講演 2

ERにおける検査の知識と
技術を活かした新戦力

— 院内資格認定制度を導入した“救命救急検査士”について—

今日，わが国では看護師不足が深刻化している．亀田総合病院臨床検査部では
看護師不足を補うため，
「診療支援チームMPST」を設置し，臨床検査技師を院内
資格である“救命救急検査士”として育成して，救命救急センターにおけるチーム
医療活動の人的支援を行っている．本稿では，救命救急検査士の研修内容や
業務の実際，診療現場にもたらした効果などを紹介する．
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臨床検査部による支援業務

察室を備える独立型の外来専用施設で，1日の平均外来
患者数は約3,000人，採血患者数は500人に上ります．ま

講演 ３

亀田メディカルセンターは，亀田総合病院，亀田クリ

た，亀田リハビリテーション病院は急性期の治療を終え

ニック，亀田リハビリテーション病院という3つの施設の

た回復期の患者さんのリハビリ専門病院で，病床数は56

総称です．その中心である亀田総合病院は925床を有し，

床であります．

講演を
終えて
Series

自己免疫疾患

ISO9001［P31参照］の認証や，病院機能評価［P32参照］

亀田総合病院臨床 検 査 部は10 5 名のスタッフを擁

（一般病院種別B）の認定，国際的な医療機能評価であ

し，生化学・免疫グループ，血液・輸血グループ，感染

るJoint Commission International（ JCI）
［P32参照］の

症・遺伝子グループ，不妊治療検査室（ART）・病理グ

認証を取得しています．一方，亀田クリニックは100室の診

ループ，生理・採血グループ，診療支援チーム（Medical

図1

Practice Support Team；MPST）の6グループに分か

亀田総合病院臨床検査部

れています（図1）．

医の焦点

日本は本格的な高齢社会を迎え，全国的に「医師・看

臨床検査管理部長…1名

検査と私

主任室長…1名，室長…2名，副室長…2名，
主任…5名，副主任…10名
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MTスタッフ…70名，Ns…2名，事務…9名，
定時職員…3名
計105名

（平成26年4月現在）

徒然なる
ままに。

生化学・免疫グループ（11名）
血液・輸血グループ（7名）
感染症・遺伝子グループ（12名）
ART・病理グループ（15名）
生理・採血グループ（26名）
診療支援チーム（6名）
（Medical Practice Support Team；MPST）

護師」不足が深刻化しており，あるアンケート調査による
と，約7割の病院が「看護師不足」と回答するなど，医療
機関では「医師・看護師」の人員を確保することに懸命
になっています．厚生労働省によると，2011年（平成23
年），全国で約56,000人の看護師が不足していると言わ
れています．当院においても看護師不足は深刻化してお
り，閉鎖せざるを得ない病棟が生じているような状況で
あります．
そのため，当院臨床検査部では10年前より看護師不
足を補うため，看護支援業務として朝の病棟採血や採
血スピッツの準備，簡易血糖測定，血液培養採血など採
血業務を中心に看護支援を行ってきました．しかし，採
血業務以外でもさまざまな面で臨床検査技師の介入が
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求められていることから，臨床検査部では新たな試みと

して資格の認定を受けます．

して，人的支援を目的とした「診療支援チームMPST」

内部品質監査員は，院内で行われている内部品質監

を2011年に部内に設置しました．MPSTに配属された

査員セミナーを履修したスタッフが資格の認定を受け，

臨床検査技師は，一定期間の研修を経て当院の院内資

診療部門を含めた医療サービス全般についてISO9001

格である救命救急検査士の認定を受け，救命救急セン

に基づいた内部監査を行います．

ターの救命救急チーム（医師，看護師，薬剤師，救命救

救命救急検査士は当院独自の院内資格で，救命救急

急検査士で構成）の一員となり，チーム医療活動を行っ

検査士認定基準の研修を受けた臨床検査技師が認定

ています．

を受けて，ERの救命救急チームに加わり業務を行いま
す．ISOの規定で定められた救命救急検査士認定基準

院内資格認定制度と
救命救急検査士

の手順書（図3）には，その目的として「チーム医療の中

当院は2000年に取得したISO9001の文書マニュアル

り，救命救急センターにおいて臨床検査技師業務および

第6章「資源の運用管理」の資格管理規定に基づき，院

診療看護補助業務に従事することが定められています．

内資格認定制度を運用しています（図2）．これは，
「定

同手順書には，目的の他に適用範囲，認定方法，教育計

められた業務に従事する者への資格の認定について規

画などが定められ，教育計画の中にある教育日程表に

定し，医療の品質の維持・向上を図ること」を目的とし

は研修の項目や内容，担当者が記載されています．

で臨床検査技師の院内資格認定について定め，救命救
急センター内での医療の品質と精度の向上を図る」とあ

者が認定をする」と規定されているもので，病院長が認

センター研修で，前者の内容は採血や心電図検査をはじ

定者となります．当院で導入している院内資格認定制度

めとする通常の臨床検査技師業務の他に，患者接遇や

は，手術室テクニシャン，内部品質監査員，救命救急検

看護支援業務を行います．血圧や酸素飽和度などのバイ

査士などがあります．

タルサインの測定，清拭・体位交換などの患者ケア，食事
の配膳や介助，ベッドメイクや環境整備，ナースコールへ

行っている手術の介助に従事するもので，看護事務や看

の対応など，さまざまな病棟業務を看護師の指導の下で

護補助者が手術室テクニシャン養成カリキュラムを履修

行います．
講演 ３

図2

講演 ２

手術室テクニシャンは，一般的には手術室看護師が

講演 １

研修は6カ月間の一般病棟研修と1カ月間の救命救急

語句解説

て，
「特定の専門的業務に従事する者を，権限を有する

当院の院内資格認定制度

講演を
終えて

院内資格認定制度とは

Series

自己免疫疾患

目 的
定められた業務に従事する者への資格の認定につい
て規定し，医療の品質の維持・向上を図ること

医の焦点

院内資格認定

検査と私

特定の専門的業務に従事する者を，権限を有する者が
認定をする
手術室テクニシャン
手術室テクニシャン養成カリキュラムを履修

内部品質監査員
内部品質監査員セミナーを履修

最新
トピックス

救命救急検査士
救命救急検査士認定基準の研修

徒然なる
ままに。
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─ 院内資格認定制度を導入した“救命救急検査士”について─
図3

救命救急検査士認定基準手順書

語句解説
講演 １
講演 ２
講演 ３
講演を
終えて
Series

自己免疫疾患

医の焦点
検査と私

救命救急検査士 とは
目 的

最新
トピックス

チーム医療の中で臨床検査技師の院内資格認定につ
いて定め，救命救急センター内での医療の品質と精
度の向上を図る

徒然なる
ままに。

救命救急検査士
認定基準での教育日程を終了し，権限を有する認定
者の承認を得て救命救急センター内において臨床検
査業務及び診療看護補助業務に従事する臨床検査
技師
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図4

亀田総合病院救命救急センター概要
基幹災害医療センター指定
千葉県救命救急センター三次指定

・南房総地域の半径50キロ圏内に発生した重症患者の受け入れ
・海上保安庁の要請による航行中船舶の洋上救急対応
・米軍・離島地域のヘリコプターによる広域患者搬送

1カ月間の救命救急センター研修の

図5

第1週目は業務見学・説明が主になりま

＜2013年度業績＞
救急外来受診患者数：28,182名
救急車患者搬送数：4,855名
ドクターヘリ患者搬送数：184件

臨床検査技師業務
採血，採尿
心電図検査，超音波検査

す．処置室，診察室，ドクターヘリ，トリ

血液培養採血，グラム染色
感染管理や機器の精度管理 など

アージ［P32参照］および救急における
診察・検体採取の流れなどを見学した
り，救急業務について医師や看護師か
語句解説

ら説明を受けます．
第2週目はClinical Skill Simulation
Center（CSSセンター）での実技研修
です．ここはさまざまな症例を擬似的
に体験できる教育施設で，人形を用い
的な採血方法，挿管の介助などを学び
ます．その他，一次救命処置や二次心

医師の診療補助
外科処置介助
心肺蘇生の介助

尿道カテーテル挿入の介助
診療の補助 など

講演 ２

肺蘇生法，病院前外傷救護（JPTEC）

図6

講演 １

たライン確保や動脈ラインからの間接

［P32参照］についてのレクチャーを受

けます．
講演 ３

第3週目に入ると，救急科の医師や
看護師，先輩臨床検 査技師などの指

講演を
終えて

導者が立ち会って現場実践となり，研
修と並行して救急患者の臨床検査業
務を行います．そして，第4週目が業務

救命救急検査士の主な業務としては，臨床検査技師
レクチャー，集中治療室・救急病棟への支援などが挙げ
られ，私たち救命救急検査士はERに常駐し臨床検査

房総地域の半径50キロ圏内に発生した重症患者の受け

業務にこだわらないチーム医療活動を行っています．

入れや，海上保安庁の要請による航行中船舶の洋上救

＜臨床検査技師業務＞
検体検査として血液や尿の採取，生理機能検査とし

最新
トピックス

搬送などを行っています（図4）．

検査と私

当院のERは千葉県救命救急センター三次指定および

医の焦点

業務，医師の診療補助，看護支援業務，ERスタッフへの

基幹災害医療センター［P32参照］指定を受けており，南

急対応，米軍・離島地域のヘリコプターによる広域患者

Series

救命救急検査士の業務

自己免疫疾患

習得・承認・認定となります．

て心電図や超音波検査，感染症検査として血液培養採
血やグラム染色，その他に感染管理や機器の精度管理

が在籍しています．業務時間は8時から17時までの日勤

などを行います（図5）．一般的な検査室の感染管理は

業務と，13時から22時までの遅番業務に分かれており，

主に環境調査や分離菌の感受性検査，サーベイランス

8時から22時までの業務時間内はERに必ず臨床検査技

の報告などであるのに対し，救命救 急検 査 士の感染

師が常駐していることになります．22時以降の深夜帯は

管理はファシリティマネジメント（環境整備），手指衛

現状では対応できていませんが，将来的には24時間対

生のモニタリング，ERでの感染症検査などが主になり

応を考えています．

ます．
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徒然なる
ままに。

救命救急検査士が所属するMPSTには6名のスタッフ
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＜医師の診療補助＞

（図7）．臨床検査技師によるER業務で一番の課題となっ

清潔操作を含む外科処置の介助，心肺蘇生時の挿管

たのは血管確保でした．ERでは採血のみというオーダー

の介助および心臓マッサージ，尿道カテーテル挿入の介

はほとんどなく，大半が“採血＋点滴”や“採血＋ヘパロッ

助，髄液採取の介助，その他さまざまな診療の補助・介助

ク”というようにセットでオーダーされます．その際に，
「臨

を行います（図6）．

床検査技師は採血だけを行います．血管確保は医師か看

＜看護支援業務＞

護師にお願いします」ということになると，業務の効率が

バイタルサインの測定，清拭などの患者ケア，検査時の

悪くなり，患者さんに二度刺しの負担がかかってしまいま

患者搬送や移動，末梢静脈血管の確保などを行います

す．それでは救急医療における看護支援が成り立たなくな

図7

るため，病院長の許可を得て，医師の監

看護支援業務

語句解説

バイタルサイン測定
清拭などの患者ケア

督・指示の下，臨床検査技師が血管確保
患者搬送や移動
末梢静脈血管確保 など

をすることができるように救命救急検査
士の手順書を作成しました．当初は戸惑
いがありましたが，救命救急検査士によ
る血管確保は医師や看護師の負担軽減

講演 １

や診療効率に実際に役立っています．
＜ERスタッフへのレクチャー＞
臨床検査技師の専門性を活かし，医

講演 ２

師や看護師に対して心電図や超音波の
講義や，検体採取容器の選択や検体量，
検体保存についてのレクチャー等を定期

講演 ３

図8

ER スタッフへのレクチャー

講演を
終えて

心電図検査や超音波検査について
検体採取容器や採血量，検体保存について など

的に行っています（図8）．
＜集中治療室・救急病棟への支援＞
集中治療室（ICU）では2013年度か
ら，救急病棟では2014年度から開始さ
れた業務です（図9）．ICUでは朝のカン

Series

波検査の依頼を受けたり，検査データ

医の焦点

の患者さんは血圧モニタリング用として

検査と私

自己免疫疾患

ファレンスに参加し，採血，心電図，超音

から間接的に行っています．この業務も，

へのコメントを求められたりします．ICU
動脈ラインが挿入されているので，採血
に関して救命救急検査士は動脈ライン

図9

集中治療室・救急病棟への支援

最新
トピックス

徒然なる
ままに。
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ERにおける血管確保と同様，集中治療科の部長，ICUの

にとることにより，輸血製剤確保を迅速に対応しています

看護師長，
そして病院長の承諾を得た上で実施しているも

（図12）．血液製剤は救命救急検査士が専用の冷蔵庫で

のです．また，救急病棟では主に簡易血糖測定や血液培

保管・管理しています．

養採血などの採血支援を行っています．

＜POCTの導入によるTATの短縮＞
腎機能評価が可能な血液ガス測定装置を導入したこと

救命救急検査士がもたらした効果

によりTAT（Turn-Around Time）
［P33参照］が短縮し，

救命救急検査士がERに常駐することで，診療現場にも

検査士が中心となって検査機器やPOCTを選定し，導入し

迅速な造影CT検査が可能となりました（図13）．救命救急
ています．

たらしたさまざまな効果を紹介します．
＜再採血の減少＞
採血だけではなく，採血管の準備から検体分注まで一
貫して行うことにより（図10），採血管の間違いや検体量不
足による再採血をほぼ100％軽減することができました．ま

救命救急検査士の今後の課題
＜TTATの短縮＞
従来，検査部はTATの短縮に向けてさまざまな努力を

タッフに対して日常的に説明することで，溶血や凝固による

続け，迅速な結果報告を行ってきました．一方，救急領域

再採血についても約74％の減少につながりました．

ではTTAT（Therapeutic Turn-Around Time）の短縮

＜血液培養汚染率の低下＞

が重要となります．TTATは，TATの前の段階である検

ていますが，
その70％を救命救急検査士が施行しています．

の，医師が結果を確認するまでの時間を加えたものです．

採血時に一番問題となるのは汚染菌の混入［P32参照］で

このTTATの短縮に向けて，TATの前後の段階で，例え

す．救命救急検査士が消毒法や採血手技，手順等に関する

ば検査オーダーやデータ管理などに救命救急検査士の介

レクチャーを定期的に行ったことで（図11），ERでの血液培

入が考えられないか，今後の課題の一つとなっています．

養汚染率を1.6％に低下させることができました．また，救命

＜法定外業務（グレーゾーン業務）＞

救急検査士が採血した検体の汚染率は0.6％であります．
＜危機的出血への迅速対応＞

救命救急検査士は手順書に沿っていくつかのグレー
ゾーン業務を行っています．例えば，微生物検査検体を採
取するのは当院では医師だけが行いますが，動脈ラインか

握，あるいは患者搬送時の出血状況の連絡を輸血部と密

らの間接的な採血と静脈ラインの確保は医師の監督下で

図 10

図 11
採血管間違いや
検体量不足によ
る再採 血をほぼ
100％軽減．
溶血や血液凝固
による再採 血を
約74％軽減．

医の焦点
検査と私

図 13

Series

ER における検査機器や POCT の導入
最新
トピックス

腎機能評価が可
能な血液ガス測
定装置の導入に
より，TATが短縮
し，早 急 な 造 影
CT検査が可能．
機器やPOCTの
選 定・導 入も 行
う．
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徒然なる
ままに。

輸血部との連携
に より，院 内 在
庫 状 況の 把 握 ，
あるいは出血状
況の連絡を密に
とることにより，
輸血製剤確保を
迅速に対応．

血液培養採血は救
命救急検査士が
70％施行．
レクチャーを定期
的に行い，ERでの
血液培養汚染率を
1.6％に低下．
（救命救急検査士採
血の汚染率0.6％）．

自己免疫疾患

危機的出血に対する迅速な輸血確保

血液培養採血および消毒法のレクチャー

講演を
終えて

採血管準備・採血・検体分注

講演 ３

危機的出血に対しては，血液製剤の院内在庫状況の把

図 12

講演 ２

査オーダーや検体採取にかかる時間と，TATの後の段階

講演 １

ERでは1カ月に約400〜500セットの血液培養採血を行っ

語句解説

た，シリンジの選択や採血，分注時における注意点をERス

14

講演 2

ERにおける検査の知識と技術を活かした新戦力

─ 院内資格認定制度を導入した“救命救急検査士”について─

救命救急検査士が行っています．平成23年に日本臨床衛

すなわち，
アンケートの結果を見てみると，当院で救命救

生検査技師会（日臨技）が会員施設を対象に，法定外業

急検査士が行っている動脈ラインからの採血や静脈ライン

務に関するアンケート調査を行ったところ（図14），微生物

の確保は，現状では臨床検査技師が行うべき業務とはみ

検査検体の採取を臨床検査技師が施行している施設は

なされないということになりそうです．

13％あり，今後臨床検査技師が行うべき業務と考えている

日臨技の技師制度対策委員会が2011年，臨床検査ガイ

施設が58％と，当業務に関しては前向きな意見が多い印

ドラインの中間とりまとめを発表しましたが，そこには「臨

象があります．

床検査技師法は法定外業務を禁じているわけではない．

語句解説

一方，動脈ラインからの採血については，臨床検査技師

その法定外業務が他の医療従事者の業務独占になってい

が施行している施設は0.7％にとどまっており（903施設中6

ない場合，医師または歯科医師の指示がある場合，
その法

施設），今後も臨床検査技師が行うべきではないと回答し

定外業務を行おうとする臨床検査技師がその業務に関す

た施設は50％と，否定的な意見が多かったようです．この

る知識と技術がある場合，以上の『法定外業務の3条件』

アンケート調査が実施された時には当院も臨床検査技師

をすべて満たしている場合は臨床検査技師が法定外業務

による動脈ラインからの採血は行っておらず，まさか自らが

を行っても差し支えないと解される」と記載されています．

行うことになるとは思ってもみませんでした．静脈ラインの

表1は2013年，当院の臨床検査管理部長が委員を務める
日臨技の渉法問題対策委員会が，日臨技の会長に提出し

講演 １

確保に至っては質問項目すらありません．
図 14

アンケート調査におけるグレーゾーン業務

講演 ２
講演 ３
講演を
終えて

微生物検査検体採取
自己免疫疾患

Series

臨床検査技師が施行
臨床検査技師が行うべき
臨床検査技師が行うべきでない

動脈ライン採血
13％
58％
22％

静脈ライン確保

臨床検査技師が施行
臨床検査技師が行うべき
臨床検査技師が行うべきでない

0.7％
29％
50％

医の焦点

平成23年11月

表1

調査なし

「臨床検査技師法に規定されていない法定外業務の実態調査」より

渉法問題対策委員会報告（中間取りまとめ）

検査と私

法定外の臨床検査業務について

最新
トピックス

Ⅰ. 医師・看護師と協議の上，十分に理解を求め，
積極的に取り組んでいくべき業務

Ⅱ. グレーゾーンとして臨床検査技師が行っても
可となるよう法改正を推進する業務

1. 生理検査業務に関わる事項

1. インフルエンザ等の診療の補助行為として，鼻腔拭い
液，咽頭拭い液，鼻腔吸引液の採取

2. 耳鼻咽喉科領域に関わる事項

徒然なる
ままに。

3. 眼科領域に関わる事項
4. 診療補助業務に関わる事項
①穿刺針の抜針
②口腔内の喀痰等吸引
③検査のための経口による薬剤投与
④末梢静脈ラインの確保とヘパロック（救急に限る）

2. 微生物検査を目的とした診療の補助行為として，スワ
ブを用い肛門部から便の直接採取，白癬菌等の検出を
目的とした手足指からの表皮の直接採取
3. 緊急時，救命救急の一環として静脈ライン，動脈ライ
ンからの採血

平成25年4月
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渉法問題対策委員会報告（中間取りまとめ）より一部改変

表2

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案

臨床検査技師の業務範囲の見直しについて
1.現行制度
○臨床検査技師は，医師の具体的指示を受けて採血行為を行うことが認められている．
○これは，血液を検体とする検査において特に高い精度と迅速な処理が要求されるために臨床検査技師が採血及び検査
を一貫して行う必要がある場合に備えたものである．
なお，採血行為それ自体は臨床検査技師の本来業務ではない．
臨床検査技師が行う検査について，その精度を高くするとともに，迅速な処理を行う観点から，当該検査と一貫して行う必要がある
場合が想定され，一定程度，ルーティン化しうる行為があるのではないか．

2.見直しの方向性
以下の行為については，それぞれ検査と一貫して行うことにより，高い精度と迅速な処理が期待されることから診療の
補助として医師の具体的指示を受けて行うものとして，臨床検査技師の業務範囲に追加する．

語句解説

①微生物学的検査等（インフルエンザ等）における検体採取
（鼻腔拭い液，鼻咽頭拭い液，咽頭拭い液，鼻腔吸引液等の採取）
②微生物学的検査等（細菌・真菌検査等）における検体採取
（表在組織から膿，表皮・粘膜表面などの直接採取）
（手足指から表皮の直接採取，頭部ブラシ法（白癬菌等の検出））
③微生物学的検査等（糞便検査）における検体採取
（スワブを用いた肛門部から便の直接採取）

講演 １

3.教育内容等の見直し

求め，積極的に取り組んでいくべき業務」の4番「診療補助

師や看護師などのERスタッフが臨床検査部に何を求めて

業務に関わる事項」で，末梢静脈ラインの確保とヘパロッ

いるか」，そして「臨床検査部がERで何ができるか」を積

ク（救急に限る）に関する提案がされています．

極的に現場でリサーチし，情報収集を行いました．それに

なるよう法改正を推進する業務」として，インフルエンザ等

率面からも効果があり，臨床検査の知識と技術を活かせる

の診療の補助行為，微生物検査を目的とした診療補助行

新たなフィールドを模索することができたと考えています．

からの採血の3項目が提案されています．

また，専門的な知識と技術を持つ臨床検査技師がER

医の焦点

為，緊急時，救命救急の一環として静脈ライン，動脈ライン

Series

より，医師や看護師の業務負担を軽減する面からも診療効

自己免疫疾患

また，
「グレーゾーンとして臨床検査技師が行っても可と

講演を
終えて

私たちがERでチーム医療活動を行うに当たっては，
「医

講演 ３

た報告書です．
「医師・看護師と協議の上，
十分に理解を

講演 ２

○関係法令・通知等を改正し，追加された行為を安全かつ適切に行うために必要な教育内容を，現行の教育内容に配慮
しつつ追加．
○既に臨床検査技師の資格を取得しているものについて，医療現場において追 加された行為を実施する際には，追 加
研修を受講することを義務化．

と検査部を結ぶパイプ役となり，救急医療に関わるネット

法律及び医療法の一部を改正する法律案」が提出され，

観点からも重要であると考えています．多くの課題はありま

臨床検査技師の業務範囲について見直しが行われました

すが，今後も医療者として患者さんを中心に据えた質の高

（表2）．その中で，微生物学的検査等における検体採取

い医療を提供するために，臨床検査技師として邁進してい

に関する審議が行われ，法案が通過しました．今後，臨床

きたいと考えています．

最新
トピックス

ワークを築くことは，医療の質的向上や医療安全の確保の

検査と私

2014年の通常国会では，
「臨床検査技師等に関する

検査技師の業務範囲に追加されることになります．

岩嶋  誠

（いわしま

徒然なる
ままに。

略歴

まこと）

1992年 新潟医療技術専門学校 臨床検査技師科 卒業
同年 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 臨床検査部 生理機能検査室
2007年 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 臨床検査部 生理機能検査室 主任
2011年 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 臨床検査部 診療支援チーム 主任
現在に至る
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