糖尿病を主としたクリニック、地域包括医療セン
ター併設、地域医療支援病院で地域の中核病院である。

用は必須な部分であるが、実際の現場では不備が発生している場
合が散見される。そのような点に着目し、臨床検査技師が積極的
に介入し効果を上げている事例であった。今後もさらなる病棟業
【検査室概要】
務参画が計画されており、今後の広がりが大いに期待される。

【病院概要】
当院の診療科は内科、外科、眼科、皮膚科、泌尿器科など
13科で、病床数184床、一日平均外来患者数約300名、病棟は
４区分となっています。
検査部人員は９名で、施設内検体件数は生化学検査が約
100件/日であり、外来患者さんの採血業務を担当していま
す。

【実践している取組み】
今回発表する病棟の採血管と細菌検査などに使用する備品
の管理。また、腹水（胸水）濾過濃縮再静注法（CART）やラ
ジオ波焼灼療法（RFA）の介助を担当しています。

【導入までの経緯】
病棟で使用する採血管管理を看護師が担当していましたが
欠品することや使用期限が過ぎている場合があり不充分な管
理体制でした。

【実際の運用】
①机の引き出しに収納できるステンレス製の箱に９種類の
採血管をセットし、１ヶ月毎に交換するようにし、②細菌検
査などに使用する備品も同時に管理することとしました。

【他職種からの取組みへの評価】
看護部より、採血管取り違い採血や使用期限の過ぎたもの
での採血が無くなり、感謝される評価を受けましたが、その

臨床検査技師36名、視能訓練士１、助手３。認定取得者、
細胞検査士３、国際細胞検査士１、超音波検査士５、緊急検
査士１、２級臨床検査士２。業務として24時間救急、当直、
オンコール体制で、人間ドック、生理機能検査、眼科検査、
耳鼻科検査、病理細胞検査、検体検査、生化学、血液、凝
固、免疫、感染症、TDMやMRI検査（当直時撮影含む）再生医
療移植細胞調整業務、眼科、耳鼻科、等多岐にわたり業務を
展開している。

【使用機器】
24時間検査体制を維持のため、生化学自動分析機器、血球
計算機、免疫感染症測定機器、HbA1C分析機器、尿定性測定
機器等、メイン機器は２台体制で構築し、生理検査では超音
波検査機器、睡眠時無呼吸検査、呼気中尿素試験、負荷心電
図、肺機能、サーモグラフィ、MRI食道内圧検査機器、24時
間食道PH測定機器やその他、再生医療の細胞調整室にアイソ
レータ等を導入している。

【取り組み】
外来待ち時間改善を目的とし年間事業計画に≪病棟担当技
師の育成≫を提示。全床個室の当院の特徴を生かし、院内感
染対策や患者移動軽減、看護助手業務軽減、超音波検査を主
と、病棟の早朝ポータブル検査の延長として病棟業務を検討
したが、移動時間や所見書きに時間がかかり外来待ち時間改
善には繋がらなかった。
（次ページへつづく）
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【現在行われている業務】
①糖尿病患者へのSMBG指導糖尿病教育②病棟看護師へのPOCT
指導③病棟機器の保守点検管理、検査指導④特殊な採血管説
明、採血看護師への採管⑤病理組織、骨髄検体採取補助、組織
確認⑥24時間食道PH検査説明、検査解析等⑦病棟への採血管準
備、配達

【チームで行っている病棟業務】
①NSTラウンド②ICTラウンド③衛生管理者ラウンド④医療安
全委員ラウンド

【まとめ】
超音波検査を中心として病棟業務担当技師の育成を試みた
が、外来待ち時間の改善とはならず、療養環境の向上、退院促
進には入院検査を外来にシフトし、クリニカルパスに組み込み
患者説明を重視する意見も多い。今回多くの病院と情報を共有
し意見交換することで病棟業務の確立につながると思われた。

～平成28年度 九州支部医学検査学会座長推薦演題 ③～
「検体採取における病棟への介入」
演者 坂口 麻亜子（佐世保中央病院）
座長 丸田 秀夫

座長推薦理由：皮膚科医師の理解・協力のもとに、法改正後に
速やかに臨床検査技師による皮膚科領域の検体採取を業務に取り
入れた事例の紹介であった。皮膚科医師による採取方法から鏡検
方法までのトレーニングも実施されており、理想的な導入事例の
一つであると考える。

日臨技医療政策企画 病棟業務課題解決実践講習会

関東・関西２会場で開催！
（関西）あべのメディックス平成29年2月12日（日）

（関東）日本臨床検査技師会館平成29年2月18日（土）
急速に変化する医療制度の中で臨床検査技師が専門性を生か
し、病棟業務へ参画の方向性が示される中、本講習は臨床検査
技師が病棟業務への参画推進を全国的な活動へつなげていく契
機と位置付けています。
この講習会では病棟参画における課題を提示し、対策・解決
法をご紹介いたします。その中で、自施設に合った方法を展開
し、実践していただくことを目標としています。
受講者にはグループディスカッションにて各グループに入っ
ていただき、各課題の解決に向けた方策について、知恵を出し
合う参加型の講習会も予定しております。
是非ともご参加を検討を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

お知らせ
当会の広報誌で10万部発行の『季刊誌ピペット』
（平成29年１月号）で、「病棟で活躍する臨床検査
技師」を取りあげた記事が３ページにわたり掲載さ
れます。２病院の実践事例も紹介されます。

平成28年12月1日号

平成27年４月の法改正により、臨床検査技師の業務範囲
に一部の検体採取が追加され、当院でも皮膚科領域や咽
頭・鼻腔の採取に取り組みを始めた。今回病棟へも介入し
ている皮膚科領域の検体採取について開始までの取組みと
現状及び今後の課題について報告する。
法改正により臨床検査技師が検体採取を実施出来るよう
になったことを皮膚科医師へ情報提供し、技師による実施
へ向けての協力を得ることができた。法改正以前は皮膚症
状のある患者に対し、主治医が皮膚科へ紹介し医師が直接
検体を採取し、診断を行っていた。病室に来ることが困難
な患者に対しては往診を行っていた。法改正が行われてす
ぐ、皮膚科医師の指導のもと検体の採取方法や鏡検方法に
ついて約３ヶ月トレーニングを実施した。その後、医局会
にて検体採取について説明を行い、８月よりオーダリング
システムでの運用を開始した。現在は白癬菌感染疑いのあ
る患者に対し、主治医が顕微鏡検査のオーダーを入れ、微
生物担当技師が病棟へ行き検体を採取、検査室で鏡検し報
告を行っている。結果が陽性であれば主治医より抗真菌薬
を処方し、陰性であれば皮膚科へ紹介するという流れでの
運用となった。
平成27年８月から平成28年９月までの入院患者における
検体採取は12例で、そのほとんどが陰部など服やおむつに
隠れた部分であるため、採取する際には看護師の協力が不
可欠であることを実感した。またこれまで患者と接するこ
との少なかった微生物担当技師が介入できる業務を増や
し、病棟に配属されるような体制を構築していく必要があ
ると考える。

「在宅医療チームのための臨床検査」
出版記念講演会開催！
飯田橋レインボービル７F 大会議室
平成29年３月４日（土）
団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けて、医療・
介護の供給体制の構築や整備が進められています。患者宅
や介護施設など在宅医療の提供される現場は、病院医療と
異なった面をもち、また多職種が有機的な連携をして提供
されるものです。
「在 宅 医 療 に 求 め ら れ る 臨 床 検 査 は ど の よ う な も の
か？」「そこで求められる人材の資質は？」「どのような
仕 様・性 能 を 持 つ 検 査 機 器 や 試 薬 が 求 め ら れ て い る の
か？」などについて、在宅医療を提供している現場の医師
の方々にその現状をご紹介頂き、疾病や病態からみた臨床
検査の使い方のポイントを解説するとともに、同書の内容
の一部を執筆者が解説、紹介する講演会を企画致しまし
た。
今回の講演会は、既に先駆的に臨床検査を在宅医療の現
場で活用されている医師の方々を軸とした贅沢な講習会と
なります。臨床検査技師にとっても、大変貴重な講習会と
なると思います。是非ともご参加を検討をいただければ幸
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

（編集後記）今年のカレンダーも残りが１ヶ月となりました。コンビニへ行くと綺麗な年賀状が目にとまり、その横にお
せち料理の予約パンフと師走を実感するようになりました。
この時期になると今年一年をふりかえる漢字一文字が発表されます。昨年は『安』でしたがみなさまの今年一年を漢字一
文字で表すとなんでしょうか。師走は気持ちが先走り心なしか落ち着かなくなりますが、こころの大掃除をはじめながらこ
の漢字を考えてみてはいかがでしょか。前回の発表は15日でしたので次号の会報JAMTのHPへの掲載時期に近いです。みなさ
ま両方を楽しみにされてください。
【片山】

