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中井規隆 

P1～P2  医療安全管理者養成講習会終了 

P3  IFBLS 理事会と世界代表者会会議の報告―IFBLS学会の開催に向けて―  

P4 第5回日本認知症予防学会学術集会 共同シンポジウムを開催/「お気に入り」機能付！九州支部学会が学会Web抄録を導入 

P5 【会員専用ページ活用法】～生涯教育履修歴の確認～ 
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平成27年度  

  本年度も医療安全対策加算の施設基準に基づく、“医療安全管理者養成講習会”が、第１クール：８月７～

９日、第２クール：９月４～５日の６日間の日程を終了いたしました。 

 医療職能団体が主催する養成講習会としては、日本医師会、看護協会に次ぐもので、昨年度より開講いたしま

した。臨床検査技師の専任・専従医療安全管理者の養成はもとより、医療チームや臨床検査領域での医療安全管

理技術や手法の普及を図り、医療安全文化を臨床検査技師に根付かせて、病院、医療施設にとって不可欠な人材

育成を目指すものです。 

 日本を代表する医療安全の専門家や専任・専従で活躍する臨床検査技師による講義、実技指導は、受講者に

とって貴重な体験になったことと存じます。 

４月に追加された検体採取や嗅覚・味覚検査、10月から施行される医療事故調査制度など、臨床検査技師が医

療安全に必要とされる領域が増々広がっております。 

 本講習会を機に、受講されました皆様が各施設で医療安全管理者や医療安全担当者として活躍され、地域医

療、チーム医療の中で医療安全文化の輪を広げていただければと思います。 

医療安全委員会 委員長 加藤 正彦  

～受講者の声～ 

 私が医療安全に興味を持ったのは、当院の安全ワーキ

ングチームに入った事がきっかけでした。インシデン

ト報告をする側からインシデント対策を考える側とな

り、臨床検査室内で様々な対策を考え取り組んできま

した。しかし、対策の効果が見られるものもあれば、

同じようなインシデントが再発する事もありました。

インシデントが再発しない防止策の考え方、インシデ

ントが発生する前に対策を考える事、すなわちリスク

センスを磨く事を目的に、今回の医療安全管理者養成

講習会に参加させていただきました。 

 第１クールは座学で

したが、第２クールは

座学とグループワーク

がありました。グルー

プワークでは、仮想病

院で起こったインシデ

ント事例について

ImSAFERを用いて分析

を行いました。分析

は、常に当事者になり

きって考える事が必要

でした。『誰も間違っていると思いながら行動する人

はいません。“正しいと判断した”から行動するので

す。』その正しいと判断するに至った背後要因を考え 

グループワークの様子 

ていく事がとても重要

でした。また、それら

を決められた時間内に

検討しグループの意見

をまとめ発表すること

も求められました。初

めてお会いし、お話す

る方とのグループでし

たが、『安全管理』と

いう同じ目標をもって

いる方々ということも

あり、色々な意見を出

し合い、話し合う事が出来ました。この講習会は、

座学だけではなく、教わったことをグループワーク

で即検討･即実践する事で、安全に対する理解が深ま

り自施設でも実践に向け取り組んでいく事ができる

と思います。 

 今まで当院ではSHELL分析を行っていましたが、今

回教わったImSAFERも取り入れ、もっと細かい要因分

析を行っていきたいと考えています。 

 １クール・２クールを通し、ご指導いただきまし

た先生方に感謝いたします。 

 

（社会医療法人生長会 府中病院 三平 りさ） 

グループワークの発表について

コメントする河野講師 
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～講習会プログラム～ 

第１クール 
 

８月７日（金） 

 開講式・オリエンテーション 

日本臨床衛生検査技師会 会長 宮島 喜文 

「医療の質のマネジメント」 

四日市羽津医療センター 加藤 正彦 

「医療安全推進の動向」 

厚生労働省医政局総務課 医療安全推進室 

医療安全対策専門官 草間 直子 

「KYT について」 

パラマウントベッド株式会社 技術開発本部主席研究員 

 杉山 良子 

「医療安全管理者の役割と業務」 

医療法人天和会 松田病院 岡本 由美 

８月８日（土） 

「医療安全と関係法規」 

仁邦法律事務所 弁護士 墨岡 亮 

「日本医療機能評価機構の事業と量的分析の意義」 

公益財団法人 日本医療機能評価機構 坂井 浩美 

「チーム医療と安全管理」 

日本臨床衛生検査技師会 前チーム医療推進検討委員会委員長 

奥田 勲 

「医療安全に必要な基礎知識と考え方」 

東京海上日動メディカルサービス株式会社 

メディカルリスクマネジメント室 恩田 清美 

「医療安全管理者の継続学習の必要性」 

水戸済生会総合病院 直井 芳文 

８月９日（日） 

「臨床検査に係る安全管理と情報発信(採血)」 

帝京大学 医療技術学部 臨床検査科 千葉 正志 

「臨床検査に係る安全管理と情報発信(輸血)」 

昭和大学藤が丘病院 寺内 純一 

「臨床検査に係る安全管理と情報発信(病理)」 

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 根本 誠一 

「安全管理と情報発信～医療安全への関わり・教育～」 

公益社団法人日本看護協会 看護開発部看護業務課  

慶越 真由美 

「安全管理と情報発信～薬剤師における医療安全～」 

公益社団法人日本薬剤師会 副会長 鈴木 洋史 

第２クール 
 
９月４日（金） 

「医療安全管理室の実践報告」 

安曇野赤十字病院 村山 範行 

「今後の医療の変化と臨床検査技師の将来像」 

筑波大学附属病院 副院長 川上 康 

「医療の質と安全を確保する取り組み」 

三重大学医学部付属病院 医療安全・感染管理部 教授  

兼児 敏浩 

９月５日（土） 

「安全管理の組織と運営」 

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 院長  

永井 庸次 

「事故発生時の対応」 
医療事故・紛争対応研究会 田中 信一郎 

「医療安全体制の整備と研修企画・運営」(グループワーク) 

安房地域医療センター 医療安全管理室  

セーフティマネージャー 古田 康之 他 

９月６日（日） 

「エラーメカニズムと対策」 

自治医科大学医学部メディカルシミュレーションセンター長  

河野 龍太郎 

「エラーメカニズムに基づく分析実習」 

自治医科大学医学部メディカルシミュレーションセンター長  

河野 龍太郎 

 私は、当院臨床検査部内に設置された安全管理委

員会において輸血担当者として医療安全に携わって

きました。今回、上司の勧めもあり医療安全につい

て基本から勉強しようと本講習会を受講しました。 

「医療法が改正され、平成27年10月から医療事故調

査制度が始まります。」お恥ずかしい話ですが、本

講習会を受講するまで医療事故調査制度のことにつ

いて全くの無知でした。そんな私にとって６日間の

講習会は医療安全について多くのことを学び、考え

る機会となりました。 

 エラーを理解する上で、人間の行動を理解するこ

とが必要である、という話は大変興味深いものでし

た。グループワークで行った行動分析から医療安全

対策を決定していくImSAFERという分析は平易では

なかったですが、実際に医療事故が発生した場合を

想定して良いトレーニングになりました。このよう

な分析手法は、医療安全のみならず、物事の本質を

捉える分析の手法として応用ができる可能性がある 

とも感じました。 

 今回の講習会の中で、臨床検査技師が持つ第三者的

な視点と冷静な分析力を医療安全に活かすという話は

複数の方から聞かれ、医療安全活動が臨床検査技師の

活躍の場のひとつとして期待されていることを強く認

識しました。また、グループワークでは、他施設の方

と意見交換をさせていただく中で自分には無かった視

点を与えていただき、大変有意義なものでした。本講

習会で得た医療安全の知識を自施設にフィードバック

し、現場での医療安全に貢献していきたいと思いま

す。 

 最後になりますが、ご講演いただいた先生、本研修

会を企画運営していただいた日臨技のスタッフの皆様

に心より感謝申し上げます。 

 

（藤田保健衛生大学病院 松浦 秀哲） 

オリエンテーションであいさつする宮島会長 
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―IFBLS学会の開催に向けて―  
日本臨床衛生検査技師会理事、IFBLS  PAST PRESIDENT  

小松 京子 

IFBLS(International Federation of Biomedical Laboratory Science)の学会は２年ごとであり、学会の無

い年度には世界代表者会議（CDmeeting: chief delegates meeting）が行われる。CD meetingの前にはIFBLS

理事会と３役会が行われ、世界 各国からの情報のとりまとめや、議案の整備・会議の進行などを検討する。 

 会議の内容 
  
 今回の世界代表者会議はポルトガル／リスボンにて９月

16日（三役会）17日（理事会）18・19日（世界代表者会

議）が開催され、日本からは日本臨床衛生検査技師会宮島

喜文会長、国際WG片山博徳委員、そして日本臨床衛生検査

技師会理事で、IFBLSの PAST PRESIDENTである小松京子の

３名が参加した。 

 加盟国を増やし、

世界中の臨床検査技

師会と連携するこ

と、開発途上国の支

援・世界の団体とし

ての効果的な活動内

容の検討、WHOとの

連盟団体としての事

業計画と事業報告な

ど各国から出された議案は、グループディスカッションも

交えながら検討された。また、世界の臨床検査や臨床検査

技師の現状の情報が交換された。 

 CD meetingは、決定機関ではなく、総会での決議の前に

十分な意見交換を行う場である。定款改訂や加盟国の承

認・役員選挙など重要事項の決定は、定款に基づき学会時

のGAD（総会）にて行われる。今回は、学術委員会のあり

かた・学会開催のガイドラインの確認などに関する意見交

換を中心に活発な意見交換が行われた。 

 

第32回IFBLS学会の広報宣伝 
 

 今回のCD meetingに

おける日本からのメイ

ンの情報発信は2016年

８月31日から９月４日

まで開催される第32回

IFBLS学会（神戸）の準

備状況の報告と広報宣

伝である。本業務は学

会長でもある宮島喜文

会長が行った。世界の臨床検査技師会会長へwelcome mes-

sageを送り、パンフレットを配布し、ビデオでの日本のデ

モンストレ－ションも行った。 

 世界の代表者たちは日本への訪問を楽しみにしていると

のこと。IFBLS開催まで残り１年を切り、日本での各委員

会の動きは活発になり始めている。プログラムや参加登録

などに関しては日本の提案が承認されたため、近日中には

ホームページで海外からの事前参加受付も開始される。 

世界各国の状況やニーズ 
  
 シンポジストなどの演者を世界から募集するにあた

り、同じ検体を配って出された検査値を検討する標準

化や、病名を絞ったテーマでのシンポジウムに興味を

示す傾向にある日本の臨床検査技師に対し、欧米やア

フリカ代表者は、倫理や教育、医療安全などの講演を

希望することが多いのが興味深い。多くの代表者は、

自国では管理者であることが原因かもしれない。 

 デンマークでは、日本でいう検診車のようなものが

町中をまわり、即時報告できる検査を行う地域密着型

の検査システムがあるとのこと。医師や看護師も同乗

しており、アドバイス（病院にかかるべきか否かな

ど）を行う。老人は病院に来る必要もなく、地域密着

型の検査室である。「神戸でも講演可能ですが、いか

がですか」とのこと。純粋なる学問も必須であるが、

世界の技師の活動や各国のCURRENT TOPICSを聞くな

ど、大きなテーマでセッションを組むという発想も必

要であると感じた次第である。 

IFBLS 理事の皆さんと記念写真 

 第32回IFBLS学会は、日本では28年ぶりの世界の

臨床検査技師の集まるイベントです。参加してくださる

ことが、お手伝いであり国際貢献になります。 

 皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

※日本国内の事前参加登録は平成28年１月から受付 

 開始される予定です。 
 
※一般演題（英語・原則ポスター）の抄録登録は先 

 行して平成27年11月2日から可能です。各施設へ配 

 布した一般演題募集ポスターを参照ください。 
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第5回日本認知症予防学会学術集会 

 平成27年９月25日から27日にかけて神戸市で開催された

第５回日本認知症予防学会学術集会において、９月25日の

プログラムとして「認知症早期診断・治療・予防のための

臨床検査の重要性と新たな展開」というタイトルで同学

会・日臨技共同シンポジウムが開催されました。 

 講師は、新美芳樹（厚生労働省老健局高齢者支援課認知

症・虐待防止対策推進室 認知症対策専門官）、河月稔

（鳥取大学医学部保健学科生態制御室講座 助教）、野田

明子（中部大学大学院生命健康科学研究科 生命健康科学

部生命医科学科 臨床検査技術教育・実習センター 教

授）の３名が務められ、座長は宮島喜文会長と同学会浦上

克哉理事長が担当しました。 

 同学会が進めてきた認定制度を発展的に継承する形

で、日臨技において認定認知症領域検査技師制度が昨

年、立ち上げられたこととも連動し、シンポジウムは

これからの課題を探る内容となりました。 

 新美先生は認知症施策推進総合戦略（新オレンジプ

ラン）について解説され、河月先生は近年の診療報酬

改定で認知症関係の臨床検査が保険収載され、認定制

度が設立された環境下で、新たな検査法の開発や既存

検査法の有用性の発信が重要であるとされ、野田先生

は文部科学省の推進する「地（知）の拠点整備事業」

に関わる高齢者問題の取り組みを紹介するとととも

に、睡眠検査やポータブルな超音波検査を含め、在宅

臨床検査の可能性を強調されました。 

 座長の一人として宮島会長は、浦上理事長との出会

いを振り返りながら、準備委員会の立ち上げと制度設

計を短期間で行い、昨年末には第１回認定試験を実施

するにいたった経過を報告しました。さらには、全国

の認定認知症疾患医療センターに最低１名は認定技師

を配置できるようになるという目標を示すとともに、

この領域における臨床検査技師の活躍の場は医療関係

者に周知することで今後拡大するという確信を「特別

発言」の中で披露しました。 

「お気に入り」 

機能付！  

 紙媒体の学会抄録集は、印刷発行コストが高い、厚く

重い、さらには配布費用が馬鹿にならない、誤植訂正がし

にくいなどの問題点があり、試行錯誤しながら、日臨技の

医学検査学会においては、第62回学会はCD抄録＋電子ブッ

ク、第63回と第64回はWeb抄録＋学会場でのプリント

（集）配布と推移してきました。 

 徐々に学会参加者の認識が広がるとともに、スマホやタ

ブレットの普及を含めたIT社会が定着傾向にある中、毎

回、異なる画面構成では利用者の混乱も招くという観点か

ら標準化が検討され、第64回学会バージョンを改良した汎

用プログラム開発が取り組まれることになりました。 

 紙媒体の学会抄録集は印刷した部数までの配布にとどま

りますが、Web抄録はだれでも閲覧できる特性があり、こ

れは支部内に限定された学術発表にとどまる支部学会でこ

そ、有意義ではないかという評価から、各支部に打診した

ところ、本年度が節目の第50回学会となる九州支部（有村

義輝学会長）が名乗りをあげられ、支部学会版汎用プログ

ラムを利用した学会Web抄録を９月30日にリリースしまし

た。学会開催までの約１ヵ月半の期間、同学会抄録の事前

閲覧ができます。 

 今回の汎用プログラムの目玉としては「お気に入り」機

能の新規開発があります。日程表や検査分野カテゴリー、

さらには検索条件設定から抽出した抄録を「お気に入り」

リストに簡単に登録でき、このお気に入り抄録はPC（やス 

マホ・タブレット）端末に記憶されて、いつでも再閲

覧できます。 

 来年度は導入したいと意思表明された支部学会もあ

ります。所属支部や居住地に関わらず、全国・支部合

わせれば最大で８つの学会に毎年だれでもコンタクト

できる可能性が広がった学会Web抄録に一度アクセスし

てみてはいかがでしょうか？ 

http://congress.jamt.or.jp/kyushu50/  

平成27年度日臨技九州支部医学検査学会 
メインテーマ「維新」～この50年そしてこれから～ 

http://congress.jamt.or.jp/kyushu50/
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（編集後記）秋の支部学会シーズンが始まりました。開催するスタッフの方々は準備が大変なことと思います。学会

をはじめとする色々なイベントには当日は思いもよらないことが発生したりします。その都度瞬時に的確な判断が必

要ですが、判断力とは経験があって初めて付くものです。経験がないと判断材料が無いためどんな人でも対処できな

い事態になってしまいます。開催には大変な労力を必要としますが、経験することで判断力が付いたと考えていただ

けるとやり甲斐がでてきますね。そして決断。決断という言葉は、未来を決め過去を断つという意味があるそうで

す。                                              【中井】 
  

JAMT magazine 2015 9月号に一部誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。 

正誤表を以下に掲載いたします。 

訂正箇所 誤 正 

８ページ １段目 東 恭吾 幹事（副支部長） 

（北海道臨床衛生検査技師会会長） 

東 恭悟 幹事（副支部長） 

（北海道臨床衛生検査技師会会長） 

10ページ ２段目  山本 幸治 幹事（支部長） 

（三重県臨床衛生検査技師会会長） 

山本 幸治 幹事（支部長） 

（三重県臨床検査技師会会長） 

13ページ １段目  友村 哲夫 幹事 

（福岡県臨床検査技師会会長） 

友松 哲夫 幹事 

（福岡県臨床衛生検査技師会会長） 

 

これまでに受講された研修会の履歴や取得した生涯教育点数、修了証書の発行年度が確認できます。また、参

加証、履修証明書の発行もできます。 

ここにカーソルを合わせるとさらにメニュー

が表示されますので【会員情報確認・参加

証】をクリックします。 

をクリックすると行事履修歴・証明書画面

が表示されます。開催年度や主催技師会で絞り込みがで

きます。 

で生涯教育修了証書発行状況や現在の

取得点数が確認できます。 
 
で「日臨技生涯教育研修履修証明書」が印刷

できます。下部に表示されている分の研修会が表示され

ます。必要に応じて年度等を指定して絞り込みをしてく

ださい。 
 
日臨技主催の学会、研修会等には右側に ボタン

が表示され、参加証が印刷できます。 


