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会員の皆様に対し、謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

平素より、本会の活動にご理解とご協力を賜り、役員を代表して厚くお礼申し上げます。 

 

昨年は会長の改選期でしたが、多くの会員の皆様のご推挙を賜り、３期目を無選挙で当選し、理

事会で承認いただきました。また、７月の参議院選挙においては、当会をはじめ臨床検査業界全体

からご支援をいただき、初当選させていだたきました。まさに、私にとっての昨年は、人生最大の

試練の年であり、激動の１年でありましたが、国会では参議院厚生労働委員会に属し、新たな覚悟

で職務に就いております。 

 また、４月の診療報酬改定では臨床検査関係では相対的にプラス改定となり、業界全体にも将来

への希望をもたらすことが出来きました。学術関係では、昨年９月には秋篠宮同妃両殿下をお迎え

し、我が国を含めて34カ国からの参加者による第32回世界医学検査学会（IFBLS学会）を神戸市に

おいて、臨床検査関係者のご支援等をいただき盛大に開催することがでました。会員の皆様のご協

力に改めて御礼申し上げます。 

 

さて、私は、昨年３期目の会長選挙へ臨むに当たり、会員の皆様方にお約束した「私が実現する

こと」として、学術活動の振興、制度・法制の充実と職域拡大、組織基盤を拡充し、国民から信頼

される組織の確立、教育・研修を充実し、将来を担う人材育成、精度保障による医療水準の向上と

チーム医療の推進などを掲げていました。 

このお約束を実現するために本年、実行すべき主な施策を述べます。 

 国は、団塊の世代が全員75歳以上になる2025年に向けて、「効率的かつ質の高い医療提供体制の

構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題として、平成25年に「医療介護総合確保推

進法」進法」等の関係法律を整備して、各都道府県に地域の人口構成等に応じた医療提供体制等を

見直すための「地域医療構想」を二次医療圏毎に作成し、持続可能な社会保障制度を構築するため

の施策を打ち出しました。医療から介護に、施設から在宅へとの進む中で、在宅医療における臨床

検査技師の関わり方として、在宅における検体採取や持ち運びのできる検査機器等の開発で、より

多くの臨床検査が実施できるようになると思います。さらに、在宅での検査情報を病院等にいる医

師に送信して、即時診断に結びつけ、医師が在宅の患者の元に個別に訪問しなくても、患者の急変

に早急な対応ができ、診断、治療の方針を出せるような環境が整いつつあります。 

（次ページに続く） 

初心貫徹・飛躍・そして着実に・・・。 
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

代表理事 会長 宮島 喜文 



日本臨床衛生検査技師会 役員一同 
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このような状況を踏まえ、今年は、「在宅医療における臨床検査技師の実践事業(仮題)」等に取

り組んでまいります。 

 

 また、平成27年１月27日に厚生労働省が示した「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」

において、認知症の人の意思が尊重されできる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし

続けることができる社会の実現を目指すため７つの柱の施策が掲げられ、柱の１つとして「認知症

の様態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供」が掲げられています。認知症は早期診断から適

切な治療・ケアにつなげることが重要であり、臨床検査技師は、早期診断、早期対応に欠かせない

検査の専門家です。当会独自の認定制度として「認定認知症領域検査技師」を創設していますが、

さらに認知症診断に欠かせない神経心理学的検査などの実務研修を充実させ、認知症診断に寄与で

きる人材育成にも努めてまいります。 

 

さらに、政府は健康・医療戦略推進本部令(平成26年６月６日政令第105号)に基づき、平成28年

10月19日「ゲノム医療等の実現・発展のための具体的方策」の意見を取りまとめ、遺伝子関連検査

の品質・精度を確保するために、法令上の措置を含め具体的な方策等を検討・策定が必要としまし

た。 

政府はこれを受けて、「臨床検査技師等に関する法律及び医療法の一部を改正する法律」を内閣

発議立法として国会に提出する準備を進めており、医療の質の向上を目指しております。当会とし

ては、臨床検査の品質・精度を確保し、医療制度の中で臨床検査の重要性を確立してまいります。 

 平成28年11月30日に「自由民主党衛生検査所に関する制度推進議員連盟」（検査所議連）の総会

が開かれ、今後、衛生検査所に限らず医療機関の検査室で行われる検査、試薬、卸関係団体を含め

た臨床検査関係全体の議員連盟とすべく「自由民主党臨床検査に関する制度推進議員連盟」と改称

して発足し、会長には検査所議連の衛藤征士郎衆議院議員が引き続き就任され、事務局長に私が就

任いたしました。今後は臨床検査業界全体が一体となって問題の提起・法整備等に努めてまいりま

す。 

 

 最後に、近年、人口知能（AI)の発達で「自動化の可能性の高い職業」として、臨床検査技師の

名前も挙がっており、真剣に受け止める必要があるかと思います。例えば、今後、人口知能を備え

た超音波診断装置が開発されると、人間より高い精度で画像診断が可能なることも想定され、今以

上に未来への予測を含め、新たな臨床検査技師像を模索していく時代にもなります。 

 当会は医療技術の進歩、時代が求める臨床検査へ的確に対応するため、先端的・先駆的な事業に

も取り組み、会員の皆様の学術向上と職域拡大に資する事業に取り組んでまいります。 

 本年も昨年同様に温かいご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

平成29年元旦 
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本年度も日臨技各支部で医学検査学会が開催されています。今回は後半に行われた３学会（４支部）の報告を掲載します。 

平成28年度 関東甲信支部・首都圏支部医学検査学会報告 
学会長 大澤 智彦  

実行委員長 丸茂 美幸   

 日臨技が一般社団法人化されたことに伴い、それま

での地区は支部の区分けとなり、全国は７つの支部で

組織されることになりました。関甲信支部と首都圏支

部は、関東甲信地区として１都８県で活動していたも

のが、関甲信支部と首都圏支部に分かれての活動とな

りました。医学検査学会についても、関甲信支部、首

都圏支部それぞれで開催をしてきましたが、特に首都

圏支部は３年に１回の支部学会開催が大きな負担にな

ることや、これまでの１都８県の繋がりの中で、学術

部門については過去からの継続的な取り組みをしてい

きたい希望があり、今年から合同の開催が許可されま

した。回数については、「これまでの継続」というこ

とから、今回は「第53回」と数えることになりまし

た。 

 山梨という、全国でも下から数えたほうが早い規模

の技師会が担当する

学会ですので、会場

準備、運営等どれを

とっても不安だら

け。で も、チ ー ム

ワークだけはどこに

も負けない、という

ことでスタートした

の が ２ 年 前 で し

た。 

 各都県の実務委員、実行委員の協力により、一般演

題135題、総参加者数1,070名の学会となりました。ま

た、狭い会場ではありましたが、展示は35の企業から

ご協力をいただきました。 

 今回の学会のメインテーマは「甲斐～そして未来へ

繋ぐ」。「甲斐」は山梨を表す古くからの名称であ

り、「生き甲斐」、「やり甲斐」といった日々の仕事

や人生の充実につながる言葉としても使われます。そ

こに掛けての「甲斐」、そして、まだその歴史は浅い

検査の世界ではありますが、先輩たちから受け継いだ

有形無形の財産、今の私たちが持っている知識や技

術、そういったものを受け継ぎ繋いでいこう、という

ことで「そして未来に繋ぐ」としました。検査を含め

た医療全体が、発展と厳しさのはざまにある中で、こ

れからの検査や検査技師がどうあるべきかを学ぶ機会

になってくれれば、という思いも込めました。 

 今回は市民公開講座として、特別講演と文化講演の

２つを行いました。特別講演には山梨が生んだ世界的

なスイマーである、シドニーオリンピック競泳の萩原

実務員朝礼の様子 

智子さんをお迎えし、「スポーツ

から学ぶ」のテーマのもと、恩師

からの教え、家族の支え、ライバ

ルとの関係等、スポーツを通した

ご自身の体験に基づいたお話をい

ただきました。様々な苦難を乗り

越えての競技人生についてのお話

は、聴く者に大きな感動を与え、

涙を堪えることのできなかった人

も多くいたようでした。 

 文化講演は「富士山信仰の歴史―吉田口を中心に

―」。世界文化遺産に登録された富士山であります

が、富士山は信仰の山であり、そこには富士山信仰の

文化があります。そういったことを「ふじさんミュー

ジアム」の学芸員である篠原武さんにお話ししていた

だきました。 

 教育講演は「線虫による尿１滴でのがん検査―その

技術と実用化について―」。線虫ががん患者の匂いを

尿で識別していることを利用した、がんの早期発見に

よるがん死亡者の減少、医療費の大幅削減に向けた大

変興味ある講演をいただきました。 

 「そして未来へ繋ぐ」のテーマに向けた企画は、各

研究班によるシンポジウムという形式で行いました。

「レジェンドが語る匠の伝承」です。この企画がその

後の会員の日々の仕事に生かされ、「うちの病院のこ

の検査室は、当院にとって唯一無二の存在」と言われ

るようになっていってくれたら、学会担当県として幸

甚であると思っています。 

 関甲信・首都圏支部の皆様、山梨の会員の皆様、賛

助会員の皆様、今回の学会開催に当たり、多大なご協

力をありがとうございました。  

萩原智子さん 

意見交換会にも多くの皆様にご参加いただきました 
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平成28年度 中四国支部医学検査学会報告 
学会長 小倉 克巳    

実行委員長 谷内 亮水     

 平成28年度中四国支部医学検査学会（第49回）が一

般社団法人高知県臨床検査技師会の担当にて、平成28

年11月26日（土）～27日（日）の２日間、「高知市文

化プラザかるぽーと」及び「トップワン四国」にて開

催されました。参加者は1,230名余りと盛況のうちに無

事終了することができました。ご参加頂きました会員

の皆様、講演頂きました講師の先生方、学生と引率の

先生方、ご協力頂きましたメーカー及び賛助会員の皆

様にお礼を申し上げます。 

 学会のテーマは「土佐からの新風～砕考・再構・最

高」としました。これにはしがらみに捕らわれず砕い

て壊して考えるという思いを込めて「砕考（さいこ

う）」という当て字を入れ、再構築する意味の「再

構」、そして「最高」のものを生み出したい、最高の

学会にしたいとの高知県の会員の思いが込められてい

ます。 

 特別講演は高知県出身の作家であります山本一力氏

に「生き方雑記帳2016」と題して、検査に関わる話を

盛り込んだ楽しい講演を頂きました。一般演題は189題

と多くの登録がありました。学会長講演、教育講演は

２題、シンポジウムは７題、特別企画としてライブレ

クチャーは「初歩から学ぶ！神経生理」と「超音波検

査で見落としを無くすコツ」の２題で、開始前から立

ち見が出るほどの盛況でした。スライドカンファレン

スは顕微鏡と標本を準備し、初日に参加者が標本を観

察し、２日目にその回答と解説を行い好評でした。日

臨技企画としての「術中モニタリング」とミニシンポ

ジウム「病棟業務」も多くの参加を頂きました。各

メーカーから協賛頂きましたランチョンセミナーは15

題、33社の企業展示など盛りだくさんの内容でした。

また、「中高生のための職業紹介－医療を支える臨床

検査技師ってなに？－」と銘打って学会・機器展示の

見学、臨床検査技師養成校８校のブースを構え、学校

毎の紹介コーナーや検査体験ツアーも行いました。多

開会式のテープカット  

くの中高生の参加を頂き、検査技師という職業をア

ピールできたと思います。 

 今回の学会では従来、中四国支部学会ではあまりや

られていなかったことを実行しました。１つ目は学会

長講演です。「臨床検査の自動化に挑んだ30数年～砕

考・再構は最高か？～」と題した会長講演を復活しま

した。２つ目は公開講座の枠を広げました。例年は特

別講演のみを公開講座とすることが多かったのです

が、１日目の午後の企画である特別講演、学会長講

演、教育講演の２題の４講演すべて公開講座とし、一

般市民・県民に開放しました。３つ目は抄録集の廃止

です。来年度から抄録集の廃止の方向性が決まってい

るとのことでしたので、いちはやく試みました。ま

た、PC発表データの受付の初日の混乱を少しでも緩和

しようと考え、メールによる受付および前日（金曜

日）受付を行いました。メール受付が50題、前日受付

が10題と予想以上の事前受付があり、驚きました。ど

の会場も活発な討議があり、会員にとって有意義な内

容を提供できたと思います。 
 

 最後に、本学会の開催にあたりご支援、ご協力頂き

ました皆様に心より感謝申し上げます。 

学会長講演   

高知県臨床検査技師会のスタッフの皆さん    
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平成28年度 中部圏支部医学検査学会報告 
学会長 油野 友二      

実行委員長 長原 三輝雄       

 平成28年度中部圏支部医学検査学会（第55回）は一

般社団法人石川県臨床衛生検査技師会が担当し、平成

28年12月10日(土)、11日(日)の両日に金沢市のＪＲ金

沢駅前にあるホテル金沢において約1,100名の参加のも

と盛会に終了した。本学会メインテーマは「輝きある

検査びとへの新軌道～医療Ensembleの担い手として

～」とした。少子高齢化、人口減少など足早に変貌す

る日本で、医療情勢は医師不足や医療経営などますま

す厳しさを増し、医療チームの名の下で業務の効率的

分担と医療安全の向上などの動きが加速している。こ

のような動きの中で私たち臨床検査技師は専門職とし

て何をなすべきかが問われ、日臨技は検体採取や検査

相談・説明のできる技師育成などの事業を推進してい

る。本学会ではサブテ－マにもあるように「医療

Ensembleの担い手」という新たな視点で臨床検査そし

て臨床検査技師のあるべき・進むべき姿を考えてみ

た。それが「輝きある検査びとへの新軌道」である。 

メインシンポジウムでは、「医療Ensembleの担い

手」として臨床検査技師はどのようにあるべきなの

か。また、次世代を担う若い人たちにはどうあって欲

しいのか。そのためにはいかに育てていくべきなの

か。新たな検査技師像を「検査びと」と呼び、６つの

先進的取り組みを検証し、将来への一歩を考える熱い

場とすることができた。 

文化講演は第55回学会であるこ

とから「夢への挑戦とそのための

人材育成」と題して株式会社ゴー

ゴーカレーシステム代表取締役 

宮森宏和氏に、やるべき時にいか

に臨むかを、また、教育講演では

｢木を見て森も見る医療の実践｣と

題して堀田修クリニックHOC院長 

堀田修先生に、検査と臨床の繋が

りを考えたこれからのあり方につ

いて各々ご講演いただいた。 

写真左より油野学会長、

宮森氏、宮島日臨技会長    

日臨技養成校企画において、ワークショップ「『良

い臨床検査技師』ってどんな技師？」を開催した。本

企画のねらいは「臨床検査を学ぶ学生（学生）」「臨

床検査技師養成校の教員（教員）」「現役臨床検査技

師（技師）」が対等な立場で意見を交わし、３者それ

ぞれが抱く「良い臨床検査技師像」の共通点と相違点

を互いに認識し、多様な臨床検査技師のあり方を知る

とともに、これからの時代を担う臨床検査技師の姿を

模索することであっ

た。学 生、教 員、現

役技師が臨床検査技

師の将来像を共有す

ることは、価値ある

臨床検査技師の創出

に寄与すると思われ

る。今回のような企

画がそのひとつのモ

デルとなる貴重な企画であったと思う。 
 

一般演題も病棟業務など各分野より127題の発表、

８部門別検査研究班企画、高校生進学支援ガイダン

ス、術中モニタリング企画、賛助会員32社による機器

試薬展示など充実した内容とすることができた。ま

た、支部学会として初の「金沢で行列のできるスキル

アップ研修会」を学会前日に担当権企画として実施し

た。 

 

例年より遅い12月の開催で、かなり寒い金沢での２

日間であったが、宮島会長もほとんどの学会企画に参

加され、学術と親睦の輪が広まった暖かい学会であっ

たと感じている。 

参加いただいた会員の皆様、賛助会員ならびに関係

の皆様に厚く御礼申し上げます。 

   日臨技養成校企画の様子 

高校生進学支援ガイダンスでは実際に 

機器を使っての説明も行われた 
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 「第16回CRCと臨床試験のあ

り方を考える会議2016 IN 大

宮」（以下、第16回あり方会

議）が2016年９月18日（日）～

19日（月・祝）に埼玉県の大宮

ソニックシティにて「クオリ

ティを担う一員として今何をす

べきか？～分業と連携～」を

テーマとして開催されました。 

 日本臨床衛生検査技師会（以

下、日臨技）は、第10回から休

会となっていましたが、第15回より復会しました。 

 そして、第16回の実行委員会より日臨技にプログラ

ム委員の推薦依頼があり、小生がその役目を拝命する

こととなりました。 

 プログラム委員は、シンポジウム、セミナーなどを

企画するのですが、今回のテーマに則した内容で企画

を考える必要がありました。今年のテーマにある「ク

オリティを担う一員」は、CRC（Clinical Research 

Coordinator：臨床研究コーディネーター）だけでは

なく、治験実施医療機関で働いているその他のスタッ

フにも関係することです。臨床検査のクオリティ、つ

まり精度は治験に係わる臨床検査であるか否かに係わ

らず、重要なことはいうまでもなく、検査部で働いて

いる臨床検査技師も無関係ではありません。また、国

際共同治験の実施が増加し治験実施医療機関に対する

外部認定取得の必要性が求められている中、2016年度

診療報酬改正では、国際規格に基づく技術能力の認定

を受けた施設に対して認められる国際標準検査管理加

算が新設されました。今後は、ISO15189認定などの外

部認定を取得する施設が増加することが予想されてい

ます。 

 そこで「どこまでやったらいいのか？～精度管理

～」と題して、治験に求められる精度管理についての

シンポジウムを企画しました。 

 本シンポジウムは実施医療機関の CRC、CRO（※

1）、治験依頼者、規制当局であるPMDA（※2）それぞ

れ立場の違う４人のシンポジストに登壇いただき、発

表、総合討論を行いました。会場内には立って聴講し

ていただいた参加者、また、会場に入りきれなかった

参加者が多数おられたと聞き、関心の高いシンポジウ

ムが企画できたことを嬉しく思いました。 
※Contract Research Organization：医薬品開発受託機関 

※2 Pharmaceuticals and Medical Devices Agency：医薬品医療機器

総合機構 

 あり方会議は、毎年3,000人を超える参加者があり、

今年も3,100人ほどの参加がありました。参加者アン

ケートに回答した参加者（1,023名）は多職種にわた

り、その中で臨床検査技師の資格を取得している参加

者は167名（16.3%）でした。 

 臨床研究の被験者の安全性はもちろんのこと倫理

性、科学性、信頼性を担保するために必要な臨床検査

に臨床検査技師が携わることで、検体検査では検体採

取から結果報告まで、生理検査では検査についての注

意事項など検査に関して専門知識を活かした説明がで

きます。臨床検査技師が臨床研究に参画する意義は高

く、精度を保った検査結果を報告するためにも活躍が

期待されています。 

 日臨技からプログラム委員として推薦していただい

たことで、貴重な体験をすることができました。ま

た、多くの方々と繋がりをもつことができました。日

常業務をこなしながらの対応は、時には悩ましく大変

ではありましたが、この経験を今後に活かしていきた

いと考えています。 

 2017年に名古屋で開催される、あり方会議のテーマ

は「原点をみつめて新たな一歩へ～変わらずにいるこ

と、変えていくこと～」です。 

 2009年４月に治験センター（現治験推進部）へ配属

となり、CRCとして早８年がたとうとしています。初心

を忘れることなく、ただ時代の流れにはしっかりと乗

れるよう探究心を忘れないようにしたいと思います。 

 最後に、JAMT技術教本シリーズ「臨床検査技師のた

めの臨床研究・治験ハンドブック」の編集委員として

携わる機会をいただきました。第16回あり方会議の書

籍コーナーに本書が並んでいるのを初めて見た時は感

慨深いものがありました。 

 岡山大学病院では、保健学科検査技術科学専攻の学

生に対して、臨床研究に関する講義および実習を行っ

ていますが、学生が臨床研究・治験に携わる契機とな

るようにこの教本を活用したいと考えています。 

クオリティを担う一員として今何をすべきか？～分業と連携～ 
第16回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2016IN大宮 プログラム委員 東影 明人 

(岡山大学病院新医療研究開発センター 治験推進部) 

４人のシンポジストと 

会場前にて 

（写真左から２番目が 

筆者） 
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平成28年度 

 医療安全管理者養成講習会の第２クールは平成28年

11月11日から13日の３日間で開催されました。  

 第２クールは実践報告から始まり、臨床検査技師が

医療安全管理者として取り組むべき事柄を中心とした

講義が行われました。検査部門に関する安全管理は理

解し易く質問も多く、全体的には医療安全管理者に求

められる資質や役割に関しては受講生の前向きな姿勢

で取り組んでいました。グループ討議は時間が長く受

講生が苦労していように見えましたが、検査技師が将

来的に施設の医療安全管理者となることのイメージも

湧いたようです。最後に、修了証書の授与で今年度の

医療安全管理者養成研修は終了となりました。 

 来年度に向けて企画が始まることになります。会員

諸氏の来年の受講挑戦をお待ちしております。 

担当執行理事 千葉 正志 

【１日目】 
 

「医療安全管理室の実践報告」 
 安曇野赤十字病院 村山 範行先生 

「今後の医療の変化と臨床検査技師の将来像」 
筑波大学附属病院検査部長 川上 康先生 

「医療安全管理者の役割と業務」 
医療法人天和会松田病院 岡本 由美先生 

 

【２日目】 
 

「安全管理の組織と運営」 
ひたちなか総合病院院長 永井 庸次先生 

「医療の質と安全を確保する取り組み」 
三重大学医学部附属病院 兼児 敏浩先生 

「医療安全体制の整備と研修企画・運営」 
名古屋大学医学部附属病院 古田 康之先生 

 

【３日目】 
 

「臨床検査に係る安全管理と情報発信（採血）」 
日臨技執行理事 千葉 正志 

「臨床検査に係る安全管理と情報発信 (輸血)」 
昭和大学藤が丘病院 寺内 純一先生 

「臨床検査に係る安全管理と情報発信（病理）」 
ひたちなか総合病院 根本 誠一先生 

「他職種による実地例示（看護師）」 
佐世保中央病院 朝倉 加代子先生 

「他職種による実地例示（理学療法士）」 
日本理学療法士協会 理事 大工谷 新一先生 

修了証書授与の様子 

 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ます。 

 第10回目は、スキンケアチームのなかで臨床検査技師が専門性を発揮し、チーム医療に取り組んでいる事例です。検体採取

からモニタリングまで一連の動作に検査技師が関わり治療へ貢献している施設を紹介します。 

事務局政策調査課 板橋匠美 

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10 

（次ページへつづく） 

【施設名】 
 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 
 

【病院概要】 
 当院は1950年に開設され、国内最後の内戦「箱館戦争」の舞

台にもなった五稜郭（現在は五稜郭公園の名称）のすぐそばに

あります。特に桜の咲くゴ－ルデンウイ－ク期間中は観光客や

地元の花見客で大変賑わっています。病床数は480床、24診療

科、１日の平均外来患者数は964人（2015年実績）、年間手術件

数5,522件（2015年実績）、職員数1,004人（2016年４月付）の

総合病院として「安心・信頼・満足を患者さんと地域に」の理

念のもと診療をさせてもらっています。 

 

【検査部概要】 
 検査科（検体部門）は委託会社のブランチ施設となってお

り、委託会社職員７名と病院出向職員７名の14名（受託責任者1

名含む）で血液・生化学・免疫・一般・輸血を中心に１日平均

698件（2016年上期実績）の検体を24時間365日体制で検査を行っ

ています。細菌検査に関してはブランチ化と共に近隣の検査セン

タ－へ外注しております。生理部門は病院職員13名で心電図・聴

力・肺機能・神経伝導・超音波・健診業務など１日平均279件

（2015年実績）の検査を幅広く行っています。検査科には医師１

名が常勤し、主に検査全般の監視と入院患者の栄養サポ－ト、感

染対策に携わっています。病理部門は医師２名、技師７名でパソ

ロジ－センタ－として独立しています。 



Vol.23No.1                会報JAMT ホームページ掲載                   平成29年1月1日号 

【実践している取組み】 
 室外業務として採血（中央採血室、新生児病棟）、病棟歩行

負荷、薬剤心臓負荷、ポ－タブル心電図及びエコ－、心臓リハ

ビリ、健診外勤（心電図、腹部エコ－）、睡眠時無呼吸検査な

どを出張検査として行っています。また、病棟が翌朝採血する

採血管は前日16：00（土曜日は14：00）までに依頼された分は

検体部門の技師が採血管の準備をしています。院内検診分につ

いても２日前に採血管を準備しています。チーム医療への参画

は主にNST、ICT、糖尿病、スキンケアの４チ－ムに加わり活動

しています。 
 

【導入までの経緯】 
 今回は「スキンケアチ－ムへの参画」について話を進めて行

きます。褥瘡は一般的に「床ずれ」とも言われています。長期

間の寝たきり状態などによって、体重で皮膚が長時間圧迫され

血流が悪くなり生じる皮膚潰瘍のことです。また、栄養状態が

悪い場合も脂肪や筋肉が減少し皮膚が薄くなったり痩せてし

まったりすることで、骨が突出しその部位に「床ずれ」ができ

やすくなると言われています。 

 2002年の診療報酬改定での「褥瘡対策未実施減算」の対策と

してスキンケア委員会が2001年に設置され、同時に褥瘡対策

チ－ムも発足しました。科内に当時を知る技師が居らず詳しい

ことは分かりませんが、2007年頃からNST担当技師がチ－ムに加

わったと聞いております。現在のメンバ－はNST、ICTを兼務し

ている技師１名と2015年に生理部門からエコ－に詳しい技師１

名が新たに加わることで検査全体をサポ－ト出きる体制となり

ました。 

【実際の運用】 
 チーム活動は２回（第１・３木曜日）/月行われ、メンバーは

形成外科医、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士、検査技師

の総勢22名で構成されています。 

 回診カンファレンスは皮膚・排泄ケア認定看護師がリーダー

となり、回診記録書を使用し議論しています。記録書には病

名、褥瘡部位、NST介入有無、必要エネルギ－量、食事、輸液、

摂取栄養量（カロリ－、蛋白摂取率）、検査デ－タ（TP、Alb、

BUN、Cre、Hb、など）の直近の値がリストに載っています。          

 看護師は患者状態、栄養士は栄養状態と食事について、薬剤

師は投薬や輸液量、理学療法士は褥瘡に対する体位変換指導、

医師からは今後の治療方針などが報告されています。検体部門

の技師は事前にカルテで患者の経過と検査データ（炎症、貧

血、脱水、微量元素、感染など）の変化を調べてカンファレン

スに望んでいます。回診はカンファレンスで厳選した患者数名

に対して医師を含めた７～８名のスタッフで行っています。褥

瘡の評価の多くは患者の状態を表す「DESING」の視点から診る

ことが大切と言われています。 

 回診時はその評価も加え

た観察をしています。患部

から出ている液体は浸出

液・濾出液のどちらか、皮

膚の色や状態（カサ蓋な

ど）、廃膿や悪臭があるか

なども注意深くチェックし

褥創回診記録と技師が行っている事前チェック内容 

D （Depth＝深さ） 

E （Exudate＝滲出液） 

S （Size＝大きさ） 

I （Inflammation/Infection＝炎症/感染） 

G （Granulation tissue＝肉芽組織） 

N （Necrotic tisssue＝壊死組織） 

ます。周囲組織の色調などから赤い腫れが認められた場合は、

膿培養や血液培養を提案し、技師が自ら膿検体を採取すること

も行っていますが、その機会は限られています。検出菌の多く

はブドウ球菌（MRSA含む）や緑膿菌、コリネバクテリュムなど

の皮膚常在菌が上位を占めています。また、生理部門の技師は

カンファレンスで深部組織損傷（DTI）や血流状態が知りたいと

の要請があれば外来に置かれているエコ－機を病棟に移動さ

せ、ベットサイドで検査を行っています。技師はモニタ－を通

して画像の説明を回診メンバ－に対して行っています。 
 

【実践後の課題あるいは他職種からの取り組みへの評価】 
 2015年から技師が２名参加しているが、数値と画像など幅広

い検査分野で患者状態を確認出来る点が検査技師の参加価値を

高めているものと思います。特にエコ－検査は目で見て分から

ない褥瘡の深さや広さを画像で評価出来る点や栄養補給をして

も治りにくい患部周囲の血流を見ることで栄養が行き渡ってい

ないなどの評価も可能となります。 

【実践したことによる課題】 
 現在活動している技師は30年以上のベテラン技師であること

から、今後は後継者の育成が重要となります。しかし、検体部

門のスタッフの半数は委託会社職員のため、患者からの検体採

取なども含めた検査は病院職員に限定されています。褥瘡部か

らの検体採取は２回/月の回診の範囲での活動となっていること

から、今後は関係部署と十分な協議を行い、チ－ム回診とは別

に採取指示があれば「技師が検体採取に伺います」と宣言でき

る検査科にして行かなければなりません。 

エコー検査については検査に熟知した検査技師が行うのが最

良と考えますが、近年ではエコー機も軽量・小型化されベット

サイドで誰でも簡単に検査が出来る機器が販売されています。

技師のいない個人病院などでは看護師自らがエコ－検査を実施

し、早期にDTI鑑別をしている施設もあるようです。専門性が強

く求められる検査業界ではありますが、効率性と迅速性を考え

た場合、「技師が検査を実施する」から「技師が検査を教え、

他職種に実施してもらう」など患者と施設状況に合わせた検査

スタイルを考えることも大切と思います。 
 

【結語】 

 検査室内だけでル－チンをこなすだけの時代は終わりを告げ

ようとしています。多くの職種と共に患者を診ることで検査科

が進むべき将来も見えてきます。患者・病院・地域に必要とさ

れる検査科となるようこれからも前進して行きたいと考えてい

ます。 

函館五稜郭病院 検査科長 佐藤 孝男 

技師がエコー検査を実施、後ろに形成外科医師、 

周りはスキンケアのメンバー 

≪担当理事のつぶやき≫ 
 

 看護師を含み多職種への専門的な臨床検査技術や知識の

教育は、もちろん臨床検査技師として行うべき業務と思い

ます。 

 ただし、諺で『軒下を貸して母屋を取られる』ようには

ならないような進め方が必要です。そのあたりも注意深く

進めていただき、さらに臨床検査技師の業務拡大に取り組

んでください。               【深澤】 
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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。 

今回は関甲信支部・首都圏支部医学検査学会の１演題、中四国支部医学検査学会の２演題を紹介します。 

～平成28年度 関甲信支部・ 

首都圏支部医学検査学会座長推薦演題～ 
 
 

「中規模病院での検体採取の取り組み」 

演者 土田 孝信（秦野赤十字病院） 

座長 千葉 正志         

座長推薦理由：本演題は技師法改正により新たな業となった

検体採取の５業務を加えて、積極的に検体採取が実践されてい

る施設の報告である。この業務の取り組みは他の医療職との関

係もあり、難しいと考えられているのが実情であるが、当該施

設は身近に起きた事例から進展させている。今後、この検体採

取業務に本格的に取り組む構想のある施設には参考となる推進

の仕方であると考えられる。 

 2015年４月から臨床検査技師により後鼻腔検体や表

在部位から検体採取が行えることとなった。当検査室

では、法改正が行われる以前より医師とともに検査技

師による検体採取を実施している。検体採取を行う

きっかけとなったのは、2011年に発生した角化型疥癬

による集団感染である。この集団感染によって患者だ

けなく職員も含めると38名の感染者を出してしまっ

た。当院には常勤の皮膚医師がおらず、緊急的な対策

としてサポート的に検査技師が皮膚採取を行うことと

なった。この事例から疥癬症が疑わしい患者を対象に

皮膚擦過を実施している。具体的な流れとして、かゆ

みを伴った皮疹を認め、疥癬症が著しく疑われる患者

が発生すると、感染対策チーム（ICT）もしくは検査

室に主治医から依頼があり、病棟看護師と連携を取り

つつ皮膚擦過を行っている。この様に当院のような常

勤の皮膚科医がいない病院では、検査技師が病棟に出

向き迅速に対応することで、的確に治療へと繋げるこ

とができる。同時に迅速な接触感染予防策をとること

で拡大感染を防ぐことが可能となる。 

 この制度は開始されてから日も浅く、いくつか課題

も挙げられる。病棟での課題として皮膚擦過による検

体採取は出血するリスクが高く、看護師の付き添いが

必要となってしまう。また、我々は電子カルテへの記

載が行えないため、採取部位や結果の記録は医師もし

くは看護師が行っている。その為、主治医や看護師の

付き添いは必須となり、採血や心電図のように検査技

師だけでの対応は難しい。一方、検査側での課題とし

ては、病棟でのニーズに迅速な対応を行う為にはマン

パワーが必須であるが、ルーチン中での急な対応は困

難であり、時間的な調整が必要となっている。特に夜

間や休日、長期間の休みに対して対応ができていない

のが現状である。取り組みとして「検体採取等に関す

る厚生労働省指定講習会」の受講者を増やし、少しで

も多くのスタッフが検体採取をできるように調整を

行っている。 

 今後の展開としては、疥癬症だけでなくインフルエ

ンザウイルスやノロウイルス等の集団感染、ICTラウ

～中四国支部医学検査学会座長推薦演題①～ 
  
 

「業務拡大に伴う人員補助の調整について 」    

演者 樫山 誠也（済生会広島病院） 
座長 丸田 秀夫           

座長推薦理由：演者の施設では様々なチーム医療への参画が

実践されている中、さらなるチーム医療の推進ために「病棟業

務推進チーム」が編成され、前向きな検討が進められている。

その背景には、限られた人員を適所に柔軟に配置し、人員補助

体制が確立されていることがあげられる。人員の確保において

大いに参考になる事例である。  

「患者様へ繋げる臨床検査」その中で我々の能力を

発揮するために検査室を飛び出した活動として、チー

ム医療への参画があります。その構築は、疾患機能的

チームという患者病態に対する組織横断的活動とさ

れ、当院においても、安全、感染、栄養、褥瘡、パ

ス、輸血など多方面で認知されています。一方、他部

署との連携を考えた時、病棟、外来を問わず、自らを

発揮するステージに上がる必要性が広がりつつありま

す。先行施設の活動には届かないものの、当院におい

ても、時間外の検体回収、輸血製剤の出庫搬送、早朝

採血の検体回収、ポータブル心電図、病棟負荷心電

図、爪白癬・皮膚真菌の検体採取など可能な業務は拡

張してきました。昨今、このステージを模索する目的

で【病棟業務促進チーム】なるチームを編成し「課題

抽出」「業務洗出し」を行い、当施設での促進の検討

を課しました。現場チームより抽出された業務は次の

３点、検査説明、検査備品管理および、翌日検査の案

内でありました。いずれの業務も検査が集中する午前

を避けた午後に対応可能であり、現場リーダーを中心

に今後調整を図ることになります。 

 さて、促進チームの動きと並行して、別の課題が抽

出されます。「業務拡大に際し最も課題となるもの

は？」と問う、日臨技病棟業務推進施設情報連絡会ア

ンケートにおいて、その70％を占めた課題は、人員確

保でありました。「誰がする？」「そんな時間はな

い」と大きな声が聞こえてきます。しかし、それが施

設の要望であるならば、その声を打消すリーダーシッ

プの発揮が必要であります。現状を分析し、枠を破壊

する導線も必要となるかも知れません。 

 当施設は病床数330床（一般280床、地域包括50床）

に保健、福祉施設を併設します。臨床検査室員14名

（非常勤２名を含む）業務は、中央採血室、一般輸

血、細菌遺伝子、病理細胞診、生化免疫血液、健診

（心電図、肺機能、腹部エコー）、生理（心腹頸血管

エコー、脳波、FMD、PWV、神経など）であります。当

直体制に加え、診療船派遣、休暇、出張対応と万全な

ンド時に症候が認められた患者に対し検体採取を行

い、病棟での医療ニーズに応えたいと考えている。 

（次ページに続く） 
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（編集後記） 新しい年を迎え、送られてきた年賀状から懐かしい人への思いを馳せることがあります。最近は新年

のあいさつも年賀状からメールやＬＩＮＥへと変わってきています。そんな中、日本の「大和言葉」を美しく書き記

した年賀状は何か心が通う気がします。「お迎えのこと」「ひとかたならぬ」「幸多き」「このうえなく」「心置き

なく」など大和言葉の響きが音楽の旋律のように感じます。言霊（ことだま）というくらいですから言葉には大きな

力が宿っているのでしょう。日常の中で自然に大和言葉が使えたら思いはより伝わるかも知れません。時には意識的

に使ってみてはいかがでしょう。「初春を寿ぎ謹んでお慶びを申し上げます。」            【中井】 

人員体制は望めず、14名の人員配置は複雑化し、個々

の能力に頼っているのが現状です。また、時間単位で

の移動を課す技師が半数におよび、３つの分野を移動

する技師の養成は重要です。翌日の人員を確認し配置

するのは主任リーダーの日常であり、ほぼ毎日変更す

る配置に室員は対応します。同じ業務で固定された技

師は非常勤技師２名を含む４名、残りの10名は日々不

足を補い、ある意味ではそのスペシャリストでありま

す。歴代室長の指導と行動力により、私の知りうる30

年前から現在のような人員補助の体制がとられていま

す。 

 職能者として自らの技量を高める努力、そして、人

として互いの職種を認め合う関係を構築する必要があ

ります。「チーム医療に参画することで他職種を知

り、交わることで認め合う。認められる業務には更な

る促進のための増員をも検討し得る。この道のりを、

技師会をあげて勧める重要事項として、まずは皆が前

向きに共有することから始めなければならない。」ス

タートは切られています。  

～中四国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に関する試み 

～新しい業務｢皮膚・表在組織検体採取｣開始への取り組み～ 」    

演者 齊藤 香織（社会医療法人千秋会 井野口病院 ） 
座長 丸田 秀夫           

座長推薦理由：３名の臨床検査技師が皮膚材料検体採取を実施

する中で、それぞれの実施例の採取状況や病変部写真等を記録し

て、情報を共有することにより業務改善、精度向上が進められて

いる。また検体採取で患者に近い臨床現場で業務に携わること

で、従来の検査業務においても意欲向上につながった好事例であ

る。 

臨床検査技師のチーム医療への積極的参画と業務拡

大が求められる中、当院では業務拡大の一つとして、

皮膚真菌鏡検検査の皮膚・表在組織検体採取を開始し

た。当院は188床の急性期医療を担う地域の中核病院と

して機能し、臨床検査技師10名で業務を行っている。 

主な検査室外業務は、生体検査のポータブル対応、ICT

やNSTチームでの活動、内視鏡業務、病棟予約採血管準

備、血糖自己測定機器の説明、輸血後感染症検査説明

と案内、また院内システム関連業務や輸血療法・医療

安全・広報委員会等多くの業務に携わっている。  

今回、検体採取業務拡大を検討するにあたり、まず

は部署内で検体採取を実施する意向を話し理解を得た

のち、病院長と理事長へ法改正についてと検体採取の

実施意向を話して理解を得て、技師全員が採取資格を

取得。その後具体的な取り組み業務の選定をし、病院

長・上層部の了承を得て、医局会・看護師長会で運用

説明後、開始となった。 

具体的な業務選定をするにあたり、前年度の主要な

検体採取の検査件数を調査したところ、インフルエン

ザの検体採取が最も多く、看護部からも要望があった

が技師の業務状況から難しいと考え、次に検査件数が

多く、業務状況から比較的取り組みやすいと判断した

皮膚・表皮真菌鏡検検査の検体採取を今後の検体採取

業務拡大への突破口として選定した。  

運用開始準備としては、３名の担当技師を決め、勤

務年数・コミュニケーション力・判断力等を考慮し

リーダーを１名選定、また看護部も担当を選定し、担

当同志で運用を決めていった。検査技師の担当だけで

なく看護部の担当を決めた事で看護部への窓口とな

り、スムーズな運用準備が出来た。 

 実際の運用は採取～報告まで一連の流れで行ってい

る。まず検査科に検査依頼連絡があり採取時間決定

後、検査技師がベットサイドへ出向き、看護師と共に

検体採取を実施、検査科へ持ち帰り、検査実施後結果

報告する。検査後は、採取状況や病変部写真等を記録

し３名の担当技師で情報共有し、運用や手技、器具等

の見直し検討等、精度向上に役立てている。  

また、検体採取開始半年後に看護部へ検体採取に関

するアンケート調査をした。検査技師の手技や接遇面

に関しては８割が不安を感じないとの評価で、患者様

への声かけも落ち着いて出来ているという意見であっ

た。さらに、約８割の看護師が技師・看護師間のコ

ミュニケーションや検査精度向上に繋がっていると感

じているようであり、「患者様の訴えを技師が直接聞

く事が出来る。」「技師と採取箇所を相談出来る。」

などの意見があった。ただ、看護師と共に実施してい

る事もあり、看護師業務負担軽減には感じていないよ

うだった。  

業務開始後の効果としては、患者様に近い臨床現場

で他職種と共に業務に携わることで、検査に積極的に

取り組むようになり、検査に対する意欲が向上したこ

とである。さらに、採取から報告まで一連業務で行う

ため、結果報告の時間短縮が可能となった。また、患

者の状態の直接確認や看護師との情報交換から検査結

果を予測しながらの検体採取ができる事や、看護師よ

り少人数で統一された適正な採取手技で実施できる事

から、より適正な検体採取へつながると考える。  

今回、業務拡大として皮膚・表在組織検体採取を開

始した。開始にあたり、病院上層部や関連部門とも十

分な検討を行い連携がスムーズにいくよう努めた。結

果として看護部の業務負担軽減までには至らなかった

が今後の検査室外業務拡大への足掛かりとなったと考

える。今後も関連部門と協議・連携しつつ、検査技師

による検体採取業務を促進・定着させ、患者に近い診

療現場で活躍できるよう取り組みたい。 


