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～医療現場での縁の下の力持ち～
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病院検査の基礎知識
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検査(臨床検査)とは、医師が診察をす
る際に、患者さんの身体の状態を客観
的に評価するための検査のことです。
そして、それを行う当院の専門部署が
検査部です。
医師、看護師をはじめとする多くの医
療スタッフと共にチームとして患者さ
んの生命、健康をお守りしています。
また、支援業務だけでなく、看護師と
共に検査に必要な採血をしたり、採
血・採尿の受付業務をしたり等、患者
さんと直接接する業務も行っています。

当院は二次救急指定病院として患者さ
んに24時間365日対応しており、検査
部も休むことなく機能しています。

かつては、病気の診断・治療は医師の
問診、触診などのみが頼りでした。
しかし現在は、臨床検査技師が日々進
歩する検査技術を駆使し、血液や尿、
便、細胞や組織などを用いて様々な分
析を行い、正確で質の高い検査データ
を迅速に報告することができるように
なりました。
報告した検査データは、医師が正しい
診断を行ったり、治療方針を決定する
上で必要不可欠なものとなっています。

臨床検査技師は、看護師等とは異なり
患者さんと接する機会はあまり多くあ
りませんが、チーム医療においてなく
てはならない存在であり「医療現場に
おける縁の下の力持ち」なのです。
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臨床検査技師の資格は、昭和33年制定
の「臨床検査技師等に関する法律」に
規定された国家資格で、毎年2月頃に
実施される国家試験に合格した者に与
えられます。

当院検査部員は、全員がこの国家資格
の有資格者であることは勿論ですが、
その他にも数々の学会認定資格を持ち
(図1参照)、専門知識と技術に支えられ
て高度な検査を実施しています。

検査に関して何かご不明な事がありま
したら、臨床検査技師にご質問下さい。
病名などはお教えすることはできませ
んが、「この検査で何が分かるの？」
といったご質問などには可能な限りお
答えさせて頂きます。

細胞検査士 5名

国際細胞検査士（CT IAC） 5名

超音波検査士 1名

臨床エンブリオロジスト 2名

(図1) 当院臨床検査技師の学会認定資格（2018年1月現在）

臨床検査は、患者さんから得られた血
液や尿などを扱う「検体検査」と患者
さんそのものが検査対象となる「生理
機能検査」に大別されます。

更に検体検査は、一般検査、血液検査、
生化学検査、免疫検査、病理検査等に
分類されます。(次ページ参照)
生理機能検査では心電図検査、呼吸機
能検査、脳波検査、心エコー検査、筋
電図検査、聴力検査等を行っています。
当院ではどちらも毎年非常に多くの検
査を行っています。(次ページ図2参照)

また、日本臨床衛生検査技師会、茨城
県臨床検査技師会および日本医師会が
実施する外部精度管理に毎年参加し、
高い検査精度の維持に努めています。

臨床検査部スタッフ一同

二級臨床検査士（病理） 3名

二級臨床検査士（循環生理） 4名

二級臨床検査士（血液） 2名

緊急臨床検査士 3名
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当院検査部の検査機能

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

検体検査(一般検査・血液検査など) 364,873 352,384 386,586 390,007

検体検査(簡易キット検査) 12,221 12,681 15,301 15,429

検体検査(微生物検査) 10,079 10,071 10,071 9,303

検体検査(病理検査) 18,349 18,751 18,736 18,249

生理機能検査 24,400 24,567 29,256 29,320

(図2) 当院検査数集計

●免疫検査
悪性腫瘍が存在すると高値となる腫瘍
マーカーや甲状腺その他のホルモン、
B型肝炎等の感染症などの測定を行っ
ています。

●血液検査
血液中の細胞(赤血球、白血球等)を算
定することにより貧血状態や炎症の有
無などを調べます。白血球の異常から
白血病が判明するなど、病気の早期発
見に重要な役割を果たします。

●生化学検査
血液を遠心分離して得られる血清を用
いてその中に含まれる化学物質(蛋白質、
酵素、糖質等)を大型の分析装置を用い
て測定します。この検査により肝機能
や腎機能など、各臓器の働きが正常か
どうかを知ることができます。

①検体検査室

●一般検査
尿に含まれる物質(蛋白、糖など)や細
胞成分(赤血球、白血球、異型細胞)な
を調べることにより炎症や出血がない
かを調べます。尿中の細胞から癌が見
つかることもあります。便検査では、
消化管からの出血を調べます。

●輸血検査
輸血する血液製剤が患者さんに適合す
るかなどの検査を行っています。また、
大量出血などで緊急輸血の際は赤十字
血液センターと協力して対応します。

当院検査部では、4つの検査室で検査を
行っています。

血液検査に代表される、血液や尿などを
扱う検体検査を主に行います。
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患者さんの検体(喀痰、便、膿等)で、
培養同定検査、薬剤感受性検査、抗酸
菌検査、遺伝子検査等を行っています。
具体的な例では、喀痰や便を培養し、
肺炎等の感染症の原因となった細菌を
見つけ、その細菌に対して効く薬剤を
調べる重要な検査です。
結核の原因菌である抗酸菌検査では、
塗抹鏡検や培養同定検査の他に他院や
保健所と協力して茨城県における結核
菌株の疫学調査も行っています。

手術、内視鏡下生検などで得られた組
織・擦過や穿刺吸引等により得られた
細胞(子宮頸部、体腔液、甲状腺等)か
ら染色標本を作製、顕微鏡下で観察し、
癌や感染症等の病気を診断します。 心電図検査、心臓超音波検査、脳波検

査、聴力検査、肺活量測定等を実施。
睡眠時無呼吸症候群の検査もこの検査
室で行います。
生理機能検査では、まず患者さんの症
状をお聞きし、それを基にわずかな異
常も見落とさないように細心の注意を
払っています。
特に心電図検査では患者さんの胸部症
状から心筋梗塞や狭心症などの異常波
形をいち早く見つけ、速やかな治療に
つながるよう努力しています。

②細菌検査室

③病理検査室

④生理機能検査室

また、経験豊富な病理専門医が常勤し
ており、手術中の病変の広がりを確認
するための術中迅速病理診断も実施し
ています。
更に、検査の専門機関での外注検査に
なりますが、悪性腫瘍の遺伝子検査も
行っており、癌細胞の遺伝子異常のタ
イプに応じた分子標的治療薬による
「個別化医療(患者さんごとの最適な治
療)」にも対応しています。
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2017年12月9日(土)「りぼんの会」が開
催されました。

「りぼんの会」とは、乳がんの手術を受
けられた患者さん同士の交流や情報交換、
相談を目的に、当院乳腺内分泌外科科長
の石川智義医師が中心となって年1回開
催しています。
当院スタッフやメーカーの方による講義
や製品紹介等もあり、「りぼんの会」の
前身「乳癌術後患者さんの会」 が1990
年に発足してから20年以上乳がん患者
さんのサポートを続けています。

今回も、すぐに役立つ乳がんの基礎知識
やリハビリ講座、食事指導等を行い色々
な分野から役立つ情報を提供しました。

患者さんを囲んでの交流会・相談会で
は日常の悩みや疑問についてスタッフ
がお答えしました。
また、リマンマ(術後の補正下着)や、
化学療法での脱毛時に役立つ医療用ウ
イッグの試着コーナーも好評でした。

乳がんは、女性のがんによる死亡数・
罹患数共に上位の疾患であり、特に罹
患数は、他部位のがんより格段に高く
なっています。
筑波学園病院では、患者さんの悩みを
受け止めて、やさしく包んであげられ
る医療を提供していきたいと願ってい
ます。「りぼんの会」がその一助にな
ることを願ってやみません。

乳がん患者さんの会「りぼんの会」が開催されました

財団ニュース・お知らせ

患者さんの悩みを受け止めます！

問い合わせ：筑波学園病院外科外来
029-836-1355(代)
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看護専門学校生による入院患者さんへのクリスマス会

婦人科で腹腔鏡下手術
子宮鏡下手術の専門外来開始

2017年12月22日(金)、筑波学園看護専
門学校生によるクリスマス会が当院病
棟と介護老人保健施設そよかぜで行わ
れました。
テーマは「笑顔を引き出す」。
入院患者さんや施設の入居者さんが気
分を和らげ、笑顔になって頂くことに
よってひとときの喜びを感じて頂きた
い、という目的です。

笑顔で喜びを感じてほしい サンタの格好に扮しLEDライトのロウ
ソクを持った学生達が施設を回りなが
ら「きよしこの夜」「ジングルベル」
を歌い、その後クリスマスカードが一
人ひとりに手渡されました。
思わぬクリスマスプレゼントに、入院
患者さんやご家族は驚きながらも皆喜
んで頂け、「来た来たこっちの部屋に
も来たよ、サンタさん達！」と目を輝
かせて部屋で待ってくれていたお子さ
んまでいらっしゃいました。

ささやかですが、またこうしたイベン
トを通じて患者さんのこころに寄り
添っていければ、と思います。

2018年1月から
『リウマチ膠原病内科』開始

2017年10月より、婦人科で、内視鏡
手術の専門外来が始まりました。腹腔
鏡下手術と子宮鏡下手術を検討されて
いる方のための外来です。

これまでも腹腔鏡下手術、子宮鏡下手
術を行っていましたが、日本産科婦人
科内視鏡学会技術認定医が赴任したた
め、内視鏡手術の対象が広がりました。
卵巣腫瘍や子宮筋腫の摘出、子宮全摘
術等、多くの婦人科手術を腹腔鏡で行
えます。また、子宮粘膜下筋腫は子宮
鏡で治療します。

完全予約制で毎週土曜日午前となりま
す。予約センター(029-836-6688)へ
お電話下さい。

当院リウマチ科は、2018年1月より、
内科(膠原病)と統合し『リウマチ膠原
病内科』としてスタートしました。
2018年1月から3月にかけての診療体
制につきましては、下記のようになり
ます。
なお、4月より専門医である常勤医師
が着任予定となっています。

・再診の方
……原田病院長(月・金曜AM)

・新患の方
……柳下医師(木曜AM)

・診療予約
……予約センターか再診受付窓口へ
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029-836-6688

※当日予約のみ
8：00から受付(平日・土曜共)

平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

平日 8：00～11：00 12：00～15：00
土曜 8：00～11：00
※日祝日・年末年始(12/29～1/3)は休診

♪編集後記♪ 文責・広報 岩崎

今年『100円おせち』のおかげで久々におせちを食べました。私は持病
の食事制限によりおせちは食べられないのですが、これは必要な食材

だけを選択し各100円で買える某コンビニ系ショップの商品です。
おかげで摂取できる物(体にとって正しい物)だけを選択できましたが、
医療は必ずしもそうではありません。正しい病院や医者の選択は本当
に難しい。そんな感慨に耽った年始でした。今年も宜しくお願いします。

当院地域連携相談室は、地域連携と医
療相談の2部門から成り立っています。

～外来診療について～

地域連携だより 第1回～筑波学園病院地域連携相談室

【発行】 一般財団法人
筑波麓仁会 筑波学園病院

〒305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1
TEL. 029-836-1355(代) FAX. 029-836-1918

【関連施設】
筑波学園病院並木診療所
介護老人保健施設そよかぜ
つくば市在宅介護支援セン
ターそよかぜ
指定居宅介護支援事業所そ
よかぜ

訪問看護ステーションそ
よかぜ
筑波学園病院訪問リハビ
リテーション
ポプラ保育所
筑波学園看護専門学校

【交通アクセス】

●つくばエクスプレスつくば駅か
ら→つくバス約15分。谷田部車
庫下車

●つくばエクスプレスみどりの駅
から→関東鉄道バス約10分。谷
田部庫または筑波学園病院前下車

●JR常磐線牛久駅から→ 関東鉄
道バス約30分。谷田部車庫下車

●関東鉄道常総線水海道駅から
→関東鉄道バス約30分。筑波学
園病院前下車

公共交通機関

自動車
■常磐自動車道谷田部インター
から→約5分

【医療相談部門】

3名の社会福祉士が患者さんやご家族の
ご相談をお受けする部門です。
社会福祉士は、療養に伴う経済的、社
会的、心理的な心配・不安等について
一緒に考え問題解決の手伝いをする医
療機関の中の 「社会福祉専門職」です。
入院・外来を問わずご相談に応じてい
ます。

【地域連携部門】

地域の医療機関・福祉機関との連携を行
う窓口です。
具体的には、他の医療機関からの診察・
検査予約取得及び紹介患者の情報管理を
行います。
急性期治療が終了した患者さんを症状に
合った他の医療機関や福祉施設に逆紹介
することもあります。
また病院診療案内や病院主催の研究会案
内も重要な役割です。

○診療所又は病院の先生方から予約して
頂く場合は、地域連携部門に直接ご連絡
をお願いします。
○患者さんから予約して頂く場合には、
予約センターにご連絡をお願いします。
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