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深澤恵治 

P1 新年のご挨拶「2019年 新年を迎えて」 

P2～P3 平成30年度医療安全管理者養成講習会開催報告（第１・第２クールおよびアドバンスコース） 

P4 日臨技支部医学検査学会開催報告(５) 

P5 全国「検査と健康展」2018 各地からの報告 第２回 
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2019年 新年を迎えて 

会員の皆様に、謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

平素より本会の活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

昨年は会長の改選期でしたが、多くの会員の皆様のご推挙により４期目を務めさせて頂くこととなり、

６月の理事会において会長就任の承認を頂き、新たな執行理事も含め事業展開を進めてきました。また、

国会議員としても自由民主党厚生労働部会副部会長、参議院厚生労働委員会委員などの役職を歴任し、

様々な質問など多くの経験を積ませて頂きました。そして、昨年10月の内閣改造に伴う党役員の改選にお

いて、参議院自由民主党国会対策委員会副委員長を拝命し、環境委員会の担当を始め、沖縄・北方特別委

員会理事、行政監視委員会理事も務め、社会保障制度の政策実現だけでなく、国会運営についても真剣に

取り組んでおります。 

日臨技の事業展開においては、会員の皆様へお約束した「私が実現すること」を踏まえて、今期の理事

には私からの優先課題として取り組むべき以下の事項を提示してあります。 
 

●医療法改正に伴う精度管理の対応 

●卒前教育制度の見直 

●病棟業務への参画と検体採取（特に採血）の推進 

●日臨技と都道府県の連携強化に向けた整備 

●認定管理技師制度の再構築 

●検査部門へのAI導入を前提に今後のあり方・方向性 

●日臨技としての学術活動のあり方 
 

これら課題は近々、会員の皆様へ進捗状況について具体的なご報告をさせて頂きますが、各理事はその

優先課題の遂行のため日夜、その労を厭わず取り組んでいる最中となります。もちろんその事業の遂行の

ために多くの会員の皆様のご協力を頂いていることに関しても改めて厚く御礼を申し上げます。 

さて、昨年は臨床検査業界の念願であった「医療法等の一部を改正する法律案」が可決成立し、病院等

の施設において検体検査を行う場合の精度の確保と、同時に、臨床検査技師等に関する法律の改正も行わ

れました。改正法公布後、厚生労働省内に「検体検査の精度管理等に関する検討会」を設置し具体的な検

討を行い、平成30年６月６日 第62回社会保障審議会医療保険部会で、この関係省令が了承されました。さ

らに平成30年10月30日都道府県等に通知と共に、昨年12月１日から適用になりました。今回、関係省令の

公布で明らかになったことは、病院等に精度管理責任者の配置、標準作業書、日報等の常備が義務化され

たことです。医療機関においては、新たな制度の創設となったことから、従来に増して、体制の整備、事

務等も増加すると思いますが、正確で適正な検査値を診療側に提供することは、国民に安全で安心な医療

を提供することになります。また、検体検査の精度保証においては法的根拠の確立という“臨床検査史

上”では大きな改革となりました。しかし、この改革は入り口の第一歩と考えています。今後も我が国の

医療の現状や科学技術の進歩を踏まえ、国民にとって安心で安全な良質の臨床検査を提供し、臨床検査技

師による病棟業務や在宅などの医療と福祉の充実に寄与するため様々な事業に取り組んで参る所存です。 

本年も「日臨技を新生させ未来を拓く」をスローガンに、昨年同様に役員共々、誠心誠意、各種事業の

遂行に努めて参りますので、会員の皆様の温かいご支援と一層のご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

 
2019年 元旦  

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

代表理事 会長 参議院議員 宮島 喜文 
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 平成30年度の医療安全管理者養成講習会は第１クール：平成30年10月19日（金）～21日（日）、第２クー

ル：平成30年11月16日（金）～18日（日）、アドバンスコース：平成30年12月１日（土）～２日（日）で日

臨技会館を使用して開催されました。今回の研修会は昨年までより受講者が若干少なく、その分一人一人に

内容を行き届かすことができた講習会となりました。多くの受講者から現場での活躍の実践例や事案に関す

る興味が寄せられていたようです。今回の受講を機に、院内での医療安全管理者として目覚めていく受講者

が増えることを大いに期待をしています。平成31年（2019年）度も、厚生労働省の医療安全管理者養成指針

に準拠し、他の団体が開催している既存の講習会よりも内容と質を一層向上した医療安全管理者養成講習会

を開催していく予定ですので、多くの皆様のご受講をお願いいたします。 

（担当執行理事 深澤 恵治）  

高橋 小雪（ＮＴＴ東日本関東病院 ） 

 部署のリスクマネージャーを担当するようになって

２年。様々なインシデントが発生し、対策を講じても

また類似したエラーが起こる。私の経験値では限界を

感じていた頃、会報JAMTに医療安全管理者養成講習会

の記事を見つけました。６日間の講習会は敷居が高く

感じましたが、良い機会だと思い参加することにしま

した。 

 講習会では特に、ヒューマンエラーは環境の要因と

人間の要因の二つが関係していること、人間の認知バ

イアスが思わぬエラーに繋がることを理解し、エラー

を科学的根拠に基づ

いて分析しなければ

ならないと学びまし

た。また、医療安全

管理者として活躍さ

れている臨床検査技

師の先生のお話は、

我々の将来に可能性

を感じられ刺激を受

けました。 

 現在は講習会で学んだ手法を取り入れ、事象を正し

く理解し分析するよう心掛けています。講習会を通じ

て自身の知識不足を痛感したので、今後も継続的に学

び、安全な医療の提供に貢献していきたいと思ってい

ます。 

菅原 眞由美（大阪回生病院） 

 正しい検査結果を臨床に提供するためには、まず医

療安全があってこそとの考えから、医療安全を正しく

理解し業務に反映させることを目的に今回の講習会に

参加いたしました。 

 医療安全の基礎や事例から見る取り組みなどの講義

からは、検査の質のマネージメントへの取り組みが患

者の安全につながる

という考え方を、技

師一人一人が持つこ

とが大切だと感じま

した。また河野龍太

郎先生のImSAFER事例

分析をグループワー

クで体験できたこと

で、インシデントが

発生した場合、どの

ように考え対処して

いくかが理解できま

した。 

 ２カ月に渡る計６日間という長丁場の研修ではあり

ましたが、多くの知識を得ることができました。今後

の業務に積極的に取り入れ、質の高い検査を目指すと

ともに、安全管理ができる技師の育成および病院の医

療安全にも積極的に参加できればと思います。貴重な

体験ができたことを感謝いたします。 

 ～ 第１・第２クール ～ 

講義の様子 

（第１・第２クールおよびアドバンスコース）  

グループワークの様子 
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 ～ アドバンスコース ～ 

加藤 みな子 （聖霊病院） 

 ４年前に受講した「平成26年度医療安全管理者養成

講習会」は、私の臨床検査技師としての姿勢や考え方

を大きく変える衝撃的なものでした。講習会の内容は

もちろんですが、受講生・講師・スタッフの方々の情

熱的な取り組みや考え方に接したことは私にとって大

きな分岐点になりました。 

 今回資格更新のためにアドバンスコースに参加し、

改めて同じ思いを持ちました。 

 「医療安全」と言うと何か特別な事の様に取られが

ちですが、出来事を振り返る事、安全を考慮した行動

は、医療現場のみならず日常生活や様々な分野で実践

されています。 

 講習会で学んだ事象を分析していく上で基本となる

＜第１クール＞ 

10月19日(金) 

「医療の質のマネジメント」   

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会  

医療安全管理者養成講習会WG委員 加藤 正彦  

「医療安全施策の動向」   

厚生労働省 医政局 総務課 医療安全推進室 成田 寛 

「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 玉利 英子 

「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 井上 純子 

「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 
 

10月20日(土) 

「事故発生時の対応」 
福山大学 生命工学部 生命栄養科学科 田中 信一郎 

「医療安全と関係法規」 
           仁邦法律事務所 弁護士 墨岡 亮 

医療安全体制の整備と研修企画・運営(1) 

医療安全体制の整備と研修企画・運営(2) 
昭和大学病院 医療安全管理部門 古田 康之 

 

10月21日(日) 

「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   

名誉院長 永井 庸次 

「医療の質と安全を確保する取り組み」    
三重大学医学部附属病院 医療安全・感染管理部  

教授 兼児 敏浩 

「医療安全管理室の実践報告」                                                   
安曇野赤十字病院 村山 範行 

 

＜第２クール＞ 

11月16日(金) 

「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 

「今後の医療の変化と臨床検査技師の将来像」  
                筑波大学附属病院検査部・部長 川上 康 

「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  

「日本の医療安全組織での現状」 
一般社団法人医療安全全国共同行動 専務理事 小泉 俊三 

「医療安全管理者の継続学習の必要性」 
    一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 担当理事 實原 正明 

11月17日(土) 

「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  

11月18日(日) 

「臨床検査に係る安全管理と情報発信（検体採取）」 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 執行理事 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（生理）」 

          東邦大学医療センター 大森病院 工藤 岳秀 
「他職種における医療安全管理への取組について」 

公益社団法人日本看護協会 荒井 有美 
「他職種における医療安全管理への取組について」 

         公益社団法人日本臨床工学技士会 常務理事 山下 芳久 
 

 

＜アドバンスコース＞ 

12月1日(土) 
 基調講演「私の医療安全管理者としての取り組み」 

  株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 根本 誠一 
ディスカッション：医療安全と臨床検査技師 

「ステップアップ！現状と問題点を考える」  

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

医療安全管理者養成講習会WG各委員 
「ImSAFERの復習と整理（1）」 

「ImSAFERの復習と整理（2）」 
ImSAFER研究会 自治医科大学医療安全学認定  

ImSAFERインストラクター 春日 道也  

12月2日(日) 

「エラーメカニズムに基づく分析実習（1）」 

「エラーメカニズムに基づく分析実習（2）」 
ImSAFER研究会 自治医科大学医療安全学認定 

ImSAFERインストラクター 春日 道也 

 

 

（敬称略） 

 

※医療安全管理者育成講習会は第１クール、第２クールの６

日間をすべて受講して修了となるものです。 

※アドバンスコースは過去に医療安全管理者育成講習会を修

了した方を対象としたより実践的な講習会です。 

考え方として以下のものがあります。 

・ヒューマンエラーとは、意図しない結果を生じる人  

間の行為。 

・エラーをした当事者は、エラーをしたと思っていな

い。正しいと思っている。 

・人間行動には、人間側の要因と環境側の要因の二つ

が関係している。 

 この考え方を基に、時系列と関係するする行動・

物・情報の流れ、正しいと判断した根拠を導き、対策

を考えていきます。 

 「医療安全」を特別なものと思わずに「安全文化」

として根付くように、講習会で学んだ事を活かし4月

からの専従に向けて何をすべきか考えていきたいと思

います。 
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躍進する臨床検査  ～ さまざまな現場から ～  学会長 吉村 豊         

実行委員長 薮内 博史         

平成30年度日臨技近畿支部医学検査学会（第58回）

は奈良県臨床検査技師会が担当し、平成30年12月１日

（土）、２日（日）、奈良春日野国際フォーラム

「甍」～I･RA･KA～（奈良市）において、第61回日本

臨床検査医学会近畿支部総会、第38回日本衛生検査所

協会近畿支部学術研究発表会と同時開催いたしまし

た。学会開催期間の２日間は快晴で温かい日和とな

り、会場付近の紅葉もピークを迎え、多くの来場者の

皆様の目の保養と気持ちを和ませるものであったと思

います。また、学会は天候に恵まれたこともあり、当

初目標の1400人を上回る、1778人の来場者があり、盛

会裏に終えることができました。 

学会のテーマは、「躍進する臨床検査～さまざまな

現場から～」としました。これは我々臨床検査技師が

持っている知識・技術を生かして、将来担っていくさ

まざまな職域に向けて、躍進する強い思いが込められ

ています。学会ではテーマに相応しく、将来臨床検査

技師の活躍の場となる在宅医療への関わりや、日常業

務において臨床に貢献できる付加価値情報など、今後

臨床検査技師が歩むべき道について、活発な意見交換

がありました。 

学会内容は、一般演題209題、特別講演２題、教育

講演３題、３団体共同企画R-CPC、シンポジウム、教

育セミナー、日臨技企画、学生企画、中高生進路支

援、ランチョンセミナー13社、企業プレゼン12題と盛

りだくさんで、いずれの会場も立ち見が出るほど盛況

でした。 

特別講演は、河原町雅韻会の皆様による「雅楽」の

楽器紹介と管弦、舞楽の素晴らしい演奏と、テレビで

有名な大阪医科大学の鈴木富雄医師による「医師はど

のようにして診断にたどり着くのか？」というテーマ 

総合受付  

特別講演：雅楽演奏 

の講演があり大変興味深い内容でした。教育講演Ⅰ

は、認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理

事長の山口郁子氏に「患者が望むチーム医療とコミュ

ニケーション」と題し、医療現場におけるコミュニ

ケーションの必要性をご講演頂きました。先生は多く

の患者さんの相談を受けられる経験から「一番大事な

ことはしっかりと話を聞いてあげること」言われてい

たのが印象に残っています。教育講演Ⅱは、認定NPO

法人日本クリニクラウン協会の石井裕子氏、熊谷恵利

子氏にクリニクラウン協会の活動について、実践を交

えながらお話し頂きました。シンポジウムは、各部門

から「躍進する臨床検査」シリーズ及び「精度保証」

シリーズという切り口で開催され、いずれの会場でも

活発な意見交換が行われま

した。日臨技企画は「日臨

技を新生させ、未来を拓

く」をテーマに宮島会長の

熱いお話と滝野専務理事の

医療法改正に伴う日臨技の

対処方針の話がありまし

た。学生企画では「将来、

なりたい臨床検査技師像」

について、大学、専門学校

の学生による意見交換があ

り熱い討論が展開されまし

た。本学会では209題と多

くの一般演題登録を頂きい

ずれの会場も盛況でした。 

最後になりますが、会員・賛助会員の皆様のご協力

に感謝申し上げるとともに、本学会の企画から準備に

至るまでご協力いただいた関係各位に心より御礼申し

上げます。 

展示会場 

学生企画 

中高生進路支援 
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（編集後記）新年明けましておめでとうございます。皆様には新春を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げ

ます。 

 今年は新元号が施行される節目の年となります。臨床検査技師にとっても、新たに検体採取や検査説明など

の業務が拡大し、今以上に患者さんの傍らに寄り添うことのできる人材が必要とされます。皆様におかれまし

ても、人工知能には難しいと言われているホスピタリティやクリエイティビティなどのスキルを磨いて、臨床

検査新時代を拓こうではありませんか。本年も、日臨技活動にご理解、ご協力をお願い致します。 （棟方） 

 10月 20日（土）に香川

県立保健医療大学で開催

した「検査と健康展」の

来場者から「臨床検査技

師による検査や説明は自

身の健康への意識づくりに大いに役立った。加齢を受け

入れつつ、努力することで健康ライフを心がけたい」

「今後、健康診断を定期的に受けたい」などの言葉を頂

きました。他県に比べて糖尿病受療率・糖尿病による死

亡率の高い香川県で県民が糖尿病に対する正しい情報を

得て、正しい知識を身につけてもらうことは重要である

と考え、健康チェックの血糖・HbA1cの測定では測定時間

を利用して糖尿病療養指導士によるクイズを行いまし

た。今回「検査と健康展」には238名の来場があり、健康

チェック・模擬体験コーナーで臨床検査技師からの説明

をしっかり行うことができました。毎年の継続的な活動

により開催目的を理解して参加してくださる来場者が増

加してきていることを肌で感じています。 

（香川県臨床検査技師会 山本 直子） 

愛媛県臨床検査技師

会では 10月 20日 (土 )

に、松山市大街道商店

街において「検査と健

康展」を開催しました。 

一般市民を対象に健康増進と生活習慣病予防に関

する啓発、そして臨床検査技師のことをより知って頂

くことを目的に、商店街を行き交う人に声をかけなが

ら健康チェックを勧めました。健康チェックでは超音

波による骨密度測定、健康モニタリング装置でのヘモ

グロビン推定値の計測及び血圧測定を行うなど、441

名の方々が参加、体験されました。また、期間中は常

に10～15名の待ち時間が出るほどの大盛況で、改めて

健康への関心の強さを実感しました。 

来場された方々には、検査の待ち時間を利用して

糖尿病や生活習慣病･認知症等の予防の話、臨床検査

についてのパンフレットを見せて、臨床検査技師につ

いても知って頂く良い機会となりました。 

（愛媛県臨床検査技師会 石村 悦哉） 

 ９月２日（日）「検査

と 健 康 展」を“検 査 de

フェスティバル2018”と

題して札幌駅前通地下広

場「チ・カ・ホ」にて開

催しました。延べ1,906名の道民の皆様に血糖測定、ス

トレス度チェック、肺機能、骨密度、血圧、認知症（物

忘れ相談プログラム）を体験していただき「健康を見直

す良いきっかけとなりました」「採血をしているのは看

護師だけだと思っていたので、検査技師の仕事を知れる

面白い機会でした」など嬉しいお言葉をたくさん頂きま

した。このイベントを毎年楽しみにしている道民の方も

多くいるようで来年も開催したいと思っています。  

 最後に、協力していただいた会員、賛助会員の皆様あ

りがとうございました。 

（北海道臨床衛生検査技師会 橘内 健一）  

 10月21日（日）に「検

査と健康展」を地方会場

の一つとして、イオン

モール橿原で開催しまし

た。当日は天候に恵まれ

て、多くの方が来場され、会場はおおいに賑わいを見せ

ました。各検査コーナーには行列ができ、待ち時間も多

少ありましたが、来場された方々は順次検査を受けら

れ、結果について真剣に聞かれていました。中には「血

管年齢が５歳も若かった」と喜んでおられる方もいまし

た。 

 臨床検査を身近に感じて頂き、健康に対する興味を

持って頂く非常に良い機会になったのではないかと考え

ます。また、我々も検査説明をしたり健康相談に立ち会

うことで来場者とコミュニケーションをとることで、ど

の検査に興味を持たれているかなど勉強になりました。 

（奈良県臨床検査技師会 南田 貴仁） 


