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深澤恵治 

P1～P2 日臨技eラーニングシステムを利用した学習方法 

P3 令和元年度 認定病理検査技師制度指定講習会開催報告 

P4～P5 令和元年度 都道府県災害対策研修会開催報告 
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 日臨技eラーニング「バリューレゾリューションTM」は、平成29年８月のスタートから２年が経過し、現在

およそ2,000名の会員が受講しています。検査技師が働くうえで必要な「医療人・職業人」を始め、「認定資

格取得に向けたコンテンツ」や「精度管理責任者育成講習会」など徐々にコンテンツ数を増やし、現在の338

コンテンツを掲載しています。 

 今回は、このeラーニングについて第68回日本医学検査学会で発表してくださった鳥取県立中央病院の澤田

健一郎氏が実際に利用してみた体験談をご紹介いたします。 

 学会発表ではeラーニングのシステム説明から、利用者数の推移や年代別利用率、さらに利用者の都道府県

分布図までイラストやグラフを交えながら、実態をわかりやすく説明していただきました。10月24～25日に

徳島で開催される第58回全国自治体病院学会でも「バリューレゾリューションTM」について発表されるとの

ことです。ご興味のある方は会場に足を運んでみてはいかがでしょうか？ 

 2019年８月１日からは平成30年度精度管理報告会のコンテンツもアップします。入会月は無料で受講でき

ますので、まだ受講されていない皆様も是非一度覗いてみてください。 

【方法】日臨技事務局の協力により、2019年３月末時

点での全国的なeラーニングの利用状況をまとめた。

全会員数に占めるeラーニング利用者(以下利用者)の

割合、都道府県別の会員数に占める利用者の割合、５

歳ごとの年齢別会員数に占める利用者の割合を算出し

た。 

【結果】全会員数約６万人の内eラーニング利用者は

1,711人で利用率2.7％であった（図１）。都道府県別

では利用率1.0～5.4%と地域によって差を認めた。年

齢別では最も利用率が高かったのは51～55歳の5.1％

で、最も低かったのは26～30歳の1.4％であった。 

日臨技eラーニングシステムの全国的な利用状況報告 

澤田 健一郎（鳥取県立中央病院 中央検査室） 

（図1）利用者数推移 

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会は予定通り今年の12月に終了となります。 
 

まだの方はお早めに受講してください。 

「会員加入保険」の感染見舞金制度がさらに充実しました。 

入院見舞金・死亡見舞金に加え通院見舞金・後遺障害見舞金が新たに追加されました。 
詳しくは日臨技ホームページをご確認ください。 
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【日臨技eラーニングを知ったきっかけ】 
 

 日臨技eラーニングシステム

は日臨技と所属県技師会の広

報で知りました。特に所属県

技師会では会長が総会や研修

会、また出版物などで盛んに

広報されていたのを記憶して

います。私の所属する鳥取県

では研修会が少なく、都市部

に出るのにも時間や旅費などのコストがかかってしま

い、気軽に勉強できる機会があればと以前から感じて

いました。いつでもどこでも自分のレベルに合った学

修ができるeラーニングを知り利用することにしまし

た。 
 

【利用頻度】 
 

 eラーニングを始めた

当初は月額750円の元を

取ろうと考えて毎日２

～３コンテンツをこな

していました。ただ、

ハイペースでeラーニン

グをしていたため１週

間ほどで力尽きてしま

いました。現在は週に１～２コンテンツくらいのベー

スで進めており、無理をせずに自分に合ったペースで

進めることが長続きするコツだと感じました。 
 

【実際に利用した感想】 
 

 他の学会でもeラーニングシステムはありますが、

日臨技のeラーニングが優れているのは圧倒的なコン

テンツ数です。各専門分野のコンテンツはもちろん充

実していますが、倫理やコンプライアンス、医療安

全、病棟業務など普段研修会が少ないような内容につ

いても充実しています。私が特に役に立ったと感じた

のは品質マネジメントシステム(QMS)に関するコンテ

ンツでした。当院ではISO15189の取得を目指していま

すがQMSに関する研修会は少なく内容も難しいため要

求事項を理解するのに難渋していました。何度でも繰

り返して学修することのできるeラーニングを用いる

ことで理解を深めることができました。 
 

【良い点、改善したほうが良い点】 
 

 現状ではeラーニングシステムに満足しています。

一つ挙げるとするなら会員相互のコミュニケーション

ツールを要望します。掲示板などのように会員同士で

質問やディスカッションができるような場があれば良

いと思います。学術的なことは研修会やeラーニング

で学修できますが、現場レベルでの運用など細かいこ

とを知ることのできる場はあまりなく、掲示板などで

気軽に色々な施設に質問できる場があればと思いま

す。 
 

【未受講の方へのメッセージ】 
 

 月額750円かかることに負担を感じて利用をため

らっている技師もいるように感じます。豊富なコンテ

ンツ、都市部などの研修会に参加するコストなどを考

慮すると非常に良心的な価格だと思います。担当業務

以外の分野なども気軽に受講することができますので

以前よりも幅広い業務に興味を持つことができるよう

になりました。技師として、また社会人として必要な

基本的なコンテンツも多いので是非若い技師にも利用

が広まれば幸甚です。 

第68回日本医学検査学会 

発表時の筆者 

受講はこちらから 

↓ 

https://jamt.ii-systems.com/ 

【考察】2017年８月の稼働開始時に100人程度の利用

者からスタートし約１年で500人まで増加した。2018

年10月には精度管理責任者育成講習が開始となりそこ

で一気に利用者を伸ばし、2019年３月末時点で1,711

人(利用率2.7％)となった。都道府県別ではどちらか

というと地方の都道府県が高い利用率を示す傾向と

なった（図２）。地方では県外へ出なければ学びの機

会が少ないため、気軽に学修できるツールとしてe

ラーニングが利用されているのではないかと考える。

年齢別では50歳代の利用率が高い印象だが、これは精

度管理責任者育成講習での登録ではないかと推測す

る。逆に20代、30代の利用率は低い印象があるが、

ベーシックな内容のコンテンツも豊富なため若い世代

の利用が進むことを期待する。 

（図2）都道府県利用率 
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令和元年度認定病理検査技師制度指定講習会が、東京

都港区スタンダード会議室 新虎ノ門店 ６Ｆ会議室で７

月６日（土）、７日（日）の２日間の日程で行われまし

た。同講習会は認定病理検査技師制度受験のための必須

の講習会であり、今回で６回目です。参加者は、北は北

海道から南は沖縄まで235名の参加となりました。 

講習会は２日間で15コマ720分に及び、講習内容も病

理解剖介助に必要な知識と技能・ISO15189取得に必要な

知識・精度管理の重要性・検体受付から包埋までに必要

な知識と技能・細胞診検体処理・遠隔医療・作業環境対

策に必要な知識と技能・コンパニオン診断・遺伝子検査

の基礎・法的知識および病理診療報酬・危機管理・術中

迅速標本作製・薄切から染色に必要な知識と技能・組織

の切出しに必要な知識と技能、そして認定病理検査技師

制度の目指す方向と役割とかなり幅の広い内容になって

おり、受験に必要なカリキュラムをほぼ網羅しておりま

す。講師陣も各専門分野の第一線でご活躍されている先

生方で、病理学会より佐々木毅先生、白石泰三先生、羽

場礼司先生、畑中豊先生、森井英一先生をお迎えし、ま

た当会からは白波瀬浩幸技師、坂根潤一技師、松永徹 

技師、吉田美帆技師、塚本龍子技師、山下和也技師、根

本誠一技師、古屋周一郎技師、西川武技師、滝野寿技師

が担当しました。 

本講習会のテーマは「認定病理検査技師に必要なマ

ネージメント」および「病理検査技術に求められる知

識、技能を高める」であり、病理検査業務に関係するマ

ネージメント力の向上および組織検査・細胞検査・遺伝

子検査などの標本作製に必要な標準的な方法や技術を習

得し標準化や精度管理能力を高めることを目的とし取り

組んでおります。講師陣は趣意を理解しスキル向上のた

めの実践型の講義を行い、受講生はこれを“真剣に学

ぶ”という終始心地よい緊張感のある雰囲気が印象的で

した。また受講生235名は遅刻・早退・中座することな

く、認定病理検査技師制度受験に対する強い意気込みが

感じられました。 

受講生の年齢層も若返りが目立ちますが、認定病理検

査技師としてリーダーシップをとり、わが国の優れた病

理技術が、後の世代へ確実に継承されることを期待して

います。 

◇ 参 加 者 か ら の 感 想 ◇ 

す。最後に、ご多忙の折、運営に携わってくださった役

員の皆様、ご講演いただきました講師の皆様に厚くお礼

申し上げます。 

松長 夢子（八戸市立市民病院) 

 今回、認定病理検査技師指定講習会に参加しました。

予想以上の詰め込まれたスケジュールに最後まで集中力

は持つだろうか、と不安でした。いざ始まってみると、

どれも病理における最先端でホットな内容を扱ってい

て、講師の先生も分かりやすく説明して下さいました。

席こそ後方でしたが、集中して聴講することができまし

た。また、受付の場所すら分からなかった私に運営ス

タッフの役員の方々もとても親切にしてくださいまし

た。懇親会では遠方の方々と話す機会もあり、焼酎をい

ただきながら、職場の話や地元の話などでとても有意義

な時間を過ごすことができました。講習会中、何回か耳

にした「君たちが合格すれば、認定病理検査技師の数は

1,000人を超える」の言葉を胸に、試験本番まで頑張り

たいと思います。何より、一番驚いているのは200人を

超える受講者の中で、借りてきた猫のように大人しかっ

た私にこの原稿の依頼が来たことです。２日間、ありが

とうございました。 

松重 貴大 (鳥取大学医学部附属病院) 

 この度、令和元年度 認定病理検査技師制度指定講習

会に参加させていただきました。２日間の講習内容は非

常に過密日程であり、まだ講義が始まっていないにも関

わらず、スケジュールを見て思わず天を仰いでしまうほ

どでした。しかし、ひとたび講習会が始まると講師の先

生方の熱の入った講演に引き込まれ、それに応えるよう

にこちらも一字一句漏らすまいとメモを取りながら聴講

していると気づけばあっという間の２日間でした。 

 また、当初スケジュールにはありませんでしたが、宮

島会長が講習会にお越しくださり、「近年急速に進むゲ

ノム医療に認定病理技師の存在は必要不可欠であると同

時にその責務・役割を担っていける人材になっていただ

きたい」という激励の言葉をいただきました。 

 懇親会にも参加させていただきましたが、講師の先生

方や他県の受講生の方々と様々な意見交換を行うことが

でき、同じ病理検査に携わる方々とのネットワークを広

げることができた大変有意義な時間でした。 

 「令和」という新たな時代が始まりましたが、まずは

認定病理検査技師の資格取得を目指し、これからの新時

代を担っていけるように日々精進していきたいと思いま
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令和元年度 

都道府県災害対策研修会開催報告 

2011年東日本大震災、2016年熊本地震、2018年大阪北部および北海道胆振東部地震 、平成30年７月豪雨な

ど、本邦では多くの災害が発生しております。これらの災害に対応するため、日臨技災害対策ワーキンググ

ループを中心として当会の災害対応を検討し、平成29年１月に日臨技災害時支援対策マニュアルを策定しま

した。このマニュアルでは、発災時に速やかに当会の災害対策本部を設置し、実際に被災を受けた被災地災

害支援室と連携しながら、被災地内医療機関の状況を把握し、行政や関連団体と連携して人的支援や物的支

援を行うとしています。 

今回の研修会では、この日臨技災害時支援対策マニュアルに従い、被災地災害支援室と綿密に連携して被

災会員施設の支援を行い、被災地域の臨床検査機能を維持のために速やかに災害対策本部を設置して、当

会、行政および医師会などと連携するためのマネジメントを実践できる人材の育成を目的に開催しました。 

発災時には被災地災害支援室と被災都道府県技師会が十分に機能することが、被災地の臨床検査機能の維

持および早期復旧に重要な役割を果たすと考えており、本研修会を通じて、日臨技災害時対策支援マニュア

ルに従った災害対応のできる人材を育成したいと考えています。研修会内容としては以下の通りでした。 

専務理事 深澤 恵治 

【７月13日（土）】 

・災害医療概： 

災害医療の総論およびDMATをはじめとする災害医療

支援チームについて、厚労省DMAT事務局の小井戸雄

一氏にご講義いただきました。 

・各都道府県技師会における災害対策の取り組み： 

災害対策について積極的に取り組んでいる都道府県

臨床検査技師会での進捗および事例について、山梨

県臨床検査技師会会長の大澤智彦技師にご講義いた

だきました。 

・災害に対する取組と多職種連携： 

多職種参加型の災害支援チームであるJMATの活動を

中心に、災害時に必要となる多職種連携について日

本医師会の災害担当常任理事の石川広己医師にご講

義いただきました。 

・和歌山県における災害対策の取り組み事例： 

和歌山県での活動について具体的事例を示しながら

当会理事であり災害対策WGでもある和歌山県臨床

検査技師会会長の竹中正人技師にご講義いただきま

した。 

・災害時の技師会の対応： 

都道府県技師会の執るべき対応について、日臨技災

害時支援対策マニュアルを用いて実際の運用や他団

体（日本医師会、行政、他医療チーム、臨薬協、卸

連合会）との連携を当会災害対策WGの安部史生技師

にご講義いただきました。 

 

 【７月14日（日）】 

・災害対策マネジメント概論： 

発災時に各都道府県が行うべき災害活動方針の明確

化および災害マネジメントについて藤沢市民病院の

澤畑良一技師にご講義いただきました。 

・グループワーク： 

参加者が各都道府県に戻ってから、各機関（行政、

日臨技、医師会、病院）と平時から連携し、発災時

に効果的な災害マネジメントに関して具体的なグ

ループワークをとおして理解を深めました。 

グループワークでは実際の災害マネジメントを体感す

るため災害医療机上シュミレーションを行いました 
 

災害発生時の対応とそれを踏まえたうえで平時から

準備すべきことの9つの設問についてグループごと

に案を出し合い集約して発表します。 
 

設問１：あなたは都道府県技師会の災害対策委員です。 

あなたの技師会ではどのようにして災害のスイッチを入れますか？ 
 

設問２：あなたは所属する都道府県技師会では災害発生が宣言され、災害

対策本部が立ち上がるようです。本部要員はどのように参集されますか？

具体的に誰がどうやって参集するか考えてください。 
 

設問３：災害対策本部は何処に立ち上げるのが良いでしょうか。本部に求

められる立地的要件を挙げて考えてください。 
 

設問４：あなたは職場の了解も取れ、本部員として技師会の仕上が委対策

本部に赴きました。本部を立ち上げるために他にも役員も含め6名の会員

は参集して来ています。 

本部の組織図を作成し、6名の担当を決めてください。 
 

設問５：あなたは災害対策本部の本部長になりました。 

どのように都道府県内のニーズ情報を収集しますか。収集方法と収集する

情報の内容を具体的に挙げてください。 
 

設問６：被災会員施設から様々なニーズが挙げられています。 

具体的に想定し得るニーズを挙げ、それに対するリソースの確保方法を考

えてください。 
 

設問７：確保されたリソース・医療資源を有効的に生かす（被災地内の医

療を一定レベルで維持する）ためにどのような団体と連携をとりますか。

連携すべき団体関係機関を挙げてください。 
 

設問８：設問７で上げた連携をとるべき様々な機関に対しどのような連携

をとりますか？各機関それぞれに連携する具体例を挙げてください。 
 

設問９：設問７・８で上げた連携をとるべき様々な機関との具体的な連携

について技師会として平時よりとるべき行動・活動について考えてくださ

い。1）都道府県技師会対策本部体制について2）連携すべき他機関に対

して  
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（編集後記）長かった梅雨もやっと明け猛暑日が続いていますがみなさまお元気でお過ごしのこと思います。巷で

は来年の東京オリンピックの話題がもちきりですが、これからはじまる甲子園での高校野球、そしてラグビーワー

ルドカップと感動する瞬間に出会えることが楽しみですし、日臨技、日臨技支部、都道府県技師会で研修会等も多

く開催さされます。室内でも熱中症に注意しながら水分をしっかり取って、夏だけの“暑くて熱い”生活を楽しみ

ましょう。                                          （片山） 

上地 裕美（社会医療法人景岳会 南大阪病院） 

７月13日、14日の２日間、災害対策マネジメント研

修を初めて受講しました。今回は発災時に都道府県技

師会で災害マネジメントができる人材を育成する目的

で開催され、１日目の基礎的な災害マネジメントの講

義では、各都道府県技師会が災害時にどのように対応

をしなければいけないのか聴講し、様々なことを考え

なければいけないと感じました。特に和歌山県技師会

が実際に行っている災害訓練や対応策などは大変参考

になりました。２日目は、グループごとに分かれて

シュミレーション研修を行い、色々な意見を聞くこと

ができました。今回の研修を受講して、大阪府臨床検

査技師会も災害対策マニュアルが完成したものの、マ

ニュアルの再構築や情報伝達の訓練などを行っていく

必要性を非常に感じました。 

鈴木 里香（みやぎ県南中核病院） 

 災害医療概論、山梨県・和歌山県技師会の対策事例

紹介、災害時の他職種連携の講義の後、災害発生後の

受援技師会活動の机上シミュレーションを行い、都道

府県技師会として、何を準備してどんな対応ができる

のか、不足していることは何かを知ることができまし

た。県技師会だけでは活動や事前準備が難しく、日臨

技が主体となって各団体・自治体との連携強化・事前

協定を図っていく必要性を強く感じました。 

 東日本大震災から８年が過ぎましたが、今も復旧・

復興に努めている方々・地域があります。今回、被災

後全国から多くのご支援をいただき大変心強く感じた

こと思い出し、改めて感謝申し上げます。被災県技師

会としての活動を振り返り、災害医療に役立つ人材育

成・技師会体制作りを目指したいと思います。 

荒井 健（香川大学医学部附属病院） 

香川県は地震や台風などによる自然災害が少ない県

ということもあり、技師会での災害対策は遅れている

と感じていました。しかし、昨年の西日本豪雨で近隣

の岡山、広島、愛媛などで甚大な被害が出たことか

ら、災害はいつどこで起こるかわからないというつも

りで平時から準備しておかなければならないと再認識

しました。今回の研修では、災害発生時の県技師会の

対応として、災害対策本部の設置、施設間の連絡体制

の確立、県・市などの行政や各種団体との連携の構築

などが重要であることがわかりました。できることか

ら一つずつ着実に進めて行きたいと考えています。熱

心にご指導いただいた講師の先生方、ありがとうござ

いました。 

大﨑 博之（神戸大学大学院 保健学研究科） 

 私は今まで災害対策として「支援」のことばかりを

考えていましたが、今回の研修会で「受援」対策の重

要性を認識することができました。兵庫県臨床検査技

師会においても、防災対策本部の設立や他団体との連

携、非常時連絡網の整備など、これから取り組むべき

課題が明らかになりました。また、臨床検査技師が実

施できる災害医療支援として深部静脈血栓症（DVT）

検診が注目されていますが、それ以外にも避難所での

インフルエンザ検査（検体採取～結果判定）やDVTを

予防する体操指導などがあることを学ぶことができま

した。 

今回の研修会で学んだ知識を活用し、兵庫県臨床検

査技師会の仲間とともに課題解決にむけて努力してい

きたいと考えています。 

中村 良幸（国立国際医療研究センター病院） 

令和元年７月13日、14日の２日間、都道府県災害対

策研修会に参加しました。 

１日目は概論や各県技師会の取り組み等について学

ぶことができました。２日目は、シミュレーション研

修としてグループワーク中心の内容でした。参加者が

技師会の災害対策担当者であると仮定して、発災時の

対応についてディスカッションが行われました。 

研修を通して、被災者を含めて他のスタッフと短期

間に円滑な関係を築くためにはコミュニケーション能

力がいかに大切かを実感させられました。知識を深め

たうえで、有事に備えた平時からの準備が重要であ

り、まさしく「備えあれば憂いなし」だと感じまし

た。今回の研修での経験を今後の業務に活かしたいと

思っています。 

小澤 晃（JCHO群馬中央病院） 

今回、都道府県災害対策研修会に参加させていただ

き、自県の危機感の無さを痛感させられました。「災

害は突然起こるもの」とは頭では分かっていても、な

かなか準備を行うことができずにいましたが、講義の

中で「災害対応には災害モードへのスイッチ切り替え

が必要」と聞いて、今回の研修会が自県の災害対応準

備のスイッチなのではと感じました。研修会で得た他

県の対応状況やシミュレーションを自県の技師会で共

有し、少しずつでも準備を進めるように努めていきた

いと思います。大変参考になる研修会をありがとうご

ざいました。 


