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P1 令和５年度の要望書を自由民主党と厚生労働省に提出 

P2 日臨技支部医学検査学会開催報告（２）【中四国支部】 

P3 様々な現場で活躍する臨床検査技師（タスク・シフト/シェア編） 

P4 チーム医療推進協議会 令和４年(2022)度研修会参加報告 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

 当会として11月８日に自由民主党主催「予算・税制等に関する政策懇話会」に出席し令和５年度要望書を提

出しました。また同日に要望内容の担当局長である医政局長、健康局長、老健局長、保険局長にも要望書を提

出しました。  

今般の新型コロナウイルス感染症の収束が見えない

中、今後発生することが想定される新興感染症への対応

等を含む５本の柱を基に、７つの要望を行いました。 
 

１．新興感染症に対する体制整備の要望 

２．タスク・シフト/シェアを推進するための要望 

３．国民の健康を図る検体検査の品質・精度確保のため

の要望 

４．臨床検査技師の教育体制の要望 

５．在宅医療の充実のための体制整備の要望 
 

要望内容は下記の通りです。 
 

１）厚労省・保健所等行政機関への臨床検査技師配置強

化の要望 

新型コロナウイルスの感染急拡大や長期化により、感染

症対策を担う行政機関は業務が逼迫する状況に陥りまし

た。一方、臨床検査技師は、PCR検査、検体採取、ワクチン

接種の打ち手などその専門性を活かしてCOVID-19に携わっ

てきました。保健所等の「感染情報の整理、分析及び提

供」など専門性を活かし貢献できると考えられるため厚労

省・保健所等行政機関への臨床検査技師配置強化を要望し

ました。 
 

２）臨床検査技師の実人員把握のための関係法令の一部

改正 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、臨床検査技師

の重要性が増してきています。しかし臨床検査技師が全国

でどの程度存在し、業務に従事しているか正確に把握され

ていません。医療施設静態調査において調査はされていま

すが、常勤換算従事者数のため、実人員が反映されていま

せん。医師や看護師等には届出義務が法律上規定されてい

ますので、臨床検査技師にも同様の規定を法律で規定する

ことを要望しました。 

３）医師の働き方改革に資するタスク・シフト/シェア

推進のための臨床検査技師病棟配置への診療報酬上

の評価の要望 

タスク・シフト/シェアの業務において、病棟等で臨床

検査技師が業務を行うことにより医師等の業務負担軽減に

効果があることがわかっています。 

臨床検査技師による病棟業務実施について、広く普及さ

せるためにも、診療報酬上の評価を新設していただけるこ

とを要望しました。 
 

４）精度管理の義務化の要望 

平成30年12月より検体検査の品質・精度管理に係る基準

が法律上定められましたが、精度管理が義務化されていな

い範囲があります。 

例えば高度な医療を提供する特定機能病院や地域医療支

援病院などでは、更なる精度の確保に係る高い基準を検討

することを要望しました。 
 

５）高度な知識・技術を必要とする検体検査の品質の確

保のための人的要件新設の要望 

検体検査の実施については、法的に業務制限がありませ

んが、検査結果が患者診療に重大な影響を及ぼす細胞判定

に関する検査、微生物学的検査、輸血に関する検査等など

の検体検査については、専門的知識・技能を有した臨床検

査技師が行うことの人的要素を含んだ基準を求めることを

要望しました。 
 

６）臨床検査技師養成に必要な教育年限変更の要望 

臨床検査技師学校養成所のカリキュラムも変更になり、

また更なるタスク・シフト/シェアの推進のために、臨床検

査技師が検査に関連する診療の補助全般に対応可能とする

ための教育を追加するなど、臨床検査技師の教育年限４年

制を推進することを要望しました。 
 

７）臨床検査技師の介護支援専門員（ケアマネジャー）

の受験資格付与の要望 

介護支援専門員（ケアマネジャー）の受験資格に臨床検

査技師が含まれていません。臨床検査技師も在宅医療に積

極的に取り組んできています。在宅医療の充実の一助とす

るために、臨床検査技師の介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）の受験資格付与を要望しました。 
 

 

令和５年度要望書の詳細は、日臨技HP「資料・ガイド

ライン」に掲載しておりますのでご参照ください。 
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学会長  米田 登志男         

実行委員長   有谿  俊一      
共創「Co-Creation」～ 「知識」「 技術 」「信頼」 ～ 

般演題は97題で、発表者の皆様は久しぶりの緊張感、

臨場感を感じ取られたと思います。シンポジウムは各

部門から12題あり、広臨技の学術部門を中心に運営

し、充実したプログラムになりました。「みんなで考

える症例検討会」は、広島県医学検査学会で積み上げ

た実績とスタッフの入念なリハーサル、寸劇を取り入

れた内容で参加された方々は十分に楽しまれた内容で

あったと思います。 

 教育講演では、広島大学理事・副学長の田中純子教

授による「新型コロナウイルス感染症～抗体検査から

みたパンデミック」と題してご講演いただきました。

国内でも稀にみる疫学調査結果を公表され、私達、臨

床検査技師においても大変有意義な講演でした。 

 一般演題、シンポジウムではフロアからの活発な質

疑応答、企業展示ブースでは会員とメーカーとの交

流、会場の外では同級生や知り合いと久しぶりに再会

し近況を伝え合う場面が随所で見られ、現地開催の意

義を改めて実感できました。 

 最後になりましたが、改めまして学会に参加してい

ただいた会員の皆様、運営に携わっていただいた関係

者の皆様に感謝申し上げます。来年、愛媛県でお会い

しましょう。 

１日目 第１会場フェニックスホール 

 2022年10月22、23日広島国際会議場において2022年

度日臨技 中四国支部医学検査学会（第55回）（学会

長：一般社団法人広島県臨床検査技師会 会長 米田 

登志男） を開催しました。学会のテーマは、“共創

「CO-CREATION」～「知識」「技術」「信頼」” 新型

コロナウイルス感染症によって変化した社会への対

応、タスク・シフト/シェアに関する講習会や臨地実

習指導者の育成など、 臨床検査技師に求められる変

化がすぐそこに来ています。わたしたちが臨床にとっ

て不可欠な職種として存続するためには何が必要なの

か？多種多様な立場の人たちと対話しながら共に考

え、検査の新しい価値を創造していきたいとの思いで

テーマを決定し、企画・運営しました。 

 ７～８月にかけて新型コロナウイルス感染の急激な

拡大があり、実行委員会では現地開催かWeb開催か何

度も議論し、会場の環境整備、参加時の注意事項など

今までに経験してこなかった学会運営について有谿実

行委員長を中心に計画・準備してまいりました。 

 ３年ぶりの現地開催となった今学会は天候に恵ま

れ、参加者は1,097名（日臨技会員772名、賛助会員

227名（49社）、学生93名、その他（非会員）５名）

でした。開会式とランチョンセミナーでは、岸田文雄

内閣総理大臣のビデオメッセージを放映しました。一

写真上： 

１日目 企業展示会場 

 

 

 

 

 

 

 

写真左： 

２日目 シンポジウム 
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医師の働き方改革を推進するための一方策として、さらなるタスク・シフティング（業務の移管）の推進は

重要であり、制度的対応も含め検討していくべきであると指摘されたことをうけ、改正法が令和３年10月１日

より施行され、臨床検査技師の業務に10の行為が追加されました。今回は、救急の現場でタスク・シフティン

グに取組んでいる臨床検査技師の活動をご紹介いたします。 

八戸市立市民病院急患室での業務活動の紹介・展望 

八戸市立市民病院  救命救急センター 

 奥沢 悦子   

2022年４月より、ERに臨床検査技師１名（私で

す）常駐で開始しております。最初に申し上げておき

ますが、私自身は病理・細胞診を30年程、担当してお

り、生理検査は得意とする分野ではありません。 

当院は、ERに併設して専属の検査室があるわけでは

ありません。おおまかな担当業務内容は次の通りで

す。ER：ライン確保・採血・血培採血、点滴ラインの

抜針。血液ガス測定、CPAで胸骨圧迫、心電図、グラ

ム染色、コロナ検査での鼻咽頭ぬぐい採取。感染病棟

でのコロナNEAR法検査担当。ER内の検査機器管理な

ど。 

そして、ドクターカー

での出動を試行開始して

おります。出動の一報が

入ると救命医・救急救命

士と私とで、素早くPPE着

用・安全靴に履き替え

て、ドクターカーに乗り

込み、現場に出動します。現場到着までの僅かな時間

で、患者情報から移動するドクターカーの中では作戦

を立てます。例えば意識障害なら、デキスター（血糖

測定）を準備しておきます。現着して救急車に患者が

収容されている時は、救急

車内へ乗り込みます。私は

コロナ抗原検査を実施、医

師は初期診療を開始、病院

到着までの間に結果が判明

します。その間、病院救命

士と連携して、ライン確

保・採血・血液検体分注を

していきます。 

 車 内 で は、心 電 図

（JOIN：心電図データ伝送

システムで病院内ではリア

ルタイムに12誘導波形が見

救急車内で鼻咽頭ぬぐい液を 

採取している様子  

ドクターカー 

ることができる）

や、救命医師が救急

車内で心エコーをし

ています。この情報

はバイタルサインと

ともにERへ連絡され

ます。ERに収容され

た 時 点 で、採 血 済

み・ルート確保がされています。血液ガスは直ちに測

定され、血液検体にはバーコードラベルが貼られ、検

査室へリニアで配送されます。 

ドクターヘリ、ドクターカーも現場に医師を投入

し、医療展開する「プレホスピタル」という考えで

す。 

ERに配属されて約半年が経過しました。現在、ER

での業務展開や、今後はプレホスピタルでの検査技師

の介入の取り組みを大事に育てている状態です。 

 極めて厳しい重症患者に遭遇することがあります。

ERは「患者を救いたい」という原点に立ち戻り考させ

られる場でもあり、教育の現場としても貴重な場と考

えます。  

救急車内での心エコー 

ER内 

 法改正により追加された業務を行うためには「タスク・シフ

ト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」の受講が必要で

す。詳細は当会ホームページをご確認ください。 
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（編集後記）全国的に新型コロナにおいて第８波の到来とインフルエンザの流行が懸念され、依然として終

息がみえない状況が続いています。本号では「日臨技からの政策要望」「支部学会報告（中四国）」「タス

ク・シフト/シェアの実例」「チーム医療推進協議会研修会」をお届けしました。日本の高齢化は2040年に

ピークを迎え、人口全体の３割にまで達する予想です。医療・福祉の就業者数の人材不足の対応には、業務

の効率化を図らなければなりません。タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会へ多数参加し

ていただくことです。                                  （多田） 

 チーム医療推進協議会は、医療専門職団体や患者会、そしてチーム医療に関心のある方々によって平

成21年にスタートしました。現在、当会も含め加盟団体は20の医療職種から参加をいただき、チーム医

療に関する学会（チーム医療推進学会）や研修会の開催を行っています。今回はテーマ「多職種連携教

育の実践とその応用」と題して10月30日（日）にオンラインビデオ会議システムを利用し開催された研

修会の参加者から体験談が届きましたので、報告させていただきます。 

（専務理事 深澤 恵治） 

三井 孝弘（伊那中央病院） 

 今までカンファレンスに出席しても「検査結果は

しっかり出したし、この患者ケアはあちらの仕事だ

な」と検査技師の関わる領域かどうか線引きして関わ

りを終わりにしていた部分もあったように思います。

しかし研修会前半の多職種連携に関する講義では、そ

れぞれが自職種の領域だけで患者ケアを実施していて

はまとまりがなくバラバラなケアになってしまう、カ

ンファレンス等の話し合いにて各職種の知識を相互に

学びあい連携・協働して統合したケアを実施すること

が大切だと話がありました。実際に後半には模擬症例

を用いた多職種カンファレンスを体験させていただ

き、自分だけでは見える視野に限界があること、他職

種の視野からみた景色がとても参考になり、新しい知

見を得ることができることを体験させていただきまし

た。今回教えていただいたInter-Professional（専門

職連携）の概念を意識し、タスク・シフト/シェアの

進む中で各職種間の繋がりを持って相互に学びあいリ

スペクトしながらチーム医療に努めていきたいと思い

ます。  

テーマ「多職種連携教育の実践とその応用」  
 

【概要】 
 

日  時： 2022年10月30日(日) 14:25～16:30 

方  法： オンラインビデオ会議システムのZoomを使用 
 

【プログラム】 
 

第１部：多職種連携教育の実践とその評価 
演題名「多職種チームのメンバーとしての自己評価」 

講師埼玉県立大学看護学科教授 國澤 尚子 先生 
 

第２部：ブレークアウトルームからの報告並びにディスカッション 
 ブレークアウトルームでは、グループごとに模擬症例を用いた多職種カンファレンスを

体験し、症例に対してどう考えるか、また、多職種とのカンファレンスを通して得られた

体験などを話し合っています。 

 その後の各グループからの報告、ディスカッションを視聴していただきます。チャット

で全体に質問ができます。 
 

１．各グループからの報告（15:40～16:00  LIVE配信） 

２．質疑・ディスカッション（16:00～16:30  LIVE配信） 

川口 港 （国立国際医療研究センター病院）  

 当院では救急外来で臨床検査技師が夜勤業務を行っ

ており、医師・救急救命士・看護師などの多職種と業

務を実施しています。今回の研修会のテーマでもある

患者や多職種に対して「自分の職種であればどう関わ

るか」ということに非常に興味がありました。研修会

では模擬事例の患者について各職種がどのように関わ

れるか、どのように患者を診ていくかを７グループに

分かれて模擬カンファレンスを行いました。私は医療

ソーシャルワーカー（MSW）、義肢装具士、臨床心理

士、理学療法士（PT）、視能訓練士の方々と一緒でし

た。それぞれ専門領域ならではの考えや限られた患者

情報から自分の職種ならどう支援できるかを話し合う

ことができ、非常に有意義な時間でした。領域間の線

引きや仕事の押し付け合いをすることなく「協働」す

ることでチーム医療をより良くしていくものだと理解

することができました。講義終了後は、各グループか

らディスカッションした感想が発表され、全員で情報

共有を行いました。講師の國澤 尚子先生とチーム医

療推進協議会の方々のご尽力に感謝申し上げます。  


