
【はじめに】

「検査の始まりは採血である」と言われるように、

採血管の取扱いや採血手技が適切でないと正確な検査

値を報告することはできない。特に「採血直後の転倒

混和」が最も重要である。採血管の取扱いと検査値へ

の影響を理解しておくことは、正確な検査を実施・報

告する上で重要なことである。

【採血業務の基礎知識】

採血業務は、備品の準備、患者への対応および採血

に関する一連の実務を包括しており、その最終目的は

患者病態を反映する検査値を臨床サイドに正しく伝達

することである。基礎知識は、標準採血法ガイドライ

ン（GP4-A3）に示されており、関連する主な部分を以
下に示した。

C　採血法の選択
D　採血手順
E　採血手技に関する諸注意
F　採血時の患者の観察と緊急時の対応
G　標準採血法ガイドライン Q&A（1～9）
補遺 1 採血合併症とその対応
補遺 2 採血手技が血液検査の測定値に与える影響

今回のガイドライン改訂のポイントは、医療安全の

観点より、①「注射器採血は針刺事故のリスクが高い」

というデメリットに対して、「一般的にはホルダー採

血を行うことが望ましい」と明記されたことがあげら

れる。さらに、②「翼状針を用いたホルダー採血では

神経損傷のリスクが低減されること」が明記されたこ

とがあげられる。

次に、『補遺２：採血手技が血液検査の測定値に与

える影響』が新設された。これまでの標準採血法ガイ

ドラインでは採血手技についての記載が中心であった

のに対し、今回初めて、採血から分析までの pre-
analyticalな要因の影響（一部）についても示され、今
回の注目すべきポイントの１つと考えられる。

『補遺２』の内容には、「Ⅰ．溶血による測定値の

変化」（溶血を生じうる検査手技、溶血により偽高値

（偽低値）になる主な検査項目）、「Ⅱ．駆血による

測定値の変化」（駆血により偽高値になる主な検査項

目）、「Ⅲ．検体量による測定値の変化」（採血量不

足（過剰）により影響が出る主な検査項目）、「Ⅳ．

溶血による測定値の変化」（立位での採血により仰臥

位より高値になる主な検査項目）、「Ⅴ．凝固検査用

の採血に関する諸注意」の 5つのポイントが含まれて
いる。

特に、「Ⅴ」で示された「凝固検査用検体取扱いに

関するコンセンサス」（コンセンサス）は、日本検査

血液学会標準化委員会凝固検査標準化ワーキンググル

ープが 2016年に作成している。コンセンサスは、これ
まで標準化されていなかった凝固検査用採血管取扱い

を含む分析前までのステップについて詳細に示されて

おり、特筆すべき文献といえる。

【留置針について】

留置針とは動静脈の血管内に留置できる注射針のこ

とであり、主に静脈における長時間の点滴の際に用い

られている。内針（または内筒）と呼ばれる金属針と、

外針（また外筒）と呼ばれる柔らかいプラスチック製

のカテーテル（留置される部分）からなる。通常、点

滴チューブなどで目的の輸液に接続後、留置針が固定

される。

標準採血法ガイドラインには、「輸液ルートからの

採血」についての記載が示されているが、留置針につ

いての記載はなく、検査値への影響を考慮して採血を

実施することが示されている。なお、輸液ルートを用

いた採血では、プラスチック制のカテーテルの先端部

分が、留置針装着時や装着後の取扱いによってつぶれ

てしまうことも考えられ、その場合、先端部分の赤血

球への接触頻度が大きくなり、溶血発生頻度も上昇す

ることが考えられる。

【まとめ】

採血業務における基礎知識として、標準採血法ガイ

ドライン（GP4-A3）が有用であり、今回特筆すべき改
訂ポイントが示された。特に、『補遺２ 採血手技が血
液検査の測定値に与える影響』について理解を深めて

頂くことが有用といえる。さらに、留置針の取扱い、

および留置針を用いた採血の課題についても施設内で

の共有が有効と考えられる。

＜連絡先＞TEL：048-729-5460　住所：埼玉県さいたま
市大宮区宮町 1-114-1 ORE大宮ビル 7階

採血業務（基礎知識から留置針を含めて）

◎須長 宏行 1)

積水メディカル株式会社検査事業部営業部 カスタマーサポートセンター学術企画グループ 1)

シンポジウム



【はじめに】

2015年 4月の臨床検査技師に関する法律の改正によ
り、臨床検査技師(後、検査技師)による検体採取が可
能になった。これをきっかけに当院でも検査技師によ

る検体採取を実施することになった。

当院は 10年以上前から、外来処置室に検査技師 1名
を配置し診療支援を行ってきた。また 2018年の診療報
酬改定で「肝炎ウイルス検査については結果が陰性で

あった場合も含め患者に適切な説明を行い、文書によ

り提供をする」という内容が明記されたことから、

QC活動として「肝炎ウイルス検査の結果説明」にも
取り組んで成果を上げた。

日臨技の施策としてタスクシフト/シェアが勧められ
る中、業務拡大として定着出来た事例を報告する。

【検体採取の経緯】

　「検体採取に関する厚生労働省指定講習会」を検査

技師全員が受講し、以前は看護師が実施していたイン

フルエンザの検体採取を、夜間を除いて 2016年より検
査技師が実施することになった。年間で約 700～800件
のインフルエンザの検体採取を実施した。

　鼻咽頭の検体採取にも慣れ、検査技師の仕事として

定着した頃に「新型コロナウイルス」の流行が起こっ

た。インフルエンザの検査を行った医師がコロナウイ

ルスに罹患したことから、2020年 3月の医師会の通知
によりインフルエンザ検査が中止となり検体採取の機

会は減少したが、新型コロナ抗原検査キットを購入し

た事からインフルエンザの代わりに新型コロナの検体

採取が始まった。

当初は未知のウイルスであったため医師 2名と検査
技師 2名を固定して検体採取を始めたが、全国的な感
染者数の増加に伴い院内感染防御の面から、発熱患者

のみならず入院前/術前検査として新型コロナ検査が行
われることになり、検査数の増加により検査技師全員

で対応する事となった。また、院内 PCR検査としてス
マートジーン 1台を導入した。
現在は対象者を区別し、必要と思われる患者に抗原

検査と PCR検査(院内・院外)を使い分けて対応してい
る。

【検体採取の実際】

検査の流れ：受付時に発熱または疑い患者は発熱待

合へ誘導される。医師より検査指示が出されたら検査

室へ連絡が入り、検査技師が発熱待合へ行き検体採取

を実施する。

採取場所：新型コロナ流行前は外来待合の一角にあ

る部屋を発熱待合として使用し検体採取を行っていた

が、流行後は感染防御の面から外から出入り可能な外

待合、第 2外待合を設置した。車中検査等も実施し、
感染対策に配慮しながら検体採取を行っている。

採取時間と採取者：日勤帯は随時検査指示が入り次

第検査技師が検体採取と検査を行い、夜間・休日等の

検査技師不在時は、インフルエンザは看護師が、新型

コロナは医師が検体採取と検査を行っている。

新型コロナ検査については感染管理認定看護師が一

元管理しており協働して活動している。発熱外来、濃

厚接触者検査などの至急検査以外は予約検査とし、一

般患者との接触を避け、検査種別や場所に応じた

PPEで臨んでいる。
【まとめ】

　当院は小規模病院であるが故に職員間の距離が近く、

部署間の連携も取りやすい。外来診療支援に始まり、

できる限り臨床に近い検査技師を目指してきた。イン

フルエンザの検体採取がきっかけとなり、新型コロナ

の検体採取も検査技師の業務として定着し、コロナ禍

においての診療にも検査技師として貢献することがで

きた。

また、「肝炎ウイルス結果説明」も通常業務となり、

医師業務の軽減に繋がっており、患者さんからも好評

である。今後「検査説明相談」に繋げていけたらと思

っている。外来採血や病棟の翌日採血管準備や病棟採

血管在庫管理など他の業務拡大も実施しており、タス

クシフト/シェアに貢献している。
連絡先：(086)425-2985（検査室直通）

業務拡大における当院の取り組み～検体採取～

◎田中 理恵 1)

医療法人 天和会 松田病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

日臨技は H 25年度重点事業として「検査説明・相談
ができる検査技師育成」を全国規模で事業展開し、私

は愛媛県企画担当者として H26年～28年の 3か年間携
わった。

　検査説明に関して、糖尿病チーム医療において行っ

ている内容を提示し、各分野での参考にして頂きたい。

【院内活動内容】

　以下の結果説明は糖尿病内科・腎臓内科医師に承諾

を頂き行っている。

① 糖尿病教育入院患者さんに検査結果説明

糖尿病教育入院で検査の講義をする際に、検査結果

の説明をしている。検査結果を説明する前には、患

者さんの基本情報、治療内容を電子カルテにて把握

し、検査結果データを印刷し、必要事項はデータに

手書きで記載して渡している。

② 神経伝導検査結果を検査後結果説明

糖尿病教育入院で神経伝導検査をした患者さんに結

果の説明を機器で画面を見せながら話をして、今後

の血糖管理が重要であることを説明している。また

看護師のフットケアの指導に活かしてほしい内容は

電子カルテ掲示板を使用して、神経障害の程度や足

や爪の様子を伝えている。

③ パーソナル CGM機能搭載インスリンポンプ（SAP）

導入時の説明・データ取り出し時の振り返り

SAP使用患者さんの導入時の説明とデータを取り出

した際のデータの振り返りを診察前に一緒に行っ

ている。

④ 腎臓病教育入院患者さん・腎臓病教室参加患者さ

んに検査結果説明

腎臓病教育入院患者の場合、医師に説明を聞いて

大部分の方が病態を把握しているが、検査数値と

食事療法・生活との関連を結びつけながら説明を

行っている。

【院外活動内容】

① 世界糖尿病デーでの街頭血糖測定の結果説明

愛媛県糖尿病協会・愛媛県世界糖尿病デー実行委

員会主催の企画イベントにて愛媛県臨床検査技師

会は街頭で希望者に血糖測定を行っている。11年

間継続して行っている事業で、血糖測定した後血

糖値の説明と血糖値が高い方には短い時間ではあ

るが、指導も行っている。

② 愛媛県糖尿病対策推進会議主催ラジオ糖尿病セミ

ナー・市民公開講座での検査説明

糖尿病の検査・血糖自己測定についてラジオや市

民公開講座を通じて検査や糖尿病の合併症につい

て説明を行っている。医師とは違う目線での説明

で好評である。

③ 愛媛小児糖尿病サマーキャンプで小児患児に検査

に関してミニレクチャーを実施

血糖自己測定器について、災害時での血糖変動に

ついて、最新機器リブレについて等のミニレクチ

ャーを行っている。

④ 日糖協・ケアマネ協会合同委員会主催の要介護症

例に携わるスタッフの勉強会にて血糖測定の説明

を実施

ケアマネージャーに血糖自己測定と血糖値につい

て体験型グループワークにて説明を行う。

【まとめ】

　様々な場面で行っている糖尿病チーム医療における

検査説明に関して紹介した。

H26年～28年の 3か年間、愛媛県において「検査説
明・相談ができる検査技師育成」講習会を行ったが、

H29年度にアンケート調査（37施設回答/43施設中）
を行ったところ、検査説明を担当する部署の設置まで

にはどの施設も至らなかった。ただ、各業務（採血・

生理検査・心臓リハビリ指導・糖尿病療養指導等）の

一旦で活かされているとの回答を得ている。

　紹介した糖尿病チーム医療の検査説明を参考にして

頂き、担当部署を設置することができなくても、各分

野において、検査説明・相談ができるように道を切り

開いていくべきと考える。

連絡先：089-947-1111内線（4207）
E-mail: tomoko_kbys@yahoo.co.jp

糖尿病チーム医療における検査説明について

～様々な場面での検査説明～

◎小林 知子 1)

愛媛県立中央病院 1)

シンポジウム



【背景】

　「地域医療・福祉」の現場には臨床検査技師が必要

だ。そう考えるようになったのは、広島市立安佐市民

病院で得た経験からだ。私は主に循環器内科の患者と

接する事が多く、心臓リハビリにも携わっていた。心

臓リハビリは、入院中から退院後の患者まで、心疾患

の再発予防の為の取り組みだ。病院内だけでなく、病

院外での小旅行的なリハビリも行われていた。暮らし

に介入した予防だ。そこで患者の暮らしに寄り添った

予防の意義に気付き、病院を退職し、「地域医療・福

祉」の現場である暮らしに介入するため起業した。

【目的】

　「地域医療・福祉」の現場である暮らしに介入した

経験から考えた課題と必要性について述べる。

【方法と結果】

　第一に取り組んだのは、行政との関係作りだ。

暮らしに医療者が介入する先行事例（コミュニティ

ナース）を広島県廿日市市の福祉総務課に説明し、同

市でも取り入れる事が出来ないか協議を行った。その

結果、まずは地域住民から理解を得る必要がある為、

廿日市市の地域支援員（≒地域おこし協力隊）になり、

医療福祉的問題を抱える中山間地域に介入する事とな

った。

　第二に取り組んだのは、地域住民との関係作りと医

療的アプローチの検証だ。2018年 4月に地域支援員と
して配属された地域は、人口 561人、高齢化率 50％を
超える中山間地域で、医療機関は 0、行政機関は市民
センター 1つのみで、地域に住む高齢者は、医療不
安・交通不安を、20代～40代は同様の不安と共にお金
の不安（主に農家）・地域の存続不安を抱えていた。

そこでの私の課題は高齢者への医療的アプローチによ

る暮らしの安心作りと地域活性化だ。まず地域住民の

理解を広めるため、各町内会長への挨拶、民生委員と

共に独居高齢者の自宅訪問を行った。またサロンにも

参加し、信頼関係を作った。

医療的アプローチとして行ったのは、①毎週開催の

「いきいき百歳体操」での体組成測定②地域サロンへ

の参加③地域支援員だより(広報誌)での健康情報の発
信④山陽女子短期大学臨床検査学科学生との連携企画

「けんこうカフェ」の開催。学生から病気に関する講

話、簡易検査の体験⑤廿日市市福祉総務課との連携企

画「地域福祉カルテ」の作成、などを行った。その結

果、地域住民からは「普段の健康に気を付けるように

なった」、「もっと病気に関する講話を学生から聴い

てみたい」といった反応が得られた。また、臨床検査

技師の役割も周知し、健診結果の判断に迷うといった

相談も受けるようになった。健診結果から病院受診を

促し、即入院・手術をした事例もあった。

　第三に取り組んだのは、継続的な支援のための基盤

作りだ。地域支援員は任期が三年間と限定されたもの

で継続支援は難しい。そこで、地域活性化と組み合わ

せた事業を展開する会社を設立し、活動の継続を図っ

ている。現在は、広島県廿日市市津田にある「ナガタ

ストアー」という元スーパーだった物件をリノベーシ

ョンし、「ナガスタ」という拠点を作って活動してい

る。医療的アプローチとなる事業は、保健師（コミュ

ニティナース）・管理栄養士・臨床検査技師による

「まちの保健室」の開催などである。

【考察】

経験から「地域医療・福祉」の現場に臨床検査技師

がいる事で地域住民の病気の早期発見や健康意識向上

の一助となると考える。しかし、仕事としてそういっ

た現場に在中するには課題がある。まず適当な職務が

ない事だ。臨床検査技師という資格のみでは検査業務

以外での仕事がなく、収入を得ていく為には自身で仕

事を見つけていくしかない。また、臨床検査技師は心

理ケアの勉強不足という課題もある。地域住民と接す

る場合は人の生死や暮らしの深い悩みに関わる事があ

り、不用意な発言で相手を傷つけたり、自身が相手の

悩みに共感しすぎて自身の心まで病んでしまう可能性

があるため、心理ケアの勉強も必要になってくると考

える。

【結語】

　あくまでも私的な経験から、臨床検査技師が暮らし

に介入する際の課題や必要性を述べた。今後は詳細な

検証や経験を重ね、心理ケアに関する資格を取得した

際は、暮らし介入時の研修会などを開催したいと考え

る。

連絡先：albos02001@gmail.com
電話番号：080-6323-9603

地域医療・福祉の現場での臨床検査技師の役割

あくまでも個人的な経験からの見解

◎黒木 真由 1)

合同会社とこらぼ 1)

シンポジウム



【はじめに】現在、AIをはじめ業務の効率化やタスク

シフト/シェアが各メディカルスタッフで検討・実践さ

れている中、私たち臨床検査技師も変わりゆく医療環

境に乗り遅れることなく順応して行くことが重要であ

る。今回、救急領域において知識と技術を活かした臨

床検査技師の役割と、当院独自の院内資格である“救

命救急検査士”について紹介する。

【救急業務導入の経緯】2009 年に厚生労働省より「チ

ーム医療推進事業」の公募があり、各医療機関が医師、

看護師が中心として働く医療現場にチーム医療を取り

入れ、質が高く、安心・安全な医療を提供する試みが

なされた。当院臨床検査部に 2007年に着任した検査部

長が、前職にて非公式に救急医療に関わってきており、

救急医療の最前線で活躍できる臨床検査技師の姿を常

に模索していた経緯から、公募に参加するにあたり、

まず 2010年に看護部と救急及び病棟業務について協議

を始めた。それと同時に臨床検査部にチーム医療を目

的とした「診療支援チーム」を一つの部門として新た

に設立し、4月から一般病棟で研修、9月から救命救急

センターで業務を開始した。2011年に医師、看護師、

薬剤師、臨床検査技師からなる救命救急チームを発足、

2013年に院内資格“救命救急検査士”を取得、そして、

2013年から集中治療室、2016年から一般病棟で業務を

開始した。現在 6名の臨床検査技師が診療支援チーム

に所属している。

【院内資格制度“救命救急検査士”】救急医療は早期

診断、早期治療が求められる現場である。初期診療に

おける臨床検査の役割は、適切な治療を迅速に行うた

めの補助であり、その有効性が十分に機能するために、

臨床検査技師の初期診療参加は最も効果が高い方法で

ある。私たち臨床検査技師は救急診療での情報をいち

早く収集し、救急患者に対して現状の検査機器を有効

に用い、安全・迅速・円滑・適切な検査ができる知識

と技術が常に求められている。そのため、救命救急チ

ームに配属した臨床検査技師は、当院独自の院内資格

制度であり、ISO（International Organization for 

Standardization）規定に定めた手順で作成した「救命

救急検査士教育プログラム」に基づき、一定の研修を

修了し“救命救急検査士”として認定を受けて、救命

救急センターという臨床の最前線で業務を遂行してい

る。

【救急での業務内容】当院救命救急センターは、地域

性もあり1次・2次・3次救急問わず24時間365日受け入

れ体制を行っている。“救命救急検査士”の勤務時間

は、8:00～17:00の日勤業務と13:00～22:00の遅番業務

があり、8:00～22:00まで救命救急センターに常駐勤務

をしている。救急初療室での業務は、様々な検体検査

の採血やグラム染色、心電図や超音波をはじめとした

生理機能検査などの臨床検査業務の他に、医師の診療

補助業務として外科処置介助や尿道カテーテル挿入の

介助、医師の監督指示下で点滴用留置針での血管確保、

心肺蘇生時の胸骨圧迫や気管挿管介助等も行っている。

看護支援業務としてバイタルサイン測定や清拭などの

患者ケア、患者の搬送および移動なども行っている。

また、2015年度より鼻腔･咽頭部からの検体採取が可能

となり、臨床検査技師が感染症の迅速検査を検体採取

から結果報告まで行うことで、迅速性が求められる救

命救急センターでの感染症診断の一端を担っている。

その他、臨床検査技師が救命救急センターに常駐する

ことで、再採血の減少や血液培養汚染率の低下、危機

的出血に対する迅速な輸血確保や救急診療に必要な

POCTの導入による TAT(Turn-Around Time)の短縮など、

救命救急センターにおける検査の迅速化や質の向上に

寄与している。

【まとめ】近年、臨床検査が著しく進歩する中、精確

な検査結果をどう解釈するか、どう診療に活かすかが

重要となっている。救急医療の現場は、検査結果の判

読力の向上に繋がり専門性の高い臨床検査技師、臨床

のニーズに素早く対応できる臨床検査技師の育成に不

可欠な場所でもある。また、臨床検査技師が救急業務

を行うにあたり最も重要なのは、医師、看護師などの

救急スタッフが私たち臨床検査技師に何を求めている

か、私たち臨床検査技師が救急で何ができるかを、受

け身ではなく積極的に現場で情報収集し行動すること

である。専門的な知識と技術を持った臨床検査技師が、

救命救急センターと検査部とのパイプ役になり救急業

務に係るネットワークを築くことは、医療の質的向上

と医療安全の確保の観点からも重要であると考える。　

連絡先：04-7092-2211（6408）

救急医療で求められる臨床検査技師の役割

◎岩嶋 誠 1)

医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 1)
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