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在宅医療 特集 

 在宅医療とは、医療は本来病院が望ましいがやむなく在宅で行う医療と

してではなく、病院や入院では不可能な、人を生活の場で治し支える専門

的な実践であり、それを通して、人は真に生きる力、すなわち、ダイナ

ミックで適応的な能力である本来の健康を取り戻すための医療です。 

 （第５回日本在宅医療連合学会大会より） 

「訪問診療でエコーを活用したい！」そんな

思いから在宅医療に足を踏み入れました  

脇坂 樹（医療法人健生会 福田診療所） 

◎在宅医療に興味を持った理由 

 日本は世界に類を見ない速度で超高齢化社会へと向

かっています。つまり介護が必要な方や通院困難な方

が急速に増えることを意味しています。実際に訪問診

療の件数は年々右肩上がりに増えており、約９割の方

が75歳以上の高齢者です。 

 そんな流れの中で臨床検査技師としてどのように関

わっていけるのか。エコーは訪問診療の現場でさらに

必要とされてくるのではないかと考えるようになりま

した。最近はエコー分野の１つとしてPOCUS（Point 

of care ultrasound）が在宅医療に有用であると注目

されています。POCUSとは観察部位や項目を絞り短時

間で診断を行うもので、病院では救急診療や入院中の

ベッドサイドで浸透しつつあります。各超音波の学会

やさまざまな講習会でもPOCUS教育が増えています。

そこでの講師の先生方が訪問診療でPOCUSを活用され

ていることを知り、私自身も同じように活用していき

たいと思いました。 

 また近年は、ポータブルエコー機の性能向上が著し

いと感じます。ポータブル性、操作性、画質など、こ

の数年で非常に良くなりタブレット型のエコー機でも

十分な検査が可能です。持ち運びの可能なノートパソ

【実際の訪問エコーの様子】 

72歳女性、乳がん末期の方。左下肢の浮腫と痛みが出現し下肢

静脈エコーを行っている。 

血栓は認めずがん転移によるリンパ浮腫と判断した。 

コン型のエコー機は画質の細かな調整ができ、欲しい

計測も揃っています。コンパクトなのにここまででき

るのかとわくわくします。 

 在宅医療というと看取りの医療という印象を持つ方

は少なくないと思います。私も自分で調べるまではそ

のような印象を持っていました。現在では通院が困難

な方のための医療という側面があります。通院が困難

なだけで病状が安定している方や入院が必要のない方

は多くいらっしゃいます。在宅酸素療法で外出が困難

という方、足腰の不自由な方、最期まで自宅に居たい

という方など様々です。定期的な検査を行うことは、

身体の状況や病態の変化を評価したり、体調が変化し

た時の新たな疾患を評価することができます。エコー

が自宅で受けられる環境は、医療を提供する側も受け

る側も恩恵が大きいと考えます。 
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◎今後の展望 

《臨床検査技師の在宅医療への関わり》 

 急速な高齢化に伴って医療提供体制が見直されてい

ます。患者は病院から在宅へと医療の提供される場所

が変化していこうとしています。その社会的な流れに

取り残されないよう臨床検査技師も在宅の方へ目を向

ける必要があります。しかし現在、臨床検査技師単独

で訪問検査を行っても診療報酬の加算が取れません。

また、臨床検査技師単独で訪問事務所を立ち上げるこ

とができません。これらの点が改善されると臨床検査

技師が活躍しやすい環境になると思います。病院の検

査室から訪問診療へ派遣するような仕組み作りができ

れば在宅医療へ大きく関わっていけるのではないかと

期待します。 

◎施設紹介と入職した理由 

 大阪市東成区に位置し、内科・小児科の外来診療と

訪問診療・往診を行っています。機能強化型在宅療養

支援診療所として認可され東成区と城東区（大阪城に

接して東側）を中心に訪問しています。また、訪問看

護ステーション、通所・訪問リハビリステーション、

介護老人保健施設、ケアプランセンターを有し地域包

括ケアシステムを法人内で構築することで、連携の取

れたより良い医療・介護サービスを提供しています。 

 当院に入職する前は総合病院で８年間勤務しまし

た。生理機能検査（主にエコー検査）を中心に当直の

検体検査、輸血検査に携わってきました。私は、もっ

と患者さんと近い距離で検査をしたいという気持ち

と、自分の経験や院内・院外で勉強してきた知識や技

術を使って患者さんに貢献したいという気持ちがあり

ました。診療所での勤務や在宅医療に関心を持ってい

たタイミングでエコーに造詣が深い院長から常勤とし

て声をかけていただいたことが重なり診療所で働くこ

【写真左：施設全景】 

１階が外来診療、２階が通所リハビリステーション、３階が

介護老人保健施設 

【写真右：クリニック前】 

綺麗な待合室がよく見えるガラス張りの正面玄関 

とを決意しました。 

 実際に働き始めると、「お、新人か？」「新しい看

護師さん？いくつ？」「頑張りや！」と患者さんから

声をかけていただくことが多く、いきなり距離の近さ

を実感することになりました。（大阪の土地柄かもし

れません…）同時にとても温かい気持ちになったのを

覚えています。定期的に通院される方は多く、訪問検

査に行く機会も増え、少しずつ顔馴染みの患者さんが

増えています。その中で患者さん自身のことや自分の

ことを話す機会があります。趣味などのプライベート

な話から、人生観や死生観、家族への思い、家族から

の思いなど患者さんから学ぶこと、考えさせられるこ

とが多くあります。色々な方と接する中で色々な考え

を知り、人間として成長できるのはやりがいの一つで

す。 

◎現在の業務（赤は訪問でも行っている業務） 

・超音波検査（心臓・血管・腹部・表在） 

・生理機能検査全般（心電図、肺機能検査、CAVI

など） 

・新型コロナウイルスPCR検査（＋検体採取） 

・認知症検査（長谷川式） 

・POCT検査（血糖、血算、CRP、PT-INRなど） 

・採血 

・健康診断（血圧測定、視力、聴力など） 

・レントゲンのポジショニング 

・検査関連物品の在庫管理、発注 

・新機器導入の見積もり、算定 

・検査関係のレセプト業務 

など 

 診療所の検査技師として院内

検査に関する精度管理が必要に

なってくると感じています。現

在は血糖やHbA1c、血算、CRPな

どの一部の検査項目のみ院内で

検査していますが、生化学の項

目もいくつか測定できるように

していく予定です。POCコー

ディネータやPOCT測定認定士な

ども視野に入れて検体の取り扱

いから精度管理、結果の管理まで関わっていきたいと

思っています。 

◎最後に 

 訪問検査を始めて間もない頃に出会い、勉強になっ

た１例を紹介します。86歳の男性、奥様と二人暮らし

で既往は心筋梗塞、脂質異常症、慢性腎臓病など。ヘ

【訪問バッグの中身】 

採血、コロナ採取、

心電図、エコー 
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在宅医療との出会いと今後の挑戦 

大橋 悟（坂の上ファミリークリニック） 

◎クリニック紹介 

 当院は、静岡県浜松市にあります外来診療・在宅診

療を行なっているクリニックです。外来診療にも力を

いれておりますが、開院当初より在宅医療にも積極的

に取り組んでおります。 

『在宅患者数と看取り件数、在籍医師数』 

 ・居宅患者数：517名 

 ・施設患者数：1,554名 

 ・看取り患者数：612名（2021年） 

 ・在籍医師数（非常勤を含む）：39名 
 

 これらの数字をご覧いただければ、在宅医療に積極

的に取り組んでいるのがお分かりいただけるのではな

いでしょうか。 

◎在宅医療との出会い 

 私が在宅医療と出会ったのは、今から20年ほど前の

まだ介護保険制度が始まったばかりのころでした。前

職場の医師が、有料老人ホームの訪問診療を依頼され

たことがきっかけで、同行するようになりました。そ

の当時は訪問時の運転手、訪問診療の物品管理などが

主な業務で、医療行為といえばバイタルチェックや採

血を少し行なう程度でした。在宅に持参できるような

検査機器も所持していなかったため、検査が必要な場

合は、クリニックに来院していただいたり、病院への

紹介で対応していました。 

 しかし、あるとき医師がふと「胸部不快感がある患

者さんの往診依頼が来たのだけど、心電図できな

い？」と投げかけられました。当時のクリニックに

は、一般的な検査室にあるような心電計はありました

が、今あるような、ポータブル心電計はありません。

その時のことは、今でも忘れないのですが、「なぜ今

まで在宅に心電計を持っていかなかったのだろう」と

思いました。自分で心電計は持って行けないものだと

決めつけていただけで、単純に台から機器を外し、

コード類も外してある程度コンパクトにすれば、在宅

へ持って行くことは可能です。すぐに医師に「心電計

を持っていけるように準備します」といって、往診に

同行しました。 

 このあたりから、私が在宅医療において検査技師と

して関わりはじめることとなります。 

◎坂の上ファミリークリニックでの検査業務 

 前職場の閉院に伴い、縁あって現職場に勤めるよう

になり９年目となります。私が入職する前には、検査

技師が在籍していなかったこともあり、入職当時は業

務が少なく、これといった業務をすることなく時間ば

かりが過ぎていったのを覚えています。月日が経つに

つれ、徐々に外来でのエコー業務が増えていきました

が、在宅医療に関わることはしばらくありませんでし

た。 

 しかし、入職して半年くらい経過したある日、理事

長から、「息切れがする患者さんの往診依頼が来たの

だけれど、今すぐ往診にはいけそうにないので、先に

ポータブルエコーで検査してきてくれない？」と相談

がきました。実際、一人で在宅に向かうことが今まで

ほぼ皆無であったため多少の不安はありましたが、当

時の私は時間を持て余していましたから、二つ返事で

「いけます」とお答えし、患者様宅へ伺って検査をし

たのが、今の職場での在宅医療と関わるきっかけとな

ります（今となっては、その暇な日々が羨ましいと感

じてしまいますが…）。 

『当院で検査技師が行なっている在宅検査業務と件数 

（2021年実績）』 

 ・超音波（主に腹部・心臓）：268件 

 ・心電図         ：123件 

 ・Holter ECG       ：10件 

 ・採血          ：16件 
 

※在宅における採血業務に関しては、通常は医師・訪問

看護師が行なっているため、検査技師が行なう件数は多

くはありません。 

ビースモーカーの方でした。左足が痺れて動けないと

のことで下肢動脈エコーが依頼され自宅に訪問しまし

た。コミュニケーションとして検査前からできるだけ

話をするようにしています。「病院が嫌いで行きたく

ない」という話や「たばこを吸うなと医者は言うけど

好きなように生きさせてくれ」という具合でした。左

下腿は冷感あり、膝窩動脈から拍動触知困難、エコー

では浅大腿動脈から血栓閉塞でした。重症下肢虚血肢

は予後が悪く、病院で治療をするという選択肢はあり

ますか、と伺ったところ「（コロナ対策で）入院した

ら誰も会われへんやろ、家におるわ、最期まで好きに

生きる」とのことでした。足の痛みは強くなり「足

切った方が痛みもなくなるんかな」とおっしゃってい

ましたが最期までたばこはやめず数日後に自宅で永眠

されました。『住み慣れた場所で人生の最期まで自分

らしい暮らしを続ける』を実現された方でした。価値

観は人の数だけあります。在宅医療では、患者一人一

人の「自分らしい」を見極めることが大切であると学

びました。 
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 現在当院では、外来検

査・在宅検査における検査

技師が担っている業務につ

いては、私１人で行なって

いることもあり、在宅検査

は基本的に午前と午後の診

療の合間に、医師の依頼内

容に基づいて、１人で在宅に出向いて実施しておりま

す。ただし、緊急性のある場合や在宅患者様の都合な

どによっては、診療時間内でも在宅に出向いて検査を

実施するように心がけており、検査依頼や在宅患者

様・ご家族の都合などに応じて柔軟に対応しておりま

す。 

◎これからの挑戦 

 現在、挑戦していきたいことといえば、「多職種に

よる心不全患者様への関わり」です。心不全パンデ

ミックが囁かれている昨今、心不全患者様を今後、在

宅でいかにサポートしていくかが重要な課題の１つと

なっています。私も、日本循環器学会が創設した「心

不全療養指導士」の資格を取得したことで、より一層

心不全患者様への関わりの重要性を感じております。

そのため、心不全患者様に対する検査技師の関わりを

今後作っていきたいと思っております。そして、多職

種と連携して心不全患者様が安心して最期まで過ごす

ことができるようになればと考えています。 

◎最後に 

 在宅医療に携わっていて感じる事は、「在宅医療に

検査技師は絶対に必要である」ということです。当院

においても、在宅における検査業務は当たり前となっ

ておりますし、必要不可欠となっております。また、

各地域で在宅医療に携わっている検査技師の方々も同

じように感じていると確信しております。 

 そのため、全国で在宅医療を担っている医療機関の

医師の方々にも、検査技師の在宅医療における関わり

を知ってもらうことにより、まだまだ在宅医療におけ

る検査技師業務は発展していく余地が残されているの

ではないでしょうか。 

 臨床検査技師が在宅医療において必要不可欠な職種

となれるよう、私も検査技師の在宅医療における新た

な可能性を常に模索しながら、これからも地域の皆様

に貢献できるよう頑張っていきたいと思います。 

【在宅検査風景】 

在宅医療の現場で臨床検査技師に何ができ、

何ができないのか、現場で確かめる 

荒川 正子（医療法人社団宇光会 村井クリニック） 

 私は、３月に永年務めた病

院を退職し、６月から在宅療

養支援部門のある地元のクリ

ニックに勤務しています。こ

こでの私は今までの検査室の

中の私とは違い、医師と訪問

診療に同行する毎日です。 

 ところで、皆さんの在宅医

療に対する認識はどんなもの

でしょう。「臨床検査技師

は検査室で検査をする人」

と世間一般の人のみならず、多くの臨床検査技師が

思っているとしたら、在宅医療は私たちから遠い世

界、接点など全くないと感じることでしょう。私も同

様で臨床検査技師が在宅医療に関わることはほとんど

ないと思っていました。正直な話、ある時期までは在

宅医療に関心がなかったというのが事実です。そんな

私がどうして訪問診療に同行することになったので

しょうか。 

 検査室の臨床検査技師として病院で働いていた私は

異動とローテーションの度に認定資格を取得し、学会

活動をし、研修会で研鑽しながら日々検査をするごく

ごく一般的な臨床検査技師でした。ある日、病院の看

護師に誘われがん患者支援イベント「リレー・

フォー・ライフ（RFL）とちぎ」の実行委員会に参加

しました。それまで病院の中で多くの時間を臨床検査

技師と過ごし、残った時間を他職種の病院職員、採血

や生理検査で患者と関わってきた私にとって医療職、

福祉職、がん体験者とその家族、一般人、他職種の中

にあって臨床検査技師ひとりというコミュニティはと

ても新鮮でした。RFL活動に関わることで「患者」と

いう存在を改めて認識しました。がん専門病院で永

年、細胞診、超音波検査、血液検査で「がん」の細胞

や画像を観ていただけで「がん患者」を診てこなかっ

たことに気づき愕然としました。『みるは観る 診る 

看る』「顕微鏡のレンズや超音波の画面の先に患者が

いることを忘れずに観なさい。それは患者を診ること

で患者を看ることなのです。これが『みるは観る 診

る 看る』です。」どこかの研修会で聴いた言葉で

す。それからの私は検査で「病気」を観るだけでいい

のだろうかと頭のどこかで考えながら過ごしてきまし

た。その頃、RFL活動を通じて栃木県内の在宅医療を

担う先生方と知り合って少しずつ在宅医療に興味を持

【村井院長（右）と私（左）】 
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ちました。その後、日臨技「臨床検査技師による在宅

医療の推進」に続く第20回日本在宅医学会に参加した

ことで栃木県臨床検査技師会の「在宅医療と臨床検査

のかかわり」の調査研究に（※）繋がっていきます。

そして在宅医療の現場で臨床検査技師に何ができるの

か、できないのか、現場で確かめることにしました。 

 現在私は、週３日午前

中の訪問診療に同行して

います。医師・看護師・

私、または医師・私の組

み合わせで訪問します。

訪問先では患者のバイタ

ルチェック、採血、超音

波 検 査、点 滴・気 管 カ

ニューレ交換・胃ろう交

換等診療の補助、処方箋

の確認・発行、患者、家

族からの情報収集をおこ

なっています。クリニッ

クに帰ると、電子カルテに情報を入力します。加え

て、栃木県における医介連携ネットワークシステム

「どこでも連絡帳」に当日の診療情報を書き込んで、

患者に関わるケアマネージャー、訪問看護師、訪問薬

剤師、ヘルパー、施設職員、事務スタッフを含めたク

リニック職員と情報を共有します。その他、物品や薬

剤等の手配と準備、外注検査への依頼等の業務があり

ます。訪問先への移動の車の運転も同行者が担当しま

す。 

 さて、このような日常を送り始めて５か月。臨床検

査技師が、というより私ができないこと、足りないこ

とが少しずつ分かってきました。 

・「意思決定ってどこでだれがどうするの？」 

 きっかけは訪問診療移動中の車中で私が何気なく訪

問診療からイレウスで入院した患者さんについて

「Hb5で輸血ですね」と発言したことから始まりま

す。この発言に対し医師は「どうしてHb5で輸血する

の？」予想だにしなかった医師の応答に戸惑いまし

た。臨床検査技師は血液検査室で初回検査の結果が

Hb5mg/dlであれば当然パニック値として主治医に報告

します。その結果輸血検査室に輸血の依頼があればク

ロスマッチを実施し製剤を払い出します。臨床検査技

師として「血液製剤の使用指針」は理解していてもあ

くまでも検査室視点で物事を見ていて、そこに「輸血

を実施するための意思決定」があることに気づきもし

ませんでした。電子カルテで患者の情報は確認します

が、輸血に関わる患者や家族の意思にまで考えが及ん

ではいませんでした。いまだに考え続ける言葉です。 

・「薬の名前がわからない」 

 処方箋を見るたびに、スマホ片手に薬剤を検索する

毎日です。一般名、商品名、後発薬、容量適応、用

量。まだまだパニックです。 

・「患者とその環境を理解すること」 

 毎日出発前に前日の患者の訪問状況、当日訪問する

患者の状況を同行する看護師と私で報告します。これ

はかなり苦手でどこをどう突っ込んで話すのか難しく

感じます。先輩看護師たちの物語のような報告を感心

して聞いています。ここはまだまだ修行です。 

・「ケアマネージャー・訪問看護師・訪問薬剤師等ス

タッフとの連携」 

 実はとても重要な業務ですが、全く手付かずです。 

・「診療の補助」 

 気切カニューレ交換補助、点滴準備、注射補助、胃

瘻交換補助。手順が複雑な上に清潔不潔の定義が身に

ついていないのでとても苦労しています。 

・「訪問車の運転」 

 生まれ育った土地なのでわかっているつもりがなか

なか難しい。安全に気を配りながらナビを見て判断し

て、毎日試行錯誤しながら運転しています。 

・「手際が悪い」 

 学生時代、不器用過ぎて臨床検査技師としての就職

をあきらめていました。半ば騙されて就職しました

が、検査機器の自動化、検査システム導入など年々自

分の苦手分野が少なくなっていき、長い間臨床検査技

師として働くことができました。しかし、訪問診療の

現場ではその不器用さが改めて露呈し、無駄な動きが

多いと医師に指摘されるとともに大いに自覚していま

す。 

・「患者とのコミュニケーション」 

 いわゆる世間話ではなく、患者の身体状況や精神状

態、困りごとなどの情報を収集する必要性を実感しま

す。臨床検査技師にかけている部分と実感します。 

◎最後に 

 臨床検査技師の目指す在宅医療はどういうものなの

か、私には結論は出ていません。しかしあまりにも長

い間「検査結果」がメインの現場にいたため、「患

者」を中心にする医療に関わることは新鮮な毎日で

す。今後は他職種との交流を積極的に進めるととも

に、学校教育では在宅医療に必要なコミュニケーショ

ン能力取得、バイタル測定の手技、ハンディ型エコー

の操作をカリキュラムに組み込むことが重要かと考え

ます。 
 

（※）奥山啓子他「栃木県における臨床検査技師の在宅医療へ

の関与 : 現状と今後の展望」 

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520010381206971648  

【訪問バック】 

【訪問車】 
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第71回日本医学検査学会【71JAMT企画】 

「在宅医療における臨床検査技師の未来像」報告  

 本年５月に大阪にて開催されました「第71回医学検

査学会」にて「在宅医療における臨床検査技師の未来

像」をテーマにシンポジウムを開催いたしました。 

 JAMT企画とありますように、会報JAMTで昨年企画し

ました【在宅医療特集】を口演の形にしたもので、居

宅の在宅医療と施設での在宅医療のそれぞれの特徴や

学生教育の現状・将来像などについてご紹介をいただ

いております。 

 また、第４回日本在宅医療連合学会大会長の谷水先

生からは検査技師に対しての期待について、お話をい

ただきました。 

 フロア参加者から積極的な発言もあり、今回のテー

マ「在宅医療における臨床検査技師の未来像」につい

て建設的なディスカッションができたと思います。 

 報告に合わせて登壇者よりコメントをいただきまし

たのでご紹介いたします。 

在宅業務推進WG 委員長 宮下 勉 

（医療法人社団鴻鵠会） 

杉原 明美（医療法人あんず会 杏クリニック）  

 印象的にはもう少し具体的な症例が多くてもよかっ

たかと思います。 

 「こんなことまで検査してくれる！」と会場が驚く 

ような症例があってもよかった気がします。 

 ドクターは他の職種の数字は意外と気にしていない

のかもしれません。（件数など）数字よりも「検査技

師ってこんなことが在宅でできる」ということを示し

てもよかったのかも…。と今は感じています。 

 また今後は訪問看護との連携の中から検査に結びつ

いた症例や、テレビ電話を使用した症例なども発表で

きるように頑張りたいと思っております。 

高橋 昌志（医療法人社団 平郁会）  

 在宅分野での検査の重要性・必要性を再認識させら

れた学会でした。 

 ただ、在宅医療に携わる医師・看護師の検査に対す

る考え方に温度差があるように感じられました。私も

含め検査技師も同様に何ができるのか？どうすれば良

いのかを手探り状態で模索しているような印象でし

た。 

 検査技師が主体となり、検査の重要性・必要性を

もっと訴えていかなければならないと思っています。 

私の所属する平郁会検査課は、検査技師・放射線技師

が一つのチームとして活動していますが、お互い協力

し合い患者様に対しより良い医療をお届けできるよう

日々検査に従事しております。在宅医療の現場でも新

たに骨塩定量検査を開始することができました。機器

の関係で施設型在宅医療のみの対応ですが、医療機器

メーカーに働きかけ、ゆくゆくは居宅患者様にも適応

できるようにしていきたいと考えています。 

 在宅医療分野で今までできなかった検査でも、でき

る様に一緒に工夫していただける人脈やヒントを得た

学会で、今後も積極的に参加していきたいと思いま

す。  

井越 尚子（香川栄養学園 女子栄養大学）  

 『在宅』『訪問』は、臨床検査技師業務のキーワー

ドの一つと言っても過言ではなく、切り離せない分野

となりつつあると今回の学会で強く感じた。実際の現

状を掴むのにも情報はまだ少なく、挑戦するきっかけ

と勇気が必要だろうとも感じるが、現役技師のみなら

ず、退職や定年世代も大いに技師力を発揮し、多職種

と連携して地域貢献ができよう。 

 教育側では、新カリキュラムが動き出し、一方、臨

地実習諸施設側には実習内容に条件が求められご苦労

な点が多いと察するが、臨床検査の発展と技師育成の

充実化のためである。ここに新たに、在宅医療や訪問

診療に関わるチーム医療の一端でも研修が可能であれ

ば、学生に視野が広がり刺激となって有難いと切なる

思いを込めて発表をさせていただいた。 

 急速な高齢化と新型コロナ感染拡大と合せ、臨床検

査技師の可能性や多様性を世にも知ってもらう時機到

来と感じたのは私だけではないのではないだろうか。  【シンポジウムを終えて】 

左から井越・杉原・津田・谷水・宮下  

 

第71回日本医学検査学会 71JAMT企画  

「在宅医療における臨床検査技師の未来像」 
 

座長：宮下 勉（医療法人社団鴻鵠会） 

座長：津田 喜裕（近畿大学病院 中央臨床検査部） 
 

①居宅を中心とした在宅医療での活躍 

 杉原 明美（医療法人あんず会 杏クリニック） 
 

②施設を中心とした在宅医療での活躍 

 高橋 昌志（医療法人社団 平郁会） 
 

③学生の目指す臨床検査技師の在り方と今後の学生

教育 

 井越 尚子（香川栄養学園 女子栄養大学 

                  微生物学・臨床検査学研究室） 
 

④在宅医療における臨床検査技師への期待 

 谷水 正人（四国がんセンター 院長） 
 

⑤ 総合討論 

※敬称略 
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（編集後記） 山では紅葉が見ごろを迎え、里には秋桜が咲き誇りススキが秋風に揺れています。支部、県学会

シーズン真っ盛り。本号では「在宅医療特集」「認定救急検査技師制度第2回指定講習会開催報告」をお届けしま

す。在宅と救急一見対極の両者ですが、どちらも偏った知識のみでは通用しない領域です。またコミュニケーショ

ン能力が肝要です。携わっている会員はもちろん、皆様にとって興味深く役に立つ内容であれば幸甚です。次号も

お楽しみに！                                        （植木）  

  学会や講習会が、コロナ禍にて以前と同様の対面での開催が、２

年半近く困難状況が続きできていませんでした。対面開催となると感

染問題で躊躇する部分があり開催に対して賛否両論がありましたが、

第71回日本医学検査学会(大阪)の前日に対面開催で、行列ができる

“スキルアップセミナーPart Ⅺ”の開催を決断したところ多くの方が

参加してくださいました。もしかしたら参加者も対面開催を望んでい

るところもあるのではないかと感じました。今回の指定講習会開催で

は、北は北海道、南は宮崎県からの参加があり大変うれしかったで

す。企画側として参加者の反応が解る対面講習会はすごく勉強になり次

回はもっと良い講習会の開催しようと思える機会でもあります。講習会はBLS実技講習があり、同席している隣

の参加者と共同で実技を行うので、これも対面講習会ならではの良さと思います。今後もWeb、対面での講習会

を開催していきます。 

認定救急検査技師制度 資格更新・研修会WG委員 津田 喜裕 （近畿大学病院） 

中澤 美佳子（国際医療福祉大学市川病院） 

 川崎で開催された認定救急検査技師制度 第２回指

定講習会を受講しました。認定POCC取得後、救急医

療・災害医療・在宅医療により興味を抱くようにな

り、この認定制度についても取得を目指そうというの

がきっかけでした。 

 最初に、日本医科大学の横堀先生より、救急医療の

歴史から現在の救急医療システムまでお話しいただ

き、続けて今講習会の共通テーマである「意識障害」

の初期診療の進め方について臨床現場に即した内容の

講習がありました。その後、救急医療に携わっている

検査技師の立場から、「意識障害」に関する検査総

論、生化学検査、薬毒物迅速検査についての講義があ

り、検査技師の専門性を活かすべきタイミングや、理

解を深めておくべき知識を学ぶことができました。実

技ではBLSの重要性についての講義のあとに、ペット

ボトルを用いて実際に心肺蘇生を行い、２分間が長

く、周囲の協力を得る必要性を感じました。 

 今後ますます救急医療における検査技師の役割が増

え、活躍できるということが確認できた講習会でし

た。今回対面形式の講習会で、開催までの事前準備に

ご苦労されたことと思います。貴重な機会を与えてい

ただきありがとうございました。 

伊達 正馬（大阪医科薬科大学三島南病院） 

 私は今年の４月に臨床検査技師になりました。大学

時代お世話になった先生や勤めている病院の技師長と

の出会いもあり救急検査技師というものに興味を持

ち、今回、第２回認定救急検査技師制度指定講習会に

参加しました。 

 講習会では救急医をはじめとし、各地でご活躍の検

査技師の話を聞くことができました。救急検査では重

症度よりも緊急度を優先すること、意識障害患者が運

ばれてきた時に考えられる疾患やそれに伴う検査デー

タの考え方について学ぶことができました。特に私の

中では原因不明の意識障害患者が運ばれてきた時に 

薬物検査を行ったら約30%の確率で陽性であったとい

うデータが印象的でした。またペットボトルを使った

BLS研修も行いました。ペットボトルという身近にあ

るものでBLSの練習ができるので、医療従事者にとど

まらず、一般の方々にも是非チャレンジして欲しいと

思いました。 

 まだ臨床検査技師になって半年ということもあり知

識、経験がまだまだ不十分ですが、バイタルサインや

ショックの兆候などをしっかり勉強し、今後の仕事へ

も活かしていきたいと思いました。 

ペットボトルを使ったBLS実技講習の様子 

会期：令和４年10月２日（日）８時55分～16時40分  

会場：神奈川県川崎市のステーションコンファレンス川崎 

テーマ：症候としての意識障害とその初期診療  


