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P1 平成27年度日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会を開催
P2 輸血テクニカルセミナー2015開催報告/平成28年度診療報酬改定について
P3 シリーズ職域拡大の取り組み 第３回 病棟業務の取り組み１ P4 平成28年診療報酬改定内容に関する説明会概要報告
P5 長沢光章氏が代表理事・副会長に就任/４月15日は“ BLS Day”
P6 JAMT技術教本シリーズ 検体採取者のためのハンドブック発刊！
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平成27年度日臨技臨床検査精度管理調査の参加数
は、3,893施設・3,934件で昨年度より40施設増加し過
去最高となりました。
３月５日（土）、東京ビッグサイトＴＦＴホールに
おいて総合報告会が開催され、参加者は約580名でし
た。
＊
宮島会長は、開会の挨拶の中で今回の診療報酬改定
について触れ、「検体検査実施料が下げ止まった。採
血料の引き上げや、鼻腔・咽頭ぬぐい液採取料が新設
された。今後の臨床検査技師は、分析の前後を医療の
質として担保していかないといけない。」と述べまし
た。また、８月に開催される国際学会と７月の参議院
選への協力を訴えました。
＊
標準化委員会の山本委員長は、JCCLS共用基準範囲に
ついて、大学病院や国立病院臨床検査技師協会など採
用が広がってきており、関心の高まりを感じていると
し、採用３施設の院内での取り組みについて紹介しま
した。
また、今後の標準化事業について、①精度保証施設
認証制度の対象を、平成30年度から臨床検査の全分野
に広げる、②日臨技精度管理調査事業のISO17043認定
取得を検討する、等を今後の課題として講演しまし
た。
＊
各部門の委員は、限られた時間の中でポイントを
絞って効率的に報告を行い、会場から質問や要望が多
く出ました。①血液フォトサーベイに関して、選択肢
や設問の文言を検討してほしい。②トレーサビリティ
の確認のための適切な回数はどのくらいか。③ＲＦ因
子のサーベイの目的、標準化の意味を伝えてほしい。
④ALPの測定法について、IFCC法への変更をどう考える
か。⑤尿の評価について、定性と定量での報告を評価
してほしい。⑥生理では、画像所見から導き出される
設問も検討してほしい。⑦その他等。
＊
閉会の辞で松本副会長は、診療報酬改定で新設され
た「国際標準検査管理加算」について、「第三者評価

を認めるという方向性が示された」とし、日臨技の精
度保証施設認証制度の対象を全分野に拡大し、診療報
酬上の評価を目指すとしました。
以上、簡単ですが精度管理調査総合報告会の報告で
す。総合報告会の開催方法についても、それぞれの部
門の解説を詳しく行うため、分析系とフォト系で会場
を分けて実施する等を、今後は検討していきたいと思
います。
精度保証担当執行理事 岩上 みゆき
時 程
09：15～09：50
09：50～10：20
10：20～11：10

11：10～11：40
11：40～11：55
11：55～12：10
12：10～12：30
12：30～13：30
13：30～13：45
13：45～14：00
14：00～14：15
14：15～14：30
14：30～14：50
14：50～15：05
15：05～15：20
15：20～15：35
15：35～16：00
16：00

受付
開会、会長挨拶
日本臨床衛生検査技師会会長 宮島 喜文
JCCLS共用基準範囲の導入について、および今後の
日臨技標準化事業について
日臨技標準化委員会委員長 山本 慶和
臨床化学
坂本 徳隆（福岡市民病院）
免疫血清
木下敬 一郎（鳥取赤十字病院）
血
液
常名 政弘（東京大学医学部附属病院）
総合討論Ⅰ
（臨床化学、免疫血清、血液）
昼 休 み
一
般
森 合美（東芝林間病院）
微 生 物
結城 篤（防衛医科大学校病院）
生
理
高橋 修（市川市リハビリテーション病院）
細
胞
柿沼 廣邦（北里大学病院）
総合討論Ⅱ
（一般、微生物、生理、細胞）
病
理
古屋 周一郎（筑波大学病院）
輸
血
三浦 邦彦（手稲渓仁会病院）
遺 伝 子
中桐 逸博（川崎医科大学附属病院）
総合討論Ⅲ
（病理、輸血、遺伝子、精度管理調査全般）
閉会の挨拶
日本臨床衛生検査技師会副会長 松本 祐之
（敬称略）
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平成28年３月19日（土），20日（日）に東邦大学医学部
にて「輸血テクニカルセミナー2015」が開催されました。
講義と実技実習で構成された両日には、全国から 118名
（講義のみ43名，実技+講義75名）の受講者が参加されま
した。
本セミナーは，日本臨床衛生検査技師会と日本輸血・細
胞治療学会との共同事業として平成25年度より開催してお
り、今年で３年目となります。受講対象者である各集団や
組織の中で指導的立場（または指導的立場を目指す）の
方々に、輸血検査の知識や技術を基礎から深め、初級者へ
の指導のポイントやテクニックを学ぶことにより、輸血検
査の標準化を目指して企画しています。
１日目の講義は、血液型検査や不規則抗体検査、それら
検査結果の報告までを、日常的に遭遇する事象で解説され
た充実の内容でした。また、改訂された「赤血球型検査ガ
イドライン」のポイントについてエビデンスに基づいた解
説があり、より実用的に臨床現場で活用されることが期待
されます。講義終了後には意見交換会が行われ、受講者の
多くが参加し、同志の技師間での活発な交流となりまし
た。
２日目の実技実習は、初心者へ指導する場合にはどのよ
うに行うのか、説明するのか、にポイントにおきながら、
各内容を実習しました。本年は「目あわせ検体」を調製す
る内容も含まれており、希釈系列の作製などについても再
確認できたのではないかと思います。実技途中では、当日
行った「スポイト滴下量の検討結果」についての報告プレ
ゼンも行なわれ、また、受講された方々がディスカッショ
ンしやすいよう、口頭での質問事項も準備され、非常に充
実した研修会となりました。
初日は生憎の雨模様で始まりましたが、翌日にはお天気
も回復し、受付開始時間には多くの受講者が集合するとい
うとても熱い２日間となりました。
本セミナーには、日臨技７支部輸血担当の代表者にも実
務委員として参加いただいており、ご尽力いただきまし
た。平成28年度には、この内容をもって各支部において伝
達講習会が行われます。本内容としては最後の伝達講習会
となりますので、今回参加できなかった方は、是非お近く
の講習会にご参加ください。
来年度は、内容を新たに、輸血テクニカルセミナーを開
催したいと考えております。引き続き、輸血検査の標準化
を目指して企画いたしますので、みなさまのご協力をお願
いいたします。
県立広島病院 藤井 明美

平成28年4月1日号

◆１日目：講義◆
１）「血液型検査のトラブルシューティング」
武蔵野赤十字病院 臨床検査部
八木橋 健太
２）「不規則抗体検査の基礎的手順 抗体同定の正しい
手法（統計計算を含む）」
熊本大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 福吉 葉子
３）「赤血球型検査のガイドラインの
改訂ポイント」
日本赤十字社 石丸 健
４）「わかりやすい検査結果の報告の仕方、
伝える手法を学ぶ」
旭川医科大学病院 臨床検査・輸血部
友田 豊

◆２日目：実技◆
１）試験管法による凝集判定の目合わせおよび
合わせ検体の調製

目

２）ABO・RfD血液型検査として３検体
（RhD陰性，部分凝集，オモテ・ウラ検査不一致検
体）
３）不規則抗体スクリーニングとして２検体
陽性検体）

（陰性，

４）不規則抗体同定検査として１検体
（抗E+抗Diaの複数抗体検体）

今回の診療報酬改定では、「血液採取(静脈)」が「20点」→「25点」と増点されました。
また、その他の検体採取で、「鼻腔・咽頭拭い液採取」が「5点」新設されました。
「臨床検査技師諸君！検査室に閉じこもらずに“出でよ病棟！患者様のもとへ！”」というメッセージではない
でしょうか？次ページで病棟業務を実施している施設での取り組みを紹介しています。
また、平成28年診療報酬改定内容に関する説明会（平成28年３月26日開催）の概要をご報告します。
（事務局政策調査課）
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平成28年4月1日号

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１

病棟業務を既に実践している施設や導入の取り組みを開始した施設での事例を収集し、それに基づく導入までの経過や実
際の運用などについてシリーズで紹介します。
第1回目は中規模急性期病院で臨床検査技師が病棟業務を行うことにより、医療現場においてどのような役割を担えるか、
そしてそれを行うことにより他職種からどのような評価を得られるかという事例を紹介します。
事務局政策調査課 板橋 匠美

【施設名】
社会福祉法人聖隷福祉事業団

聖隷横浜病院

【病院概要】
当院は2013年に国立横浜東病院より経営移譲を受け、設立
13年を迎えた。経営母体の理念である隣人愛を中心に、安全
で良質な医療の提供、地域への貢献を病院理念にかかげる横
浜市の保土ヶ谷区の中核的医療機関で、病床数300床（地域包
括ケア病棟51床含む）、27診療科、職員数515名、1日平均外
来患者数539名の急性期病院である。

【検査課概要】
臨床検査技師は19名で、日直１名、当直１名の24時間体
制。外来採血は検査技師が実施し、採血者数は185名/日、施
設内検体検査は、血算275件/日、生理検査50件/日、超音波検
査40件/日、耳鼻科検査40件/日、病理検査15件/日。検査課で
は“『できない理由』を考えるのではなく、『どうしたらで
きるか』を考える”ポジティブを合言葉に、前に進めるよう
に考える組織づくりをしている。

【実践している取組み】
検査室外での業務は、翌日分の採血管準備および配布、全
６病棟へのNST参画、ICT活動１回/週、SMBG指導、糖尿病教室
１回/月、腎臓病教室４回/年、そして、病棟業務を2015年９
月下旬から10月上旬の１ヶ月検証し、2016年３月より検証病
棟である循環器病棟（心臓血管内科、総合内科）において週
に１日、8：30～16：00まで病棟検査技師としての業務を開始
した。

【導入までの経過】
これからの検査は、少子・高齢化による患者数減少、医療
の機能分化による高度急性期・急性期病床の削減、そして検
査技術の進歩により、量から質の時代となり「検査」は減少
していく。また、人工知能が進歩し検体検査室には、どれだ
けの検査技師が必要となるであろうか。中央化した検査室で
待っている「受動的な検査技師から能動的な検査技師」へ変
わらなければならないと考え、病棟検査技師の検証を実施し
た。検証にあたり検査部門管理者として、①検査スタッフへ
の説明と同意 ②病院への説明と承認 ③看護部と病棟選定
④派遣技師の選定 ⑤病棟で実施する検査関連項目の作成
⑥病棟課長との業務選定 ⑦病棟スタッフへのアンケートの
依頼を１ヶ月で実施した。病棟選定では、検査技師の技術、
知識が発揮できると思われた糖尿病（SMBG）、消化器（輸
血）、循環器（心電図）の３病棟から、看護部から必要とさ
れた循環器病棟を選定した。派遣する技師の選定は、①メラ
ビアンの法則 ②コミュニケーション力③判断力 ④知識・
技術 ⑤前向きさ を考え選定した。他の職場に一人で入っ
ていくため熟慮して選定し、メンタル面に注意しケアした。
事前トレーニングで、仕事の依頼頼を待っているだけでは、

仕事がない状態であり、受け持ちチーム制に横断的に入って
いく必要があることがわかり、全ての患者状況が把握できる
ワークシートを出力し行動した。また、検査技師が病棟にい
る存在意義を高めるため、検査室と病棟の連絡は病棟検査技
師を介して行うようPHSを用意した。

【実際の運用】
病棟で実施している検査
関 連 業 務 と し て は、① 採
血、動脈血採取補助、培養
検体採取補助などの検体採
取 ②検体、輸血製剤の搬
送 ③患者への検査説明
④心電図測定 ⑤医師・看
護師への検査結果報告 ⑥
昼食前血糖測定 ⑦患者搬 ナースステーションでモニター心
送 ⑧検査関連の物品整理
電図を確認している様子
⑨検査結果のカルテ添付
などを行っている。検査関連外業務としては、①病棟の電話
対応 ②ナースコール対応 ③患者のトイレ介助 ④患者家
族や面会者の対応 ⑤ベッドメイク ⑥患者のベッド移動
⑦配膳補助 などを行っている。医師、看護師、看護助手や
病棟クラークと積極的に関わりを持ち、自ら進んで仕事を探
すこと、そして検査業務だけを行うというのではなく、同じ
病棟のスタッフとして「患者さんのために」協働することを
意識して病棟業務に取り組んでいる。

【取り組みへの評価および実践後の課題】
検体採取・採血、心電図、患者移送など検査関連業務にお
いて、看護師の負担が非常に軽減し、患者への直接ケアに従
事する時間が増えた。また、迅速報告とデータ管理が向上し
たとの評価が得られた。検査室と病棟の連絡がスムーズにな
り、患者の状況が把握できるようになった。患者アンケート
からは、検査結果の説明、なぜこの検査をするのか、検査の
やり方を説明して欲しいなど検査に関する説明を望んでいる
ことが示された。

【結語】
専門性を高めた認定技師も必要ではあるが、幅広い知識・
技術を持ち、検査説明・相談ができるジェネラリストを育成
していかなければならないと感じた。また、診療報酬に組み
込まれていない中での業務拡大は、厳しい状況にある。しか
し、「必要とされるところに」「できることから」「できる
範囲で」取り組んでいくことで『臨床』検査技師の未来が開
けると考える。
本取り組みは、2016年1月病棟業務推進講習会において報告し
た。また、2016年9月第65回日本医学検査学会において報告す
る。
聖隷横浜病院 検査課技師長 吉田 功
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前回の平成26年度診療報酬改定に続き、宮島会長（平成27年10月ま
で）、そして任期更新後、引き続き横地専務理事が専門委員の立場で
中医協総会に参加している中で今回の改定がなされた。次回平成30年
の診療報酬改定は、医療・介護同時改定となることから、団塊世代が
後期高齢者となる平成37年（2025年）に向けた医療提供体制に向けた
整備を行うことを医療改定単独で行う最後の改定である。日臨技で取
り組んできている病棟検査技師への取組や、在宅医療現場での検査技
師の業務拡大に弾みをつける改定内容であった。平成 28年3月26日
（土）に開催した説明会の概要を紹介する。
日臨技診療報酬対策委員会担当理事 丹下 富士男

「日臨技診療報酬対策委員会」の要望
－要望経過と内容の説明－
林 亮 委員長
平成26年度改定後の会員施設調査(有効回答数812
件)に基づき、日臨技の平成28年度改定への要望
事項をまとめた。関連団体(臨床検査振興協議会、
チーム医療推進協議会等)とも協議・調整して要望
書を提出した。
１.検体検査管理加算の見直し
２.血液採取（静脈）の見直し及び改定
３.鼻腔、咽頭粘液採取の新設
４.生理学的検査ポータブル加算の新設
５.生理学的検査管理加算の新設
６.在宅医療検査実施加算の新設
７.外来迅速検体検査加算 の一部算定要件変
（検査項目の説明と相談）
８.診療報酬から除外可能な検体検査項目
（削除）

平成28年度診療報酬の改定の概要ついて
－臨床検査を中心に－
厚生労働省保険局医療課 金光室長補佐
今回の改定で目指したのは、「2025年(平成37
年)に向けて、地域包括ケアシステムと効果的・
効率的で質の高い医療提供体制の構築を図るこ
と」と、「地域包括ケアシステムの推進と医療機
能の機能分化・強化、連携に関する充実等に取り
組むこと」である。
検討を行う上で4つの視点に基づいて検討を重
ねた。その視点とは以下の通り、
①「地域包括ケアシステム」の推進と、「病床の
機能分化・連携」を含む医療機能の 分化・強
化・連携を一層進めること
②「かかりつけ医等」のさらなる推進など、患者
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厚生労働省保険局医療課
金光室長補佐

にとって安心・安全な医療を実現すること
③重点的な対応が求められる医療分野を充実する
こと
④効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高
めること
検査に関連する事項として
・国際標準化機構に定められた国際規格に基づく
技術能力の認定を受けている施設において行われ
る検体検査の評価を行う
→ 国際標準検体管理加算 40点（新設）
・血液採取（1日につき）D400 1静脈
20点 → 25点
注２）６歳未満の乳幼児に対して行った場合
14点→20点
・鼻腔・咽頭拭い液採取 → 5点（新設）
・特定保険医療材料等の算定の明確化
医師の指示に基づき、在宅医療において看護師
等が医師の診療日以外に行った検体採取や使用し
た特定保健材料、薬剤に関する診療報酬上の取り
扱いを明確にする。
具体的内容 ２．検体検査については、検査を
指示・実施する保険医療機関において、検体検査
実施料を算定できる。
以上、改定内容の具体的資料は厚生労働省のホー
ムページの以下を参照して確認できる。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000106421.html

疑義解釈等の参照文書が整備された後に、検
査に関する事項についてはJAMTマガジンでも解
説記事を掲載する予定です。
JAMTマガジンは隔月発行の会誌「医学検査」
に同封されます。
（政策調査課）
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平成28年3月26日開催理事会にて、本年1月に定款が変更されたことをふまえて、定款第24条に従い、代表理
事を現行の２名から３名に増員することとし、長沢光章氏が代表理事 副会長に選任されました。理由は、
宮島会長代表理事 会長が激務となっているためとされました。

副会長就任にあたって
３月26日に開催された理事会で副会長に選任されました。副会長就任にあたり、
一言ご挨拶申し上げます。
平成24年から理事、そして国際担当の特命執行理事として８月31日から９月４日
まで神戸で開催の第32回IFBLS学会や国際交流を中心に活動してきましたが、１月
の臨時総会で承認されました定款の変更による代表理事の複数化に伴い選任され
ました。
今回選任された役職の任期は６月の定時総会までと短いですが、現在、宮島会長
が激務の中、IFBLS学会や国際交流にとどまらず、副会長として分担が求められる
分野について、宮島会長が掲げる目標のもと、全力で取り組みます。非力ながら、これまで様々な機会で得
た全国的なネットワークと25年にわたる技師会活動を活かして参りたいと考えます。
私事ですが、９年にわたる東北大学病院勤務を終え、本年４月より国際医療福祉大学成田保健医療学部で
教鞭をとることとなりました。前職では多くの方々のお世話になり、この場を借りて御礼申し上げます。
会員の皆様におかれましても、日臨技の事業に対し、なお一層のご理解と積極的なご参加をお願い申し上げる次第で
す。併せて、第32回IFBLS学会の成功に向けて、皆様のご協力をお願いいたします。
長沢 光章

４月15日は“BLS Day”
本年は国際学会を主催する年度でもあり英語原文を掲載いたします。

Promote and celebrate
The purpose with the BLS Day is to increase the awareness of the
role that Biomedical Laboratory Scientists have in providing health
care. BLS' play an important role in diagnosis, quality development
and assurance, treatment, research, development, and public health
care.
International BLS Day gives our profession a day to promote and
celebrate ourselves as a profession.
The theme is selected by the International Body (IFBLS) related
with health issues and support the WHO Millennium Development
Goals.
BLS Day is the day for Laboratory personnel to promote awareness
of our profession and the key role played by Biomedical Laboratory Scientists in the diagnosis and treatment of patients and research
in the modern medical sciences.
The theme for 2016 is: Patient Safety First
Importance of BLS Day
Biomedical Laboratory Scientists are one of the largest groups of
health care professionals yet our role in medicine is poorly understood by the patients and their families and even our colleagues
within health care administration.

IFBLSのホームページ
http://www.ifbls.org/index.php
International Federation of Biomedical Laboratory Science (IAMLT)
established BLS Day in 1996 at the World Congress in Oslo, Norway
to promote and celebrate the key role of Biomedical Laboratory personnel in diagnostic and preventive health care systems.

A Biomedical Laboratory Scientist finds out the causes of the disease which ensures better treatment and cure. We understand the
work we do and its significance to the patients. We are the experts
in our field and the very best people to carry our message.
Guidelines for celebrating BLS Day can be found here. Please feel
free to use the attached posters to promote your celebrations.
On behalf of the IFBLS Board of Directors, we hope that you use
the BLS Day actively and promote the BLS' professional skills and
contributions to ensure good health services.
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JAMT技術教本シリーズ

検体採取者のためのハンドブック発刊！
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本書の内容と特徴について
2014年6月の第186通常国会において，「地域における医療
及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律」が成立し，臨技法（昭和33年法律第76号）の
一部が改正されました。これにより，2015年4月1日から臨床
検査技師は医師または歯科医師の具体的な指示を受け，診療
の補助として鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、表皮並びに体表およ
び口腔の粘膜からの検体採取、鱗屑、痂疲その他の体表の付
着物の採取、肛門からの糞便採取が可能となりました。
現に臨床検査技師の免許取得者および同日前に臨床検査技
師国家試験合格した者は、この業を実施する際は医療介護総

合確保推進法附則で厚生労働大臣が指定する研修を受けなけ
ればならない、とされております。この「厚生労働大臣が指
定する研修」は、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会（日
臨技）が実施する講習会が指定されており、診断に適した材
料をどの部位からも確実に採取するために各組織の構造を熟
知し、病変のどこから検査材料を正確・安全に採取するか、
各領域に関連する感染症に対しても厳格な感染防止対策の習
得を目的として実施されております。
今回、「検体採取者のためのハンドブック」の発刊にあ
たっては、臨床検査技師の検体採取業務に関する実務書は少
ないことから、検体採取に必要な技術的要点や注意点を中心
に記載した参考書的で検体採取の現場において活用できる技
術書を目指し、実務を担当している医師、検査技師に執筆し
ていただきました。
その内容は鼻腔・咽頭の検体採取に関しては解剖学的要
点、検体採取の実際や検査法。皮膚・表在組織の検体採取に
関しては皮膚の構造と皮膚真菌症、細菌感染症、梅毒、ハン
セン病、ウイルス感染症、寄生虫感染での検体採取と皮膚科
領域の感染管理。採血に関しては静脈採血、耳朶（耳たぶ）
採血、指先（指頭）採血、足蹠採血（新生児）の採取方法と
注意事項、肛門の検体採取に関しては解剖学的知識、検体採
取 と 管理 とな って おり ます。検体 採取 Q&A の項 では尿、髄
液、骨髄液、間節液、精液、喀痰、静脈血の検査前、検査後
の検査材料取り扱い等に関してＱ＆Ａ方式で解説しておりま
す。
本書は持ち運びに便利なサイズで製本されておりますの
で、検査技師が検体採取業務を実施するうえで側に置いて活
用してくださることを願っております。

★ ”どこから、何を、どのように”採取すればよいのかがわかる！
★採取する検体、対象ごとにポイントを明確に示しています。

書店・ネット書店にて発売中！

編集部会
委員長
千葉 正志

日臨技ホームページもご参照ください
http://www.jamt.or.jp/books/
※日臨技 事務局での直販はしておりませんのでご注意ください。

（編集後記）毎日当たり前のように着ている白衣は医療職の制服でもある。それを纏うだけで病院の職員となり

医師と勘違いされることも多々ある。白衣を纏うことで病院の職員として認められ、患者さんとの関係を作
る。私服のままで病院にいれば一般患者さんやそのご家族という立場にも変わる。一枚の白衣に患者さんは自
分の人生や命を預けることにもなる。つまり白衣には恐ろしく大きな力を持っている。白衣を着るだけで大き
な責任が発生する。医療人として白衣を纏うに相応しい臨床検査技師でいなくてはならないと思う。【中井】

