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P1 平成28・29会長候補者選挙に宮島喜文氏が当選
P2～P4 平成27年度先駆的チーム医療実践講習会“病棟業務推進講習会”開催される
P4 平成27年度先駆的チーム医療実践講習会 “カプセル内視鏡 読影のスキルを身につける”開催迫る
P5 平成28年 全国幹事連絡会が開催される/平成28年 賀詞交歓会
P6 高度先端的医学セミナー「緊急時の輸血および大量輸血療法に関する講習会」が開催される
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会告で既報のとおり、平成28年２月6日に開催され
た役員候補者選出委員会（委員長：大森智子）では、
平成28・29年度会長候補者選挙の立候補状況確認と立
候補者の資格審査を行った結果、立候補者１名の場合
の対応として役員候補者選出規程第30条に従い、宮島
喜文氏を無投票で当選者とすることを議決しました。
即日、この結果はホームページ上に会告の上、当選
者への当選通知も作成押印されました。
この通知は、日程調整後、2月12日に委員長代理と
して梅宮敏文副委員長より宮島喜文氏に対して授与さ
れました。

役員候補者選出委員会では、同時に、平成28・29年
度の理事候補者の推薦依頼について確認の上、支部長
及び会長候補者選挙当選者宛に推薦依頼を行いまし
た。
これまでの委員会内での議論をふまえ、理事候補者
推薦にあたって次の要件も提示することとされまし
た。
①生涯教育の履修については、5年以内の履修が望まし
い。
②論文発表については、少なくとも１編以上あることが
望ましい。
③役員は2期以上継続できることが望ましい。
④女性理事を積極的に推薦されることが望ましい。
⑤都道府県技師会の理事経験者であることが望ましい。

７支部長

会長候補者選挙
当選者

推薦

推薦

理事候補者
各支部3名

理事候補者
8名（以内）

平成28・29年度理事候補者
30名（以内）
定時総会議案
6月18日定時総会で選任決議
理事会による
互選
代表理事・会長、代表理事・副会長、執行理事の役
職者と理事役割分担（担当委員会など）を決定
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平成27年度先駆的チーム医療実践講習会

平成28年１月16～17日の２日間 東京都内におい
て、全国各地から129名の参加のもとに“病棟業務推進
講習会”が開催された。日臨技ではチーム医療の推進
において、臨床検査技師の病棟業務への参画はとても
重要な課題と考えている。今回の講習会は、臨床検査
技師の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開催された。
講習会冒頭では、日臨技内に新たに組織された病棟
業務推進施設連絡協議会の発足式が開催され、宮島会
長の挨拶から始まり、来賓の日本病院会会長の堺常雄
会長からの激励の挨拶、役員の紹介、そして「臨床検
査技師による病棟業務推進への宣言」（下掲）が採択
された。
発足式に引き続き講習会が開催され、基調講演で国
際医療福祉大学 武藤正樹教授より「病棟に臨床検査
技師を配置することによるメリットについての客観的
なデータを示すことが病棟参画推進には不可欠であ
る」との提言をいただいた。
講習会は別表に示す内容で進められ、病棟業務実践
報告として病棟に常駐し業務を実施している２施設か
らの報告や、聖隷横浜病院において実施された病棟業
務調査について報告がなされた。また、同施施設の看
護部長より、「臨床検査技師が病棟業務に参画する際
日臨技 病棟業務推進施設連絡協議会 発足式
主催者挨拶
来賓挨拶
役員選出
宣言採択
閉会

日臨技会長 宮島 喜文
日本病院会会長 堺 常雄

に留意して欲しい事項」や病棟配置への期待について
講演していただいた。
講演と各報告に続くセッションでは、以下の３つの
テーマについてグループディスカッションと検討結果
のプレゼンテーションが行われた。
テーマ①診療科病棟別の病棟検査技師タイムスケジュール
テーマ②病棟における臨床検査技師が行える可能性がある
業務項目（検査外項目含む）
テーマ③病棟検査技師育成のための教育プログラム
グループディスカッションでは活発な議論がなさ
れ、今後の事業推進のヒントとなるような意見を多く
いただいた。本号並びに次号においていくつかのグ
ループの検討結果について紹介する。
日臨技では病棟業務参画推進を喫緊の課題と位置付
け てい る。会 員各 施設 にお いて は、施 設規 模や 診療
科、運 用等に より、病棟で の臨 床検 査への ニー ズは
様々であるが、患者さんに安心・安全そして解りやす
い臨床検査を提供するため、そして臨床検査技師が活
躍できるフィールドの拡大へ向け、病棟業務への参画
の必要性を強く意識していただきたい。
（担当執行理事 丸田 秀夫）

臨床検査技師による病棟業務推進への宣言
一、我々は、患者さんに安心・安全そして解りやすい臨床
検査を提供するため、病棟など患者さんに近い場所
での業務の実践を推進する
一、我々は、病棟などで臨床検査技師の関わりを深め
チーム医療を推進する

病棟業務推進講習会
１日目
基調講演『2025年へのカウントダウン
～臨床検査技師の新たな役割～』
国際医療福祉大学大学院教授 武藤 正樹
今後の日臨技の取組・方針説明
日臨技会長 宮島 喜文
病棟業務検証報告
病棟業務検証委員会委員長 並木 薫

２日目

一、我々は、病棟などにおける臨床検査技師の関わりにつ
いて様々な情報を全国ネットワークにより共有し、病棟
業務への参画を推進する
平成２８年１月１６日
病棟業務推進施設連絡協議会
病棟業務推進施設連絡協議会メンバー

病棟検査技師によるチーム医療への貢献と今後の期待
聖隷横浜病院 総看護部長 内田 明子
病棟業務実践報告-1
富家病院 検査科 大竹 京子
病棟業務実践報告-2
近畿大学医学部附属病院 松村 佳永子
病棟業務調査報告
聖隷横浜病院 技師長
吉田 功
聖隷横浜病院 臨床検査技師 杉岡 結衣
参加者全員によるグループディスカッション・プレゼンテーション
（敬称略）

吉田 功（協議会代表 社会福祉法人聖隷福祉事業団
聖隷横浜病院）
柴田 昭浩（医療法人養生会 かしま病院）
實原 正明（飯田市立病院）
並木 薫 （病棟業務検証委員会委員長）
山田 哲司（社会福祉法人 聖隷三方原病院）
深澤 恵治（独立行政法人地域医療機能推進機構
群馬中央病院）
丸田 秀夫（担当理事 社会医療法人財団白十字会
佐世保中央病院）
横地 常広（一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会）
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グループディスカッション討論結果報告（１）
【Ｂグループ】

【Ｄグループ】

テーマ②：病棟における臨床検査技師が行える可能性があ
る業務項目（検査外項目含む）

テーマ①：診療科病棟別の病棟検査技師タイムスケジュー
ル（循環器(内科・外科)

★業務を選択する基準：患者さん中心の医療
・採血（容器の準備含む）
・採尿（計測、蓄尿の説明、準備）
・血液ガス測定
・検体採取（血液培養・一般細菌・細胞診・骨髄穿刺補）
・簡易検査（インフルエンザ、血糖など）
・心電図、超音波
・輸血（搬送、ダブルチェック）
・検査説明（検査前・結果）
・可能な限りで、患者介助、看護助手補助
・スタッフ、患者への教育

テーマ③：病棟検査技師育成のための教育プログラム
・ジェネラリストの育成
・コミュニケーション研修
・多職種の業務の理解
・カンファレンスの参加、委員会活動（NST,ICT）
・検査部内での勉強会（Q＆A、医療用語）
・病棟に特化したセカンドライセンス
私たちＢグループは、100～350床の９つの病院で、技師数５～25名で
した。既に病棟業務に取り組んでいるところもあれば、チーム医療教本
の病棟検査技師についてのくだりを書かれた方もいらっしゃるし、全く
これからのところも、といった具合でバラエティーに富んだチーム構成
でした。
テーマ②については、大方、みなさん同じような内容ではなかったで
しょうか？検査業務に関することは、取り組みやすいものの、早朝の病
棟採血になるとスタッフから反対の声があがる。「人数を増やしてもら
えないとできません。」これは、どこも抱える悩みではないでしょう
か？病院側としては、「薬剤師のように病棟業務をすれば保険点数はと
れるのか？」と聞き「まだ取れないと言うと、現状出来る範囲で取り組
みなさい。」「やるのは、構わないけど人員増はできない。」と答えら
れる。それでも取り組もうと思うのは？「患者さん中心の医療」この言
葉に尽きると思います。
出来ないと言うことは簡単ですが、常に「こうしたら出来る」と発想
の転換を図れるスタッフを育てていきたいと思いました。
テーマ③は、病棟で業務を開拓するには、もっと学ばなければならな
いということが率直な感想です。
教育プログラムは、業務を行いながら継続的に学べる方法が好まし
く、個人的には、e-ランニングで時間が出来たときに学べるとありがた
いと思いました。また、様々な学会、メーカーなどのページにも優良な
学習プログラムがあるので、活用できるサイトを共有することも考えて
みてはいかがでしょうか？
学校教育のプログラムの提案も早く行わなければ、すでに次年度の学
生募集要項は決まっており、また、翌年に持ち越されます。学校教育の
臨床にかかわる部分を私たちも受講できると双方のプラスにならない
か？
頭と心の柔軟さを持ちつつも、専門性を生かし患者さんと係わってい
きたいと思います。

AM:
・早朝採血・搬送
・ECG、その他検査
・多職種カンファレンスに参加
・患者搬送
・各患者のタイムスケジュールの把握・計画立て
・翌日検体の洗い出し、内容説明
・採血の取り直し、追加採血
・翌日採血の準備
・検査結果の拾い上げ、緊急報告随時
・ECG、その他検査施行各検査⇔病棟間の連絡問い合わせ情報
共有
PM:
・ ECG、その他検査
・ 患者搬送
・ 翌日検体の洗い出し、内容説明
・ 翌日採血の準備
随時：
各検査⇔病棟間の連絡問い合わせ情報共有

テーマ②：病棟における臨床検査技師が行える可能性があ
る業務項目（検査外項目含む）
１ ABI・ホルター着脱・SAS等
患者が検査室に移動する必要のない検査
２ 検査室への情報提供のコーディネイト
３ 検査データから医師への追加検査の提案

Dグループは200床の施設で、グループワーキングで行いました。
テーマ①では、検査技師の必要性が高い循環器病棟をモデルに考えまし
た。AMでは採血業務、カンファレンス参加、検査結果に対する対応、患者
一日のタイムスケジュールを計画すること、また看護師と情報を共有する
ことが重要である。検査室との窓口となることが病棟検査技師として役目
となると思います。
テーマ②では資料以外に患者目線に合わせた項目を考え、また検査技師
独自の目線で診療に対して何が有用かを考えました。
２つのテーマともに、言えることは講習で学んだ患者中心、何が患者に
できるかを考えました。病棟業務は想像以上に検査技師がやれることはあ
り、多々問題はありますが一歩踏み出すことから始めることが大切だと思
いました。
この講習会で検査技師は他部署と直接、間接的に関わっている職種であ
ること、知識・技術を病院で生かす場がまだあることを知ることが出来ま
した。検査業務上、内向きになりがちですがこれからは外に目をむけ、積
極的に他部署とコミュニケーションをとり検査外へ出ていくことで新し
い検査技師像が見えてくる気がします。

【Bグループメンバー】
吉澤
木下
新屋敷
藤田
武本
中野
山田
三宅
小松

麗子
龍男
紀美代
幸夫
篤義
公子
幸司
温子
俊雄

横浜掖済会 横浜掖済会病院
公益社団法人 有隣厚生会 富士病院
熊本第一病院
守山市民病院
阿波病院
栃木県立がんセンター
JA愛知厚生連足助病院
一般財団法人光ヶ丘愛世会 光ケ丘スペルマン病院
JA長野厚生連 富士見高原医療福祉センター
富士見高原病院

【Dグループメンバー】
桶口 三香子
濱田 隆弘
戸出 浩之
児玉 正明
石合 早苗
渡辺 浩志
坂下 真紀子
林 恭子
栗原 浩子

赤穂中央病院
社会医療法人 陽明会 小波瀬病院
群馬県立心臓血管センター
医療法人 長門莫記念会 長門記念病院
順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
市立加西病院
医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター
医療法人社団 愛友会 三郷中央総合病院
栃木県立がんセンター
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【Ｌグループ】
テーマ②：病棟における臨床検査技師が行える可能性が
ある業務項目（検査外項目含む）
大きな規模の施設では全ての病棟に技師の配置をすることは
マンパワー上できない。病院のもつ専門性（高度急性期・急
性期・回復期・慢性期）や特殊性（特化した診療科：小児救
急・循環器病センター・脳卒中センターなど）によって検査
技師が行う病棟業務も異なってくる。そのため、施設の特徴
を有する病棟・部署で検査業務を行うことを基準と考えた。
考えられる項目として以下の項目があげられる。
・救急救命系の施設：救急救命病棟の診察・処置の場での
POCT
・循環器系の施設：循環器系に特化した検査業務（心電図、
心エコー）
・外科系の施設：生検材料、手術室での神経モニタリング
・血液内科系の施設：専門部署での輸血管理
・NICU：微量検体の採血管・採血量などの説明

テーマ③：病棟検査技師育成のための教育プログラム
・組織的に対応するには検査室全体の理解・協力が必要（意
識統一）
・医療スタッフとの円滑なコミュニケーション能力の習得
・幅広い知識が求められるため、対応できるジェネラリスト
の育成
・その育成のためのローテーション
・診療科のカンファレンスへの参加、CPC、RCPCによる教育

平成28年2月15号

この班は700床程度の施設が集まり討議しました。
【結語】
１）病棟の多職種スタッフと協調し協働する姿勢が求められる。
２）基本は単なる医師や看護業務の介助ではなく、病棟で検査技師が臨
床検査技師の専門性を発揮できる業務に就くことが必要。
４）専門性をアピールし、臨床検査技師として貢献する。
医師や看護業務の手伝いは臨床検査技師の行う病棟業務とは思えませ
ん。検査技師の立場として貢献できる業務に就くことこそ、本来の臨床
検査技師の病棟業務と考えます。

【Lグループメンバー】
簑輪

和士

高水
篠生
酒井
渡辺
牧野
永田
田地
仲田

竜一
孝幸
哲也
真世
薫
雅博
功忠
夢人

独立行政法人 神戸市民病院機構
神戸市立医療センター 中央市民病院
独立行政法人 労働者健康福祉機構
大阪労災病院
東海大学医学部付属病院
富山県立中央病院
聖隷浜松病院
安城更生病院
独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター
埼玉医科大学 国際医療センター
国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院

病棟業務推進施設情報連絡会 登録施設募集中!!
日臨技では臨床検査技師の病棟業務への参画を推進することを目的と
し、病棟業務についての情報交換・共有、調査・研究ならびに普及・啓発活
動等を実施するために“病棟業務推進施設情報連絡会”を組織しました。
加入については施設単位となっており、日臨技ホームページより簡単に登
録できます。 1月29日現在で725施設が登録されています。
加入登録はこちら！

平成27年度先駆的チーム医療実践講習会

平成28年３月５日（土）日本臨床検査技師会館において、臨床検査技師の新たな業務拡大を目指して標記
講習会が開催されます。
今回の講習会では臨床検査技師でカプセル内視鏡読影における第一人者である、松本裕子先生（宝塚市立
病院消化器内視鏡センター）に講師をご担当頂きます。
カプセル内視鏡の読影に従事している方、導入を検討されている方、興味のある方など幅広く参加者を募
集しています。多数のご参加をお願い致します。

プログラム
12：30～13：00
13：00～13：10
13：10～14：00

14：00～14：10
14：10～16：00

6：00～16：05

受付
開講式
日臨技執行理事 丸田 秀夫
カプセル内視鏡の機器説明
（ビュアー含む）
松本 裕子
休憩
カプセル内視鏡の読影実習
（ビュアーは２名に１台）
松本 裕子
閉会式
講習会企画責任者 並木 薫
（敬称略）

申込締切は２月20日です！お早目にお申
込ください。
詳細は当会HPから！

お申込は会員専用
ページのこちらから！

松本 裕子先生：臨床検査技師
日本消化器内視鏡技師会近畿支部副会長
宝塚市立病院 消化器内視鏡センター
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平成28年 全国幹事連絡会が開催される
平成27年度全国幹事連絡会が１月22日、日臨技会
館において開催された。
この全国幹事連絡会は、年１回の開催であり、全
国からの生の声を聴く貴重な会合である。しかし、
時間の都合もあることから、日臨技に対する質問や
要望事項は事前に文書でいただき、担当執行理事が
文書で回答する形をとっている。今年も10の質問事
項と23の要望事項が事前に寄せられた。
開催に当たり、冒頭、宮島会長から次のような挨
拶があった。

かった。その中で唯一、検体採取が勝ち取られた。
これを武器に現場での業務拡大をしていかなければ
ならない。
現在、検体採取講習会は会員の33％が終了したと
ころである。今後、現場でどのように進めていくか
が問題である。
技師法は議員立法であり、会員一人一人の社会的
立 場、地 位向 上 に は 国政 の 関 与 が 必 要 で ある。今
後、組織として国政に関与していけるよう、頑張っ
ていきたい。」

「全国幹事会に決定権は
あ りま せん が、本日 は、都
道府県役員の立場、日臨技
役員の立場として日臨技事
業にご協力いただいている
全国の幹事の皆さんに、主
に来年度事業についての方
向性をお話し、ご意見をい
ただきたい。
国の医療体制の改革は一昨年から始まっており、
昨年４月からは地域医療ビジョンの策定、医療計画
が進んでいる。
2025年問題のロードマップ策定に日臨技は乗り遅
れてしまった。十分な政策の制度実現ができていな

さらに、宮島会長から「平成28年度事業計画・予
算編成方針（会長試案）」の概要説明が行われた。
基本的な考え方は、「限られた予算を効果的に執行
するため、既定事業の見直し、事業の効率化をはか
る。優 先 度の 高 い 事 業に つ い て は、目 的 を 明確 化
し、目標に達するための手段として様々な物や人や
情 報 に 財 源 を 使 い 行 動 を 起 こ す」と し、総 務、学
術、渉外の３分野についての基本的考え方と事業の
具体案が示された。

平成28年

その後、事前配布資料には載っていない全国幹事
からの質問・要望事項に担当執行理事が答える形で
活発な意見交換がなされた。
（執行理事 丸茂 美幸）

賀詞交歓会

全国幹事連絡会に引続き賀詞交歓会が開催され、招待者、賛助会員等250名以上の皆様にご参加
をいただき、本年も盛大な催しとなりました。

佐藤乙一名誉会員（右）、小﨑繁昭名誉会員（中
央）と
寺本哲也会長（日本臨床検査薬協会）より
乾杯のご発声をいただきました
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高度先端的医学セミナー

平成28年１月30（土）、太田区民ホールアプリコにおいて「緊急時の輸血および大量輸血療法に関する講習
会」が開催され、260名余りが受講されました。受講者よりお二人に感想を寄せていただきましたのでご紹介
いたします。

◆講習会内容◆
①救急医療と輸血
東海大学医学部付属病院

輸血室

吉場 史朗

②手術場での輸血・輸液管理について

④血液センターとしての緊急時の迅速・的確な対応
緊急時出動など集計データーを含む

東邦大学医療センター大森病院
麻酔科 落合 亮一

③検査室および緊急輸血現場での心構え
東邦大学医療センター大森病院
輸血部 加藤 美保

自施設で運用にあった見直しを

日本赤十字社 血液事業本部
供給管理課長 旗持 俊洋

⑤ 総合討論
（敬称略）

現場で顔を合わせる事による信頼関係

国立病院機構名古屋医療センター
臨床検査科輸血管理室
谷口 容

東邦大学医療センター佐倉病院
輸血部 蓮沼 秀和

当院は、名古屋市中心部にある31
診療科740床の三次救急指定の特定機
能病院で、緊急・大量輸血が日常的
に行われています。転勤して一年弱
ですが、緊急時の対応について、体
制の整備や日当直者への再教育が課
題として指摘されている中、ちょう
どよいタイミングでの受講でした。

当院は2010年に緊急時輸血マニュ
アルを作成し、緊急時の異型適合血
についての体制が構築されました。
しかし、異型輸血が実際に必要とな
る機会は少なく、いざその状況に直
面した際には臨床との情報交換は問
題無いか、自分の判断が誤っていな
いか等の不安がありました。今回、他施設での状況を知
り、切迫した状況下での不安がひとつでも解消できれば
と思い参加をさせていただきました。

危機的出血において、現場のコマンダーは麻酔科医等
が担いますが、輸血担当技師は‘もうひとりのコマン
ダー’として、血液センターとの交渉や現場との情報共
有を積極的にしなければなりません。また、緊急輸血シ
ミュレーションの紹介では、実際に臨床を巻き込んで行
われており、日頃から臨床への出向もされているとのこ
とで、我々技師の活躍の場はまだまだ拡げていくことが
出来るのだと感じました。
「試験管ではなく、患者さんを相手にしているのだとい
うことを忘れずに！チームの一員だということを改めて
自覚し、誇りを持って仕事をしてほしい。」というお話
が印象的でした。
「今日学んだことを自施設に持ち帰り、運用に合った見
直しをしなくては！」と、参加された皆さんが感じたこ
とでしょう。ついついルーチン業務に埋もれてしまいが
ちですが、このアツい想いが冷めないうちに！頑張りま
しょう！

当日は３次救急施設での緊急輸血の取り組み、マニュ
アル等を拝見させていただき、学ぶべき点が非常に多い
ことを実感しました。特に今回発表されていた先生方の
施設では、検査技師が治療現場に赴く機会が多い事が印
象的でした。臨床との交流を深めるにはただ連絡をする
のではなく、現場で顔を合わせる事でより深い信頼関係
がとれるのだと教えられました。
日本赤十字社からは都道府県別の緊急配送件数等の貴
重な資料も拝見させていただき、日頃より我々の難題と
も言える要求に真摯に応えていただいている事に改めて
感謝したいと思いました。
今回の講習会から病院と血液センターを繋ぐコマン
ダーは輸血部であるという事を学び、お互いの限られた
状況の中から最善の策を検討できる様、精進していきた
いと思います。

今年はあったかい冬だったせいか、梅の花も１月から花を付け、今はメジロが梅の花の蜜をつつ
いている。我が家のとなりは大きな畑のある庭があり、一年中色々な鳥が顔を見せてくれる。毎年見慣れてい
る鳥ではあるが名前は知らない。一度図鑑で調べてみようかと思う。そういえばラジオで「最近ある鳥が段々
少なくなってきています。」と言っていた。その鳥は「てどり」だそうです。絶滅危惧種にならなければいい
なぁ。
【中井】
（編集後記）

