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中井規隆 

P1～P3 平成28年熊本地震災害対策本部を設置！ 

P4 シリーズ職域拡大への取り組み 第３回病棟業務の取り組み２ 

P5 平成28年度日臨技特別セミナー「人と組織の活性化をどう構築するか」受講者募集中！ 

/平成28年度診療報酬改定付帯事項 
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 会告で既報のとおり、事態を重くみた日臨技

は、4月17日（日）に緊急の執行理事会を開催

し災害対策本部設置準備室を立ち上げました。 

 現地の情報収集のため、事務局員1名を18日

（月）に熊本県臨床検査技師会事務所へ派遣

し、その情報を確認するための本部内緊急会議

（21日（木）、22日（金））を経て、現地支援

のための役職員の現地駐在を決定しました。 

 熊本県臨床検査技師会は4月22日（金）、26

日（火）、28日（木）、5月1日（日）と頻回に

役員会議を開催して、日臨技の災害対策本部と

連携しました。 

 4月22日（金）、日臨技は熊本県に対し被災

民支援の義援金50万円を熊本県臨床検査技師会

田中副会長

（右）に 同

行 い た だ

き、熊 本 県

健康福祉部

に手渡しま

した。 

 

 

 

14日午後9時26分ごろ、熊本県で震

度7の揺れを観測。 

 

16日午前1時25分ごろ、熊本県で震

度6強の揺れを観測。マグニチュー

ドは7.3。気象庁は14日以降に続く

「本震」と判断した。 

 

16日に最大震度6強の地震が相次

ぎ、各地で家屋の倒壊などの被害が

広がった。 

（画像は崩れた熊本城） 

平成28年 

熊本地震 

災害対策本部 

を設置！ 



 4月24日、現地入りした宮島本部長は状況整理の上、

増永熊本県会長と協議して、現地支援方針を決定しま

した。 

 現地では、会員施設の検査室は熊本市民病院を除い

て稼働しているため、被災県民への支援として、DVT検

診活動を積極展開することとしました。 

 この集中行動日は、5月3日（火）から5月5日（木）

までとしました。 

会員の被災など 

の把握・対応 

4月21日（木） 

現 地 派 遣 者 は

Skypeで本部緊

急会議に参加 

 

本部長 宮島喜文 会長 

副本部長 長沢光章 副会長 

本部委員 

執行理事全員 

支援調整 

島村・板橋（事務） 

情報収集 

川原・山内（事務） 

被災地災害支援室 

室長   佐藤元恭 九州支部長 

副室長 増永純夫 熊臨技会長 

被災地情報収集 

           西浦明彦 理事 

           丸田秀夫 執行理事 

現地の支援内容

の把握・人的支

援の手配 

 

【現地駐在期間】 

 

宮島本部長 

4月24日～25日 

 

長沢副本部長 

5月1日～5日 

 

丸田本部委員 

4月26日～29日 

 

深澤本部委員 

4月28日～5月2日 

 

板橋支援調整員 

4月18日～27日 

5月1日～7日 

 

島村支援調整員 

4月23日～26日 

4月30日～5月4日 

現地支援方針を決定 

熊本市役所内に貼り出された組織図 

には、「日臨技」が明記された 

先行する経験を力に 
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 平成16年中越地震、平成19年中越沖地震、平成23年

東日本大震災などにおいて、地元技師会は、避難所な

どでDVT検診活動に参加してノウハウを蓄積してきまし

た。 

 今回、石巻赤十字病院植田医師が震災直後に現地入

りして、必要度を判断され、4月23日に同病院検査技師

阿部氏と盛岡市立病院検査技師千葉氏を帯同して再度

現地入りされました。その後、千葉氏中心に被災地支

援経験のある全国の検査技師に声掛けを行い、今回の

支援活動の実行環境が整備されました。 

 対策本部として、九州圏外のボラインティア募集を

会員専用サイト上で行いました。熊本県内は熊本県臨

床検査技師会が、九州他県については九州支部および

各県技師会が人員確保手配を担当しました。 

 この結果、多数の検査技師が5月３日からの集中行動

に参加する体制が構築されました。 

 この集中行動を通じて、避難所におけるDVT検診プロ

トコールが全国に拡散・定着して、いつ、どの地域で

災害が起きても、近隣技師会が被災地技師会と連携し

て必要な活動が展開できるようになることを目指して

います。 

（集中行動の結果は次回号で報告予定） 
国・行政機関連携 

篠崎（事務） 

他団体連携 

横地常広専務理事 

医療救護ニーズに対応 

熊本県医療救護調整本部 

支援団体登録 

日臨技 

DVT対策班 

他市・郡 他市・郡 熊本市 

4月24日（日）

熊本保健科学

大学内の現地

対策本部で協

議する宮島本

部長（右）と

増永熊臨技会

長（左） 

熊本市役所に毎日の

打ち合わせに向かう

検査技師代表 



（上） 

5月１日（日） 

出発前の鹿児

島・宮崎隊 

 

（下） 

5月１日（日） 

20時過ぎまで

行った熊臨技幹

部と対策本部の

合同作戦会議 

健康調査にも協力 
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 厚生労働省健康局健康課が今回の震災対応において

DVT検診の評価を行うための調査活動を日本循環器学会

に協力要請し、熊本大学循環器内科を中心に4月20日よ

り展開された活動に、4月23日より検査技師を派遣して

協力しました。この活動は4月30日で終了しました。 

まさに検査技師の仕事 
 石巻赤十字病院の植田医師のもとでのDVT検診や、熊

本市役所で毎日割り当てされる避難所において、DMAT

医師らのもとでのDVT検診には、4月下旬から多くの検

査技師が参加しています。 

 参加者においては、「これこそ、まさに医療救護で

あり、検査技師の力量が試される仕事」「検査を待ち

望む一人でも多くの避難者に検査を通じて安心を与え

たい」という感想で共通しています。 

 5月1日夜の合同作戦会議を経て、5月3日から行われ

る行動について、 

「がまだせ！熊本 ブルドーザー作戦」 

と命名されました。 

 

※がまだせは、頑張ろうという意味の熊本弁です。 

現地対策本部内のポスターから 

現地対策本部の運営に、熊本保健科学大学様に多大なご協力をいただいています。ここに感謝の意を表します。 
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 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ています。 

 第２回目は自動化がすすむ検査室で技師の仕事が減少することが懸念される中、検体採取等講習会が転機となりチーム医療

への積極的な取り組みが始まった事例です。看護師の評価はよく、クレームなし、そして検査の説明を求められるという事例

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２ 

【施設名】 
 一般社団法人因島医師会 因島医師会病院 
 

【病院概要】 

 当院は瀬戸内海のほぼ中央に位置する広島県尾道市因島にあ

り、因島及び周辺地域に高度の医療を提供し地域医療を支える

病院として昭和57年５月に因島医師会により開設された。診療

所と病院の理想的な連携を目指すオープンシステム（開放型）

の病院で病床数197床（一般病棟48床、地域包括ケア病床44床、

障害者施設等一般病床52床、回復期リハビリ病棟53床）11診療

科、職員数約300名である。 
 

【検査科概要】 
 医師会の施設なので病院検査室と医師会検査センター両方の

機能を併せ持ち、在籍する臨床検査技師６名の担当は、生理検

査、内視鏡センター室２名、検体検査室４名で検体検査の約６

割が診療所からの検体である。 
 

【検査室外業務】 
 学童検診（学校に出向く）、末梢機能検診（院内の別室にて

実施）、一部患者の心電図、出血時間の検査、客員教授の消化

器エコーの介助、ICT活動、検査報告書の配布。 
 

【臨床検査における環境変化】 
 平成27年３月に病院内にオーダリングシステムが導入された

が診療所の検査は依頼書対応のためバーコード運用を見送っ

た。しかし今後は電子カルテを導入する診療所が多くなり将来

的には検体処理、測定とも自動化され技師の仕事は減少する方

向にあると考えている。 
 

【意識の変化】 
 日々業務に追われ、検査室に届いた検体を検査するだけで

あった私達の転機となったのは検体採取の講習だった。講習を

修了し、バッジを名札に取り付けた時に「このバッジを単なる

飾りにしたくない。これを機にチーム医療にもっと積極的に携

わるべきだ」と思った。修了書を病院に提出したことも気持ち

の後押しとなり「このチャンスに一歩を踏み出そう。自腹で講

習を受講してくれた技師に実践の道を開かなくては意味が無

い」と考えた。 
 

【取り組みの経過】 
 これまでの検体採取は医師・看護師の業務であり依頼が出る

と採取用綿棒を検査室に取りに来て病棟に戻り、採取後再度検

査室に持ってくるという流れだった。一人目の技師が平成27年

11月に検体採取の講習を修了したので平成27年12月の「臨床検

査適正化検討委員会」で講習を受講した技師は検体採取ができ

るようになったことを報告し、討議の結果、看護師の負担軽減

になるのでこれからは検査技師がインフルエンザ等の検体採取

に行くことを決定し、早速技師による検体採取が始まった。そ

の後も順次受講し計５人の技師が修了した。 

【実践の状況】 
 検体採取の講習を修了した技師が全員実践することが大切と

考えて特に担当者の固定はしていない。検査依頼がオーダリン

グシステムのモニターに表示されると、外来の場合は速やかに

検体採取に行き、病棟の場合は担当看護師と連絡を取り発熱等

の情報を聞いた上で検体採取に行く時間を決めて出向くが、い

ずれの場合も検査室を見回して技師を指名したり募ったりして

いる。ちょうどインフルエンザ流行季を迎えインフルエンザ抗

原の検査依頼が多くなり講習を修了した技師はすぐに採取に向

かうようになった。最初は不安がる技師もいたが耳鼻科医師に

緊急時の対応を教わったり、講習会のテキストなどを参考に技

師同士で手技の確認を重ね、受講者全員が採取業務を行った。

採取後検査室に戻ると採取時の状況を確認し、高齢の患者が多

く技師一人では出来ず看護師の介助を必要とする場合も少なく

ないので「検体採取気づきレポート」を作成して情報の共有、

技術の向上に努めている。 

【取り組みの評価】 
 看護科長を対象に実施したアンケートでは看護師の業務がそ

の分楽になり良かった、検査技師の検体採取は安心して任せら

れる、技師が採取した患者やその家族からのクレームは現在ま

でのところ無いと言った嬉しい評価を頂けた。一方で今後の技

師に求めることとして患者への説明（検査の目的や、やり方に

ついて）や生理検査室への患者の移送、採血業務などが挙げら

れた。 
 

【結語】 
 検体採取の講習を受講し、実践することができた。また検査

技師が検体採取を行なうことに対して看護サイドからはまずま

ずの評価を得た。私たちは一歩を踏み出したばかりであるが、

次には何ができそうか意見を出し合い病棟とも連携して歩みを

進めたいと思っている。 

 本取り組みは2016年９月第65回日本医学検査学会において報

告する。 

因島医師会病院 検査科科長 向井 聖子 

病棟に出向き検体採取を行う 



（編集後記） ４月14日に発生した熊本地震により被害を受けられました皆様に心からお見舞い申し上げます。このニュース

を聞いたとき、2012年３月に起きた三陸沖地震が甦りました。その際にも多くの義援や支援が日本中から行われました。そんな

中、何もできない自分自身があり力のなさを感じたはずですが、今回も同様に何もできない自分がいます。被災された方への支

援どころか、南海トラフ巨大地震がいつ来てもおかしくない名古屋にいながら、自分の危機管理さえままならない有り様です。 

 いざという時に被害を最小限に抑える日々の意識が大切だとあらためて感じます。一度消防庁の地震防災マニュアル

（http://www.fdma.go.jp/bousai_manual/）を熟読し実践しようと決意しています。                        【中井】 
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―特に女性技師のライフサイクルを含めたキャリアアップ構築について― 

 ６月４日午後から翌５日お昼まで、日臨技会館にお

いて、上記セミナーを開催いたします。 

 当会の会員はその約70％が女性です。またわが国で

は少子高齢化時代を迎え、「一億総活躍時代」、「女

性の活用」が叫ばれています。そのような背景を踏ま

え、女性技師の活躍に視点を置きながら、「人と組織

の活性化をどう構築するか」をテーマとした研修会を

企画いたしました。 

 性別、年齢を問わず、幅広く多くの方に参加してい

ただき、様々な立場での意見を出し合い、職場や技師

会を活性化する手立てを議論し、広く提言できる形に

もっていきたいと考えています。 

 講演は２題を予定しています。最初に、厚生労働省

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課課長補佐 岸田

京子氏による『「女性が活躍できる環境のために」個

人として組織としてどう取り組むか～女性活躍推進法

の施行と男女雇用機会均等法と育児介護休業法の改正

を受けて～』 

 次にダイバーシティ活動に取り組んでいる企業の方

から。こちらは現在調整中で、演者と具体的な内容は

まだ決まっておりません。「乞うご期待」です。 

 その後グループディスカッションにはいります。コ

メンテーターは、株式会社HRシンフォニー・代表取締

役 立石隆氏。昨年のセミナー（女性技師対象、地域

ニューリーダー対象）でもコメンテーターとしてご指

導いただきましたので、ご存知の方も多いことと思い

ます。 

 若い年代の方は、これからの自分自身のライフサイ

クルを考えた仕事や組織への向き合い方を、管理職の

方には女性の多い組織での問題点や悩みを共有しなが

ら、部下のスキルアップと組織活性化をどうしていく

かを、中間世代の方には、若い世代の導きと自身と組

織の今後を、職場と技師会活動の両者を踏まえて、こ

  平成28年度診療報酬改定では、答申書付帯意見の中で「入院医療の機能分化・連携の推進等について、

その調査・検証し手卑屈付き検討する事項の一つとして各病棟における医療従事者の負担軽減に資するチー

ム医療の推進等について引き続き検討すること」と述べられており、今後中医協の検証部会において検証さ

れる課題と明記されました。 

 臨床検査技師の病棟勤務の展開が一層進められて、その効果が評価されて、要件化されて新たな加算とな

りえることが期待されます。病棟勤務の実績を積み、チーム医療の推進のEvidenceを！ 

（事務局政策調査課）  

のセミナーを通じ、みんなで考えていきたいと思って

います。 

 詳細は日臨技ホームページに掲載されています。 

 今からでも十分間に合います。少しの勇気を出し

て、参加してみませんか。もしもご都合がつかないよ

うでしたら、職場のどなたかの背中を押してあげてく

ださい。最初の一歩の踏み出しからきっと何かが生ま

れるはずですから。 

執行理事 丸茂 美幸 

～概要～ 

テ ー マ：一億総活躍社会にむけて、個人、職場、   

技師会はどう取り組むか  
 

会    期：平成 28年６月４日(土)12:30 

      ～６月５日（日）12：30  
 

会  場：日本臨床検査技師会館3階 会議室  

募集人数：各年代男女計 50 名 
         （定員になり次第締め切りさせていただきます）  
 

受 講 料：８，０００円  
 

申込締切：平成27年５月20日（金）  
 

申込要領：WEB からの事前受付 会員専用ページ ⇒   

生涯教育 ⇒ 行事検索 ⇒ 日臨技または支

部 講習会を選択 ⇒ 事前登録  

    「講習会申込書」に必要事項をご記入のう

え、郵送でお申込みください。 
 

※詳細は当会ホームページの日臨技主催研修会をご覧く

ださい。 
http://www.jamt.or.jp/studysession/jamt/index.html 


