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チーム医療最前線！
求め求められる臨床検査技師

臨床検査技師が認知症診療に関わる場合，ど

のようなことが求められるでしょうか．

［ 演者］

松尾

検査や測定はもちろんですが，認知症に関しては
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ニタリングに関する業務で必要とされるのではないかと
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思います．さらに，個々の患者さんのデータを整理し治療

講演 ３

東海林

幹夫

脳神経内科学講座 教授

画期的な治療薬が多く開発されているので，治療薬のモ

戦略を練るという場面では，臨床検査技師の高い情報
処理能力が活かされるのではないかと考えています．
質問

現在，感染 対策チーム，糖尿病対策チームな

講演を
終えて

ど，臨床検査技師がさまざまなチーム医療に参画して
いますが，それにより臨床検査室の業務をこなすこと

Series

バイスをお願いします．

医の焦点

師が必要な存在であるということを，病院側に理解して

検査と私

自己免疫疾患

が非常に負担になっています．人員確保についてアド

ての実績をつくりましょう．看護師に対しては，例えば病

松尾

人員確保は非常に難しい問題です．臨床検査技

もらうことが大切です．まずは，医師や看護師などに見え
る業務から着手して，臨床検査技師の携わる仕事につい
棟採血に関する業務がよいと思います．採血の前準備を

最新
トピックス

した上であらかじめ各病棟に配達を行い，後に検体の回
収を行うなど，採血に関わる業務全般に携わります．医師
に対しては，例えばカンファレンスに参加して仕事を引き

徒然なる
ままに。

受けたり，積極的に臨床研究に携わることがよいと思い
ます．
質問

今後，臨床検査技師が努めるべきは“精度管

理”から個々のデータの“信頼性の保証”に移行して
いるという表現がありましたが，それぞれ具体的に説
明をお願いします．
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松尾

検査過誤として問題となっているのは，検体の取

り違えや採血量の過不足によるフィブリンの析出，試薬
不足などデータの“信頼性の保証”の面であり，
“精度管
理”として問われる検査室の測定精度そのものについて
の問題はほとんどありません．
データの“信頼性の保証”を行うために，検体の取り
違えについては前回測定値との比較で確認します．フィブ

質問

リンの析出や試薬の問題については，反応曲線の解析を

ついてのポイントを教えてください．

行います．また，第一試薬と第二試薬の吸光度の変化を

松尾

求めることにより，試薬の異常を検出することが可能で

査は機器のスイッチを入れるだけと思っている方も少な

す．他には，異常検体やアイソザイムの異常，IgG4の存在

くないかもしれませんが，あの大きな機器を道具として使

などから検査データの保証が行われています．凝固に関

いこなし，システム化を行い，検査についての理解を深め

しては，先天性凝固異常によるものなのか，インヒビター

た上で測定値を正確に読むためには，臨床化学の非常に

があるのかなど，凝固反応曲線の解析等によって確認す

高度な知識が求められます．
人材を育成する際，全員で成長することは容易ではな
く，周囲の人との差別・区別が必要になるケースも出てく

に移行しつつありますが，その有用性と今後の展望，

ると思います．
「この人を幹部にする」，
「若い人材を育て

病棟検査技師の今後の在り方についてアドバイスをお

る」ということを，組織として認知させる仕組みや環境を

願いします．

作ることが必要だと考えます．

松尾

質問

臨床検査技師が採血業務に携わる意義は，検体

臨 床 検 査 技 師が 診 療や治療に関わるために

は，どのような改革が必要でしょうか．

与える業務であり，
トラブルに遭遇する機会が多いので，

松尾

看護師は敬遠しがちです．臨床検査技師が採血業務に

難しいと考えます．臨床検査技師が診療や治療に関わっ

携わることは，臨床検査技師の存在意義を示すのに効

ていくための具体的方法としては，例えばカンファレンス

果的であると考えます．当院では，病棟検査技師を配置

に出席し，臨床的な種々の診断法や治療法を学ぶことが

することにより，病棟採血の7〜8割を臨床検査技師と看

よいと思います．加えて，極異常値や異常値について医師

護師が共に担当しています．

に報告や相談を行い，それをきっかけに診断に関わって

講演 ３

の保証と業務の掌握です．採血業務は患者さんに苦痛を

検査部長や技師長が意識をしない限り，改革は

講演を
終えて
Series

自己免疫疾患

病棟検査技師がいることで，検査の実施はもちろん，

講演 ２

採血業務の実施者が看護師から臨床検査技師

講演 １

質問

臨床化学の必要性を認識してもらうことです．検
語句解説

る研究が進んでいます．

学会発表や論文発表を含めて，若手の指導に

いくのがよいのではないでしょうか．

医の焦点

患者さんに対して検査の説明や感染対策等を行うことも
可能となります．ただし，これには看護師の協力が必須で
質問 平成20年から「臨床検査科」と「病理診断科」
の標榜が可能になり，これにより臨床検査技師が分離
は臨床検査技師全体としての協力も大切だと思いま

ERにおける検査の知識と
講演２ 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―

すが，いかがでしょうか．
大学病院や大病院では，輸血部門も含めて臨床

検査技師が結束する以外に方法はないと思います．一方

質問

で臨床検査技師の分離を望む声もあるので，臨床検査

うな手順を踏んで病院長の許可を得たのですか．

技師が一同に仕事をした場合の施設あるいは病院側の

岩嶋

メリットを，上層部や管理職に訴えることが必要だと思い

修における各実技についてチェックリストを作り，認定

ます．

方法を示して申請しています．それにより，病院長から

徒然なる
ままに。

松尾

最新
トピックス

されていく傾向があるようです．日常業務を行う上で

検査と私

あり，連携を考えた上で検討すべきだと思います．

ERに臨床検査技師を配置するために，どのよ
救命救急検査士認定基準の手順書の中で，研
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岩嶋

ERで業務を行うまでは，一般病棟における実

績づくりの準備や研修があったため，約1年は要しまし
た．
質問

小児患者の場合，救命救急検査士として特別

な対応体制を整えていますか．
岩嶋

基本的には大人と同様です．ただし，救命救急

の許可を得て業務を行っています．

検査士は小児の点滴ライン確保は行わないので，その

質問

代わりに“悪者”になって押さえ役に徹します．これも診

救命救急検査士認定基準の手順書は，院内で

医師や看護師の監修の下で作成されたのですか．
語句解説

岩嶋

療介助の一つです．

いいえ，臨床検査部が独自に作成し，救急科の

部長や看護師長に確認してもらって承諾を得ました．
質問

手順書の通りに業務が行えているかどうか，

看護師による実技指導があるのですか．
岩嶋

実技は看護主任による最終チェックがあります．

講演３

講演 １

チェックリストで一つ一つチェックを受け，不可の場合

認知症のバイオマーカー：
診断と予測への貢献

は再度チェックを受けることになります．

質問 アルツハイマー病（AD）の患者さんに心電図検

質問

査をする時や採血時の注意点および検査の意義を教

血圧測定や留置針，ライン確保などは法律的に

講演 ２

問題ないのでしょうか．厚生労働省の見解等があれば

えてください．

教えてください．

東海林

岩嶋

軽度認知障害（MCI）の患者さんの場合は特

講演 ３
講演を
終えて

血圧測定は自動測定であれば問題なく，自動測

にありませんが，認知症が進行した患者さんの場合は，

定以外の血圧測定もグレーゾーン業務だと考えます．留

採血の意味も理解できない状態にあるため難しくなり

置針からの採血も法律的には問題ありません．

ます．早期では，採血などの検査は診断的な意味合い

質問 MPSTの発足に当たり，院内で反対意見はあり

が強いですが，進行例では合併症が起こるので全身状

ませんでしたか．

態をみて，合併症を治療するためという意味合いが強く

岩嶋

なります．

希望制をとったため，当初は2名だけしかいま

質問

Series

ループから抜けることへの反対はありましたが，ERに

定時の注意点など臨床検査に関する注意点を教えて

進出することに関しての反対意見はありませんでした．

ください．
東海林

自己免疫疾患

せんでした．臨床検査部内で，もともと所属していたグ

医の焦点

質問

ERで業務を開始する時に最も大変だったのは

検査と私

MPSTの業務で最も大変だったことは何です

脳脊髄液の採取方法や採取後の保管方法，測

リスチレンの試験管は不適です．採血後はポリプロピレン

職種の壁です．ERでの業務を救急科に持ちかけたと

容器に採取し，−40℃で保管してください．また，Aβは凍

き，医師からは「ぜひ，来てほしい」と言われましたが，

結・融解を繰り返すごとに凝集し数値が低下しますので，

看護師長は看護業務や救急診療を経験したことがな

小分けして保管する方がよいと思います．tauはそのような

い臨床検査技師が入ることに対して疑問を持ったよう

ことはありません．

でした．そこで，まず一般病棟で実績を積むことを考え

質問

ました．実績を積むことで他の病棟からも「看護師がい

頃になりそうですか．

ないから来てほしい」という引き合いがくるようになり，

東海林

その噂を聞いた救急科の看護師長からも要請がありま

は約3年後には治験が終了すると予想されるので，現在

した．

開発中の治験薬については5年以内には結果が出ると

か．
岩嶋

最新
トピックス

徒然なる
ままに。

質問

験管壁に付着すると正確に測れませんので，ガラスやポ

発案があってからERにおける業務が実現する

までどのくらいの期間がかかりましたか．
29

Aβ，tauは非常に凝集しやすい蛋白質です．試
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ADの根本的な治療薬が開発されるのはいつ
β-セクレターゼ阻害薬とモノクローナル抗体

思います．もし全てが無効であった場合は，違う種類の
治療薬を模索することになります．

質問

Aβは血清あるいは血漿で測定可能ですか．

東海林

血漿で測定できます．Aβ40とAβ42を測定し

て算出した比は，診断感度が約10％低下しますが，危
険因子としての有用性は報告されています．
質問

現在の認知症に対する薬剤の効果は，初期に

限られるのでしょうか．
東 海林

初期から投与すれば，その分だけ長く効くと

施後に頭痛を訴える方が数パーセントいますが，ほとん

いわれています．重症例でも，投与を中止するとさらに

ど問題ありません．

悪化するというエビデンスがあるので，早期からきちん

質問

と投与することが現在のエビデンスに基づいた治療に

ますか．

なります．

東海林

質問

これは患者さんからの質問だと思います．
「腰

す．ただ，病気が進行するのにしたがって上昇するの

痛穿刺は年齢的に難しいと医師から指導されました．

で，カットオフ値を300前後に設定するとADおよびその

やはり体には負担が大きいのでしょうか」という質問

予備軍は診断できます．カットオフ値はもう少し低くても

が寄せられています．

いいのかもしれませんが，そうなるとtauだけが蓄積す

東海林

る前頭側頭型認知症なども陽性となります．

10 代の方でも，ある程度の量が測定されま

診断感度を上げるには検査を組み合わせるこ

齢女性の場合は骨粗鬆症で腰椎穿刺が難しくなること

とが推奨されるということですが，実際に好ましい組

があるので，その場合は制限されると思います．

み合わせを教えてください．

質問

東海林

Aβ42とt-tauの組み合わせが推奨できると思

います．Aβ40も追加するとさらに好ましいと思います．

東 海林

この3種類が最も優れた検査項目になると考えます．

講演 ３

はありますか．
体への負担はありません．若い男性では，実

講演 ２

質問

講演 １

際，私は90代の方に実施したことがあります．ただ，高

腰椎穿刺は体への負担が大きいですか．副作用

語句解説

腰椎穿刺に年齢 制限は無いと思います．実

tau，P-tauは年齢によって濃度に変化はあり

講演を
終えて
Series

自己免疫疾患

医の焦点
検査と私
最新
トピックス

徒然なる
ままに。
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