
社団医療法人 養生会 かしま病院

医療技術部 臨床検査科 柴田昭浩

医療機関の働き方改革セミナー
～多職種の視点から医療機関の働き方改革を考えよう～

利益相反の有無 ： 無
※この演題に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはありません。

令和2年度 厚⽣労働省委託事業 医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進等事業

医療機関の働き⽅改⾰セミナー
令和３年2月3日（水）オンライン開催 ＜臨床検査技師編 取組事例＞

資料3

本日の内容

・当院の紹介

・当院病棟検査技師の誕生

・病棟が望む病棟検査技師

・当院病棟検査技師の現在

・当院病棟検査技師の業務

・医療安全

・まとめ
1



本日の内容

・当院の紹介

・当院病棟検査技師の誕生

・病棟が望む病棟検査技師

・当院病棟検査技師の現在

・当院病棟検査技師の業務

・医療安全

・まとめ
2

3



社団医療法人養生会 かしま病院 の概要

所在地：福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1

開 設 ：昭和58年4月

病床数：193床（2018.10.1～）

一般病棟44床、回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟59床、地域包括ｹｱ病棟90床

診療科目：内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科（人工透析）、

外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、循環器内科、

リハビリテーション科、放射線科、婦人科

付帯設備：健診センター、居宅介護支援事業所、

かしま病院介護医療院19床

臨床検査技師：19名 （職員18名、パート1名）

※病棟 1名、健診センター 1名 常駐
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病 棟
看護師不足で、病棟業務が激務

↓

病棟クラークも探していた

検査科

産休補助（パート）が継続雇用を
希望していた

看護部・人事課との交渉

病棟検査技師

当院病棟検査技師の誕生
（平成17年）
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看護部

・いつまで どうして居るの

・病棟で何をするの

・看護師の業務を検査技師がするの

・知らないの？できないの？

・次に行う事を知っていても教えない

検査技師が病棟に行ったら・・
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検査技師が病棟に行ったら・・

検査科

・検査室業務が優先

（忙しい、誰が、いつまで、どうして）

・他部署で仕事はしたくない

（経験がない、病棟で何をするの）
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病棟が望む病棟検査技師

病棟から望まれる人材

 仕事面

 人間関係面（接遇・性格）
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病棟が望む病棟検査技師

病棟から望まれる人材

 仕事面

 人間関係面（接遇・性格）
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仕 事

 ある程度の経験・知識

 正確さ 迅速さ

 pcが出来る

× 新人
× ベテラン
○ 中堅クラス
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病棟が望む病棟検査技師

病棟から望まれる人財

 仕事面

 人間関係面（接遇・性格）
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人間関係

 接遇

患者・家族、スタッフに対して当たり前の接遇

（挨拶・表情・身だしなみ・態度・言葉使い）
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人間関係

 性格

明るい、柔軟な考え方、謙虚、よく気がつく、

行動派、フレンドリー、素直、落ち着いている、

感情のコントロールができる、優しい、穏和
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１. 検査業務のみ行う

２. 検査業務以外も行う

病棟で検査業務を行う
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１. 検査業務のみ行う

・その検査だけ

・マニュアル作成が容易

・事前準備期間を要しない

・人選が不要
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１. 検査業務のみ行う

ナースステーションに居れば検査技師の範囲外の

業務が目の前に遠慮なくドンドン現れる

ナースコール、電話、患者、面会者、医師・・

私は検査技師

ここのスタッフじゃない！聞かれても答えられない

⇒目を背ける 聞こえないふり

この光景を看護師や院長等が見たら・・
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２. 検査業務以外も行う

・覚える事が多い

・業務内容が数多く、ランダムに発生する

・マニュアル作成に時間を要す

・人員の確保 （人選が必要）
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（1）理解・覚える事項

病棟の1日の流れ（特に毎日行われる事）を理解する
どの業務をどの役割りのスタッフが行うのか
※病棟スタッフの把握（顔と名前、役職）

・朝の採血
・清拭
・入退院の流れ（書類）
・処置（気管切開、レスピレーター、チューブ挿入等）の

必要物品と置き場所（特に急変時）
・検査（生理検査、放射線、内視鏡）へ送り迎え
・様々な事例の報告ルートの確認
・物品（処置以外）の置き場所
・臨床検査以外の部署との連携

２. 検査業務以外も行う
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（2）理解・覚える事項
トランスファー（患者移動）

看護知識・用語（バイタルサイン、ＤＮＡＲ等）

ジェネラル検査技師

・モニター心電図、心電図（装着、操作、判読）

・検体（依頼方法、採血管・採取方法）

感染対策

医療安全

２. 検査業務以外も行う
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病棟から検査室への問い合わせ
・体腔液採取時のボトルの選択について
・細菌培養について（容器は？ 結果はいつ？）
・外注検査の結果報告がいつになるか
・特殊検査の基準値
・電子カルテのオーダーの方法
・検査の日付変更や追加項目
・ＳＭＢＧ指導依頼（病棟）
・転院時の検査データ出力
・検査（超音波・心電図）開始時間の確認

２. 検査業務以外も行う
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当院病棟検査技師

平成17年：病棟検査技師

平成22年： 〃 交替

平成29年：病棟検査技師 + 病棟担当制
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【病棟担当制】
検査科スタッフへ病棟業務に対する意識調査

◎病棟業務を行ってみたい ・・・・・ 93％

◎病棟配属されたくない ・・・・・・・ 43％

コミュニケーション

患者や家族との関わりが難しそう

医師や看護師と一緒に業務する
自信がない

他職種と人脈を築くのが大変そう

知識 ・ 経験

現場の期待に、的確に対応できるか不安

看護知識、用語がわからないので心配

質問に答えられないかもしれない
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病棟担当制

各部屋から１人→３人一組

生理機能 検体検査 病理・細胞診

検査科全員で担当
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検査科の検査室外業務

病棟検査技師（1名）
所属：検査科所属で病棟常駐
担当病棟：一般病棟（東2病棟）

健診センター（1名）

所属：検査科所属で健診センター常駐
担当：採血、検査・結果説明、結果表確認

病棟担当制
検査科スタッフ3名1組（4組⇒4病棟）
担当：ミーティング参加、検査物品管理、検査情報提供等

その他の検査室外業務
透析センター（1名）、外来・救急（2名）、在宅（生理）
担当：ミーティング参加、検査物品管理、検査情報提供等

27



当院の在宅医療

担当医師：13名（非常勤4名含む）

訪問先

・グループホーム 10件

・有料老人ホーム 8件

・高齢者向け優良賃貸住宅 2件

・サービス付き高齢者向け住宅 2件

・軽費老人ホーム 2件

・自宅
28

当院の在宅検査業務

平成30年10月から開始

24回（ＵＳ13件、ＵＣＧ33件、ＥＣＧ26件）

検査目的：排尿困難、不整脈、胸痛

血尿、上腹部痛、下肢浮腫等
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医療安全

誤認防止 ： 患者、検体、検査部位
（フルネーム、生年月日、リストバンド、ダブルチェック、指差呼称確認）

危険予知 ： 転倒転落
（転倒転落アセスメントスコアシート：衝撃緩和マット、離床センサー）

感染対策

標準予防策と感染経路別予防策

手指衛生（5つのタイミング）

針刺し（流水洗浄、報告ルート、感染症検査）

インフルエンザ、ノロウイルス、結核、疥癬・・・

医療安全+感染対策
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当院病棟検査技師の業務

1 採血準備、採血
2 検体採取と適切な検体処理の説明
3 検査結果の確認
4 POCTの実施
5 ベッドサイドで生理機能検査の実施
6 NST、ICT、DM、化学療法、輸血療法などチーム医療へ参加
7 患者へ検査結果の説明
8 血ガス、骨髄採取、生検等ベッドサイドで介助
9 メディカルスタッフへ検査のアドバイス

10病棟内カンファレンスへ参加
11入退院、転室、転棟、転院対応
12輸血療法の説明、輸血後の副作用チェック
13患者へ受ける検査の説明
14患者状態を確認し異常値等は適宜主治医へ報告
15検査に関する物品管理
16病棟と検査室間の患者送迎
17その他（長谷川式スケール、ナースコール、面会者、スキャン）
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1. 採血準備、採血

・ 取り直し、当日入院患者、当日依頼の採血
※朝の予約採血は7：30頃夜勤看護師が実施

・ 検査システムで病棟患者の依頼もれを確認
※看護師の指示未確認や採血もれを早期に気付くことが出来る

・ 電子カルテからラベル発行し採血管を準備

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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2. 検体採取と適切な検体処理の説明

・咽頭（ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ、溶連菌、咽頭粘液培養）

・鼻腔（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、鼻腔培養）

・ﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ挿入患者からの採尿、便培養、便潜血、血液培養

・採取容器や採取量、検体提出に必要なラベルや依頼書の準備

・依頼内容の不備について医師に連絡、またオーダ修正（代行入力による修正）

・検体採取についての勉強会、資料作成

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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3.  検査結果の確認

・ 検査結果と患者状態の把握

・ 医師へ追加検査の提案

・ 担当看護師への報告や病棟ミーティングでの情報共有

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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4.  POCTの実施

・ Dダイマー、トロポニンTの実施

・ POCT機器の精度管理、機器保守の実施

・ 血糖測定用POCTの導入の検討

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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5.  ベッドサイドで生理機能検査の実施

・ 心電図

・ ホルター心電図

・ 超音波（腹部、心臓）

・ ＰＳＧ、携帯型モニタ

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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6.  NST、ICT、DM、化学療法、輸血療法などチーム医療へ参加

NST：患者データの提供、検査データから介入者の拾い上げ、褥瘡回診、

院内勉強会講師

DM：患者へのSMBG指導、検査データをもとに糖尿病全般に関する患者指導、

院内糖尿病イベントの参加、病院便りの原稿執筆、血糖測定機器や穿刺器具

等の院内採用物品の取りまとめ

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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7.  患者へ検査結果の説明

医師の了解を得て行う

・化学療法患者への説明

（血液データから貧血や感染しやすい状態かなどの状態の説明、

生活の注意事項含む）

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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8.  血液ガス、骨髄採取、生検等ベッドサイドで介助

・ 採取容器等の準備

・ 圧迫止血等の補助

・ 肝生検（超音波）

・ 腹水・胸水穿刺（超音波）

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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9.  メディカルスタッフへ検査のアドバイス

・ 特殊検査に関する時間指定や注意事項の説明

・ 血液培養採取法

・ 血ガスキットの使用方法

・ 新規導入検査の説明

・ ヒヤリハットなどの発生事例に関して問題点と改善提案

※病棟毎に実施（マニュアルや資料作成、実技等）

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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10.  病棟内カンファレンスへ参加

・ 看護部が日常業務で困っていることなどを把握することで、

検査科が病棟でできることの情報収集にも繋がる

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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11.  入退院、転室、転棟、転院対応

・ 入院案内

・ 病院、病棟、入院全般の説明（不安・緊張を取り除く）

・ クレーム対応

・ 転棟時の補助（患者搬送や患者荷物の運搬）

・ 転院時の速やかな書類の準備（検査結果の時系列や画像データ）

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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12.  輸血療法の説明、輸血後の副作用チェック

・ 使用済み輸血バックの回収、1週間冷蔵保管

（主に細菌性の輸血副作用鑑別のため）

・ 副作用チェック 輸血直前、5分後、15分後、終了時

※始めの5分はベッドサイドで観察

チェック項目

血圧、体温、SｐO2、悪寒・戦慄、熱感・ほてり、掻痒感・かゆみ、

発赤・顔面紅潮、発疹・蕁麻疹、血尿、呼吸困難、嘔気・嘔吐、

胸痛・腹痛・腰背部痛、頭痛・頭重感、血管痛、意識障害

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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13.  患者へ受ける検査の説明

・検査版（患者への案内票）作成し、15：00ベッドサイドで、翌日の検査について説明を行う

・検査内容（CT、C-Fなど放射線科の検査を含め、IVH挿入やマルクなどすべての予定につ

いて案内を行う）、検査予定時間、要する時間など

・食止めの有無

（患者に対して説明、電カルで食止め確認→されていない場合看護師へ連絡）

〇説明する患者を間違えない（リストバンド、ベッドネーム等で確認）

〇検査や治療について熟知しておく

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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14.  患者状態を確認し異常値等は適宜主治医へ報告

・検査科から検査結果の異常値連絡が入る

通常、主治医への報告は検査科から直接行うが、主治医と連絡取れない場合

看護師経由であると、正しく確実に伝えたか不明の場合があるために、病棟検査

技師が責任を持って報告する

・患者状態と照らし合わせ、担当看護師に情報提供する

・検査科には患者状態の情報を提供し、有りうるデータであるのか否かを共有する

＊注意＊ パニック値でなくでも大きな変動ととらえる必要がある時もある

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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15.  検査に関する物品管理

・ 適正な在庫量

期限切れ、液状抗凝固剤入り試験管

・ 自己血糖測定器の管理・点検

・ 心電計、Vスキャンなどの検査機器の保守点検

緊急時の機器不具合回避

※必要時すぐに準備できる（日頃から物品管理することで、詳しくなる）

※採血管不備など、採取過誤による誤った検査結果報告を防ぐ

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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16.  病棟と検査室間の患者送迎

・ 患者誤認防止

・ ドレーン、バルーン、点滴などの抜去に注意

・ 転倒、転落（介助の度合いや患者状態の把握）

・ 酸素や点滴残量の確認

・ MRI時、入れ歯や金属、禁忌貼付薬などの確認

・ 送迎中、患者とのコミュニケーション

医療安全 感染対策 医療安全+感染対策
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当院病棟検査技師の業務

1 採血準備、採血
2 検体採取と適切な検体処理の説明
3 検査結果の確認
4 POCTの実施
5 ベッドサイドで生理機能検査の実施
6 NST、ICT、DM、化学療法、輸血療法などチーム医療へ参加
7 患者へ検査結果の説明
8 血ガス、骨髄採取、生検等ベッドサイドで介助
9 メディカルスタッフへ検査のアドバイス

10病棟内カンファレンスへ参加
11入退院、転室、転棟、転院対応
12輸血療法の説明、輸血後の副作用チェック
13患者へ受ける検査の説明
14患者状態を確認し異常値等は適宜主治医へ報告
15検査に関する物品管理
16病棟と検査室間の患者送迎
17その他（長谷川式スケール、ナースコール、面会者、スキャン）
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12輸血療法の説明、輸血後の副作用チェック
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16病棟と検査室間の患者送迎
17その他（長谷川式スケール、ナースコール、面会者、スキャン）
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本日の内容

・当院の紹介

・当院病棟検査技師の誕生

・病棟が望む病棟検査技師

・当院病棟検査技師の現在

・当院病棟検査技師の業務

・医療安全

・まとめ
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2019年度当院の医療安全報告集計
2019年4月から2020年3月まで報告されたレポート

報告件数：総数817件
※当院の目標値は965件 病床数（193床）×5

レベル・年度別件数 2019 2018 前年比 

ヒヤリハット 193 23.6% 61 11.5% 132 12.1% 

インシデント 555 67.9% 400 75.5% 155 -7.5% 

アクシデント 69 8.4% 69 13.0% 0 -4.6% 

計 817 100.0% 530 100.0% 287 - 
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検査関係（採血）の報告

・ 採血後の分注時、別患者の採血管に分注した

・ 採血管に別患者のラベルが貼られていた

・ 検査内容を間違えて採血した

・ 採血時、検査項目と採血管が異なっていた

・ 別患者の対応で、血糖測定を忘れた

・ 採血検査の代行入力で検査項目を誤って入力した

・ ラベルの貼られた採血管が別患者の採血管と一緒になっていた

・ 入眠前の血糖測定を忘れた

・ 夕食前の血糖測定を忘れた

・ 糖負荷試験検査前の採取を忘れた

・ 昼食前の血糖測定を忘れた
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病棟検査技師に対して率直なご意見を聞かせてください

～アンケート結果から～

• わからない時すぐに聞くことができ、ミスが減った

• 特殊項目などの採血管や手技などを教えてもらえる

• 状態の悪い患者の検査結果を、迅速に医師に連絡し

医師は早急な対応が図れるようになった

• 検査結果を直接医師に連絡してもらえるので楽になった

• 急な検査依頼や輸血の発注などをお願いできる

• 検査以外でも教えてもらえることが多い

• 検査室とのコミュ二ケーションが良くなった
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本日の内容

・当院の紹介

・当院病棟検査技師の誕生

・病棟が望む病棟検査技師

・当院病棟検査技師の現在

・当院病棟検査技師の業務

・医療安全

・まとめ
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病棟で検査技師が行える検査業務
・心電図 ・採血（採血管準備） ・検査前後の説明（患者の不安軽減）
・検体採取 ・検査備品の管理 ・超音波 ・検体搬送 ・検査機器管理
・病棟スタッフへの説明（採血管、機器の取扱い） ・異常値報告（結果管理）
・輸血関連（払い出し、立会い、製剤の運搬） ・POCＴ（実施、説明、指導）
・検査に関する問い合わせ対応（報告までの日数、追加検査）

医療安全と感染対策が必要

病棟の検査業務を病棟で検査技師が行う

看護師は本来の看護業務に専念できる

検査の質の向上と医療安全につながる

検査に関する医療事故を減らせる

患者とその施設にも有用

ま と め
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社団医療法人 養生会 かしま病院

医療技術部 臨床検査科 柴田昭浩

令和2年度 厚生労働省委託事業 医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進等事業

医療機関の働き方改革セミナー
～多職種の視点から医療機関の働き方改革を考えよう～

令和3年2月3日（水） オンライン開催

利益相反の有無 ： 無
※この演題に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはありません。

ご清聴ありがとうございました。

臨床検査技師の病棟業務

～臨床検査技師編～
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