
地域の救急医療を支える臨床検査技師
救急検査に適したAtellica Solutionの迅速検査

公益社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院は、602床の病床を有し愛知県名古屋市に位置し、地域医療を支えていま
す。特に地域の救急医療の最後の砦として、重要な役割を担っていることでも広く知られています。2021年8月にADVIA 

Centaur XPT（以下Centaur）からAtellica IM1300（以下Atellica）へと機器更新が行われました。中央検査部  技師長  堀出
剛  先生、技師長補佐  鈴木一光  先生、主任技師  岡本明紘  先生に地域における名古屋掖済会病院の役割とAtellicaの現
段階でのご評価についてお話を伺いました。

名古屋掖済会病院についてお聞か
せください。
堀出  技師長　当院は34の診療科を有す

る602床の総合病院です。1日あたり平均

1367人 (平成31年 )の外来患者さんが来

院されます。特長的な指定としては、DPC

特定機能病院群、地域医療支援病院、愛

知県がん診療拠点病院、災害拠点病院な

どが挙げられます。

掖済会は非常に歴史が古く、明治13年に

船員に対する支援を目的として設立され

ました。全国に8施設の病院を有しており、

それぞれの病院が地域の主要な港近辺に

立地しています。すべての施設に通じる

のは “掖済の精神 ”です。“掖 ”という字

は身体の腋（わき）に通じる言葉であって、

掖済とは腋（わき）に手を添えて救い導くこ

とを意味します。

各病院ごとに特色があるのですが、名古

屋掖済会病院は特に救急医療に力を入れ

ております。昭和53年5月、東海地方で最

初の救命救急センターを設立しました。

それ以来名古屋南西部の基幹病院として

24時間365日の救急対応にあたっており、

現在は年間1万台以上の救急車を受け入

れています。新しい取り組みとしては、ク

ラウドファンディングによりドクターカー

の導入を試みています。幸いにも地域の

皆さまから、多くの温かいご支援をいただ

き近く実現できると感じています。病院が

ドクターカーを導入し活用していくことで

地域の救急医療に、よりプロアクティブな

貢献をすることができると考えています。

検査部についてお聞かせください。
堀出  技師長　中央検査部は非常勤職員
を含めて53名で運営しています。当検査

部では、2つの理念を大切にしており、1つ

は精度管理、1つは接遇です。精度管理に

関して外形的には、各種精度管理に参加

するだけではなく愛知県臨床検査技師会

の精度管理事業を構成するメンバーとし

て、地域の精度管理にもオーナーシップを

もって活動を行っています。私たちは患者

さんから血液を採取する検査前工程も精

度管理の一部ととらえています。最近では

タスクシフトとして話題の病棟採血ですが

当院では30年以上前から臨床検査技師の

手で行っています。

鈴木  技師長補佐　多い時は臨床検査技
師一人あたり10人ぐらいの病棟採血を行

います。朝8時15分ごろから、20名ほどの

臨床検査技師が病棟採血にあたりますが、

採血依頼が多い時はそれでも10時近くま

で時間がかかります。同じ時間帯に外来

採血も検査部で受け持っているので、8時

半から9時半の検査室内は必要最低限の

スタッフで対応にあたっています。

堀出  技師長　中央検査部の採血室では、
午前中だけで300名以上訪れる外来患者

さんの採血を、私たち臨床検査技師がメ

インで担当しています。採血業務を通して、

いろんな場面で患者さんと接する機会が

多く、接遇もたいへん重要になってきます。

私達は精度の高い検査データを提供する

ことと、ご来院いただいた患者さんに気持

ち良く検査を受けていただけるように接

遇面を充実させることの2つを柱に取り組

んでいます。そのような目標のなかで、接

遇とは、患者様及び患者家族への理解や

気配り、心遣いに留まらず、検査技術の研

鑚を重ね精度の高い検査データを迅速に

報告することも接遇のひとつと考えていま

す。

鈴木  技師長補佐　生化学免疫の検体数
は1日あたり約500本です。この件数の80

～90%は、診療前検査の依頼になります。

当院における検体検査の結果報告時間で

すが、救命救急センターの生化学検査は

30分以内、一般外来の生化学検査は60分

以内、免疫検査は90分以内といったルー

ルで運用しています。免疫検査に関して

も90分とは言っていますが、実際は機器

の進化や検体前処理装置の導入により、

レンジオーバーや再検査が発生する場合

以外は、ほぼ生化学と変わらず60分以内

の報告ができています。

救命救急センターにおける活動に
ついて教えてください。
鈴木  技師長補佐　臨床検査技師が救命
救急センターの業務に本格的に携わった

のは、2006年に新しく救命救急センター

が建て替わった際の要望として、臨床検査

技師への参画依頼があったのがきっかけ
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です。救命救急センターには血液ガス、血

糖、心電図などの迅速性を必要とする最

小限の検査機器が設置してあります。臨

床検査技師の業務としては、これらの分析

装置の操作だけではなく、必要な採血管

への分注、オーダーを確認してバーコード

を貼付してエアシューターで検査部に送

るなどの支援業務を実施しています。

堀出  技師長　救命救急センターに臨床
検査技師がいる価値は、単に検査を行う

ことだけではなく、部門間のコミュニケー

ションを円滑にすることが大きな目的です。

患者さんを目の当たりにしているので、胸

痛があれば心筋マーカーが必要だとか、

交通外傷で多量の出血があれば輸血の準

備が必要だとか先を読んだ動きができま

す。また、検査値に関しても臨床検査技師

がその場にいて患者さんの状態を確認で

きているので、データの読み方に迷って対

応に遅れが生じることが少なくなります。

鈴木  技師長補佐　救命救急の現場は極

限の状況のもとで緊急対応をしているの

で、臨床検査技師が常駐するまでは検体

不良や検体の名前が異なる、採血の不備

などがあり、それに由来する問い合わせの

電話が非常に多く発生していました。臨床

検査技師が常駐することで、そのようなミ

スや問い合わせは、かなり減りました。加

えて、救命救急センターは様々な職種が

協働する場なので、臨床検査技師が中に

入り込むことで、検査部の意図を組んでも

らえるようになりましたし、救命の場で何

を考えているのかということが検査部とし

ても理解ができ、相互理解が深まったと思

います。

　救急医療に力を入れている特性上、休

日・夜間の時間外もルーチン帯とほぼ同じ

検査を実施できるように検査体制を整え

ています。

地域医療における役割を教えてく
ださい。
岡本  主任技師　当院では、エキサイネッ
トという医療情報連携システムを構築し、

地域医療における医療連携を支えていま

す。電子カルテ端末は通常院内でしか参

照できないのですが、エキサイネットは

Web型医療情報連携システムであり、登

録している医療機関と紹介患者さんの患

者情報を相互参照することを可能として

紹介・逆紹介を円滑に行うことに貢献して

います。

堀出  技師長　加えて、診療所の先生が、
当院のCTやMRIなどの検査予約もエキサ

イネット経由で重なうことができる地域密

着型のシステムです。このエキサイネット

は臨床検査技師の資格を有するスタッフ

が中心となって、情報管理センターを立ち

上げ構築しました。

Atellicaの導入経緯についてお聞か
せください。
堀出  技師長　当院では、24時間365日救

命救急センターの対応が必要という特性

上、とにかく迅速性が重要です。迅速性と

いうのは、ただ早く結果を返すだけではな

更新前機種であるCentaur XPTと更新後機種であるAtellica IM1300の処理能力、測定時間を図に示した。
名古屋掖済会病院では、救急検査である心筋マーカー (BNP, 高感度トロポニン I, CKMB, ミオグロビン) を採用されている。右のグラフでは、CKMBを例に検体到着時
間から結果報告時間（再検を要する場合は再検も含む）までの平均TAT（Turn Around Time）を示した。比較期間はCentaur XPTは2020年9月、Atellica IM1300は2021

年9月のそれぞれ1カ月間とした。

図　名古屋掖済会病院での機器更新前後の機種スペックの比較
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く、装置がノントラブルで安定して稼働で

きることも重要だと考えています。以前は

Centaurを採用していたのですが、メンテ

ナンスにかなり時間がかかっていたのが

救急医療体制を維持するにあたり不満な

ポイントでした。

岡本  主任技師　以前は毎日のメンテナン
スで 70分から80分ほど検査を止めてし

まっていたので、検体の少ない午後のタ

イミングで救命救急センターの状況を見て、

心筋マーカーの測定が必要かどうか状況

を慎重に把握しながらメンテナンスを実

施していました。

鈴木  技師長補佐　臨床医も装置の流路
洗浄に時間が必要だということは理解して

くれるのですが、メンテナンスに必要な洗

浄液の不足などがあった際には、もう一度

最初からメンテナンスを実施しなければ

ならず、検査体制に大きな影響を与えてし

まうのが問題でした。

堀出  技師長　一方でCentaurを導入して

から、まだ4年半ほどしか経過していなかっ

たので、機器の更新には早い時期でした。

そんななかSiemens Healthineersから機

器賃貸プログラムの EMP(Equipment 

Management Program)によるAtellica導

入の提案をうけ、結果報告のさらなる迅

速化とメンテナンス時間の削減、装置の

安定稼働による救急医療体制の充実を目

的に導入に踏み切りました。また、EMPに

は保守費用も含まれているので、装置の

定期点検や修理対応に関して得られる安

心感も導入を決めた判断材料の1つにな

りました。

現在のAtellicaのご評価についてお
聞かせください。
堀出  技師長　導入の狙いは無事達成さ
れました。Atellicaの導入は当院が愛知県

における初号機ということもあり、思い切っ

た決断でしたが、導入してよかったと思っ

ています。

岡本  主任技師　メンテナンスに関しても
改善した点が非常に大きいです。メンテ

ナンス時間が短くなっただけでなく、緊急

の検体が来た場合は、メンテナンスを中

断し、測定に移ったとしても、中断したとこ

ろからメンテナンスを再開することができ

るので、非常に融通が利く分析装置になっ

ていると思います。また、当院で採用して

いる循環器項目は測定時間が10分と、こ

れまでのCentaurの18分に比べても40%

以上短くなっており、非常に短時間で結果

が出るので、メンテナンスを中断してから

測定を始めても臨床の求めるスピードで

検査結果を報告できるようになりました。

メンテナンス途中で消耗品がなくなってし

まった場合にも中断した箇所からメンテ

ナンスを再スタートできることも非常に助

かっています。

堀出  技師長　Atellicaを導入してから結

果報告に関する診療科からの問い合わせ

は皆無になりました。さらに、Siemens 

Healthineersのサービス対応を高く評価

しています。24時間の時間外保守契約が

あるメーカーは多いですが、修理訪問に

関しては翌営業日に訪問という対応をさ

れるメーカーも多いなか、夜中でもサー

ビスエンジニアがかけつけ、復旧対応を

行ってくれるので万が一のトラブル時も非

常に安心です。

鈴木  技師長補佐　当院では、これまでディ
メンション Vista、Centaur CP、Centaur 

XPTとSiemens Healthineersの免疫分析

装置を使用してきましたが、Atellicaはな

かでも非常に完成度の高い分析装置だと

思っています。測定の迅速化が進んだだ

けでなく、装置の安定性が非常に高く常に

安心して使用できることを高く評価してい

ます。データに関していえば前の機種の

Centaurのころから非常に精度高く安定し

ているので、その安定したデータが

Atellicaでも継承されていることを実感し

ています。なおかつ測定時間がより一層

早まり、生化学検査とほぼ同じスピードで

結果報告ができているので、臨床医もい

い意味で驚いているかと思います。

堀出  技師長　非常に完成度の高い分析
装置ですが、欲を言えば100Vで動くよう

になるとさらに利便性が増すかと考えて

います。当院は災害拠点病院です。名古

屋港から比較的近い場所に位置しており、

南海トラフ地震の被害想定によれば浸水

地域にあります。来るべき災害時に病院

機能を維持するためには、災害発生時を

見越して体制を整えておく必要があると考

えています。

鈴木  技師長補佐　そういう意味では災
害対策用分析装置としてディメンション

EXL 200（以下Dimension）を導入してい

ますが、こちらはキャスターで動き、100V

で駆動するので非常に重宝しています。

災害時には水の使用も制限されますので、

Dimensionのような水の使用量が少ない

分析装置は有用です。Atellicaも機能を維

持したまま、100Vでコンパクトになるとさ

らに汎用性の高い分析装置になるのかと

思います。

中央検査部の人材育成についてお
聞かせください。
堀出  技師長　当院は24時間365日 救急

患者を受け入れており、時間外業務にお

いては、自分の担当部門だけではなく網

羅的なスキルが求められます。新入職員

は約1年弱をかけてすべての部門を担当

してもらうようにしています。各部門の細

かなマニュアル、チェックシートがあり、検

査の解釈ができるかどうか、などの習熟度

の確認を行っています。

鈴木  技師長補佐　時間外業務を一人で
できるようになるために、1年かけて研修

を行うという目的で実施しています。すべ

ての検査を詳細に研修するというわけで

はなく、時間外の業務で求められる領域、

そこまでの緊急性が求められない領域と

いった具合に各分野で濃淡をつけて実施

しています。

今後の臨床検査の方向性について
お聞かせください。
堀出  技師長　病院の統合に合わせて地
域の検査センターのような役割が基幹病

院には求められるようになるのか、と考え

ています。また、AI技術の発達により臨床

検査技師は要らなくなるのではというよう

な声もありますが、私は全くそうは思って

いません。臨床検査技師は非常に守備範

囲の広い専門職であるというのが大きな

特徴であります。そもそも一口に臨床検

査技師といっても、検体分析、細胞診など

の形態、遺伝子、システム管理、生理機能

など活躍の場は無限大に広がっています。

現在の病院の中においても臨床検査技師

は、どの分野においても必要とされる立ち

位置にあり、医療だけでなく機械やシステ

ムに関する幅広い知識が様々な分野で役

立てられると思います。当院においても検

査部から情報管理センターや臨床工学部

門など様々な部署へと活躍の場を広げて

いった人材がいます。臨床検査技師の守

備範囲の広さから今後も活躍の場が発展

的に広がっていくと私は考えています。

（取材日：2022年5月17日）
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