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P1 令和２年 新年を迎えて 

 P2 「医療技術部門管理資格認定制度」秋季集合研修が開催される！！ 

P3 令和元年度 耳鼻科領域検査啓発推進講習会（第１回）開催報告 

P4～P5 令和元年度短期海外留学を実施 

P6 全国「検査と健康展」2019 各地からの報告 第１回 

P7 2020年度日臨技臨床検査精度管理調査の募集内容が変更されました 
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令和２年 新年を迎えて 

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 

会員の皆様に対し、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。 

年号も令和に移り、初めての新年を心新たにして迎えていることと思います。 

昨年秋には関東甲信越や東北の一部において、相次ぐ台風による大雨により、大小河川が決

壊・氾濫し、甚大な被害が発生しました。被災されました会員の皆様が一日でも早く安心で安

全な環境での生活に復帰できますよう御祈念申し上げます。 

さて、昨年、日臨技では従来の学術活動をはじめとする事業の他に、５年間かけて開催した

検体採取の厚生労働省指定講習会など職能研修を順調に実施できました。また、昨年末には会

費納入会員数が6万6000名に達し、看護師や医師等には及ばないものの有数の医療技術者団体

として成長を遂げております。これも偏に会員の皆様のご支援と都道府県技師会の御協力の賜

であり、深く感謝しております。 

今年は、臨床検査技師の確かな未来に繋がるか否か、重要な歳になるものと想定されます。 

その一つは、臨床検査技師の卒前教育の見直しであり、もう一つが医師の働き方改革による

タスクシフト・シェアの動きです。双方とも、昨年末から厚生労働省での検討が始まってお

り、本会としても既に意見を出しております、この状況を注視していくとともに、その結果に

よる対応については、臨床検査技師の職域拡大と地位の向上を目指して厚生労働省を始め関係

学会と迅速且つ緊密な連携を図るなど職能団体として責任を持って果たして参ります。 

また、本会の役員改選の歳でもあります。昨年末の会長候補者選挙におきまして、当選をさ

せていただきました。皆様から選出していただきました理事の方々を中心に新たな執行部を構

築し、事業展開に取り組みたいと考えております。国会議員としては４年目を迎えますが、今

後も臨床検査関係の法改正や政策実現に取り組むとともに、現職の財務大臣政務官の立場で持

続できる社会保障制度や財源の確保に取り組んで参ります。 

今日、本会が求められているのは、 

１ 社会的逆境を跳ね返す組織的強靱性の確立 

２ 臨床検査技師のポテンシャルの発揮できる環境づくり 

３ 持続可能な職域の確保と人材の育成 

であります。 

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まいりますので、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。 

                        令和２年 元旦 
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 会報JAMT VOL25No.17において「医療技術部門管理資格認定制度」夏季集合研修会を報告させていただきま

した。今回は令和元年11月23日（土）、24日（日）において、「医療技術部門管理資格認定制度」秋季集合

研修会が開催されたので報告いたします。今回のテーマ「医療機関の内部環境分析と外部環境分析をマス

ターする」と題して、事前に自身の施設の内部環境と外部環境を把握したうえで、経営分析のスキルをすべ

てグループ学習で学んでいただきました。参加した受講者は２日間の討論と自身のPCへの入力作業、さらに

は、これから実施される認定試験の情報収集等を寝る間も惜しんで受講されていたようです。 

改めての連絡となりますが、本制度は今年３月に新たな受講者を募集します。これから施設の責任者や管

理者を目指される方、経営管理に興味のある方等、広く募集いたしますので、多くの会員の皆様に、ご応募

いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。 

（担当執行理事 西浦 明彦）  

◇ 参 加 者 か ら の 感 想 ◇ 

天野 陽生 

（独立行政法人地域医療機能推進機構 山梨病院） 

 11月23日（土）、23日（日）の２日間、日本臨床検

査技師会館において株式会社医療経営・総合政策研究

所 代表取締役所長 神戸翼先生にご講演をいただきま

した。ちなみに今夏の研修セミナーは株式会社wish-

alize 代表取締役CEO 谷内要亮先生による「ロジカル

シンキング」のセミナーでした。 

 11月22日（土）は医療機関における経営戦略の考え

方としてまず、医療経営に携わる者として外部環境・

内部環境を学び実践事例を交えながらの内容を聴講し

ました。ここでは医療政策の流れと地域の実状・未来

を把握して経営資源をマネジメントしていくことを学

びました。グループワークでは、外部環境分析を試

み、PESTや地域のあらゆる情報を把握する手法を習得

したことで大きくスキルアップできたと感じました。 

 ２日目の11月23日（日）は、グループワークとして

主に内部環境分析の手法と考え方のスキルを身に付け

ました。グループ内でヒト、モノ、カネ、情報につい

て議論を交わし、経営戦略の考え方を学びました。中

でも管理者の役割として経営効率面と診療面の違いか

ら管理者と医療従事者との意見の対立が起こることが

あること、両者の立場を理解して病院が使命を果たせ

るように、また地域で継続して医療を提供し続けるた

めに、各部門・各部署の責任者はこのことを自覚し、

医療経営においては組織全体を俯瞰的な角度から検証

する必要があることを習得しました。 

 今回の参加者には私を含めて、次世代の医療機関の

リーダーを担う、また医療機関経営者に一目おかれる

ような存在になりたいという共通の強い想いがあり、

この研修会で学んだケースディスカッションやワーク

ショップを活かし、必ずや訪れるであろう医療の諸問

題の解決に向けて、邁進していく決心をしました。 

最後に、お忙しい中、夏季秋季研修セミナーの開催

にご尽力をいただきました日臨技役員、事務局の皆

様、そして貴重なご講演をいただきました谷内要亮先

生、神戸翼先生に深く感謝申し上げます。 

村越 大輝（静岡県立総合病院） 

 11月23（土）、24日（日）に開催された「医療技術

部門管理資格認定制度」の秋季集合研修に参加させて

いただきました。８月に行われた夏季集合研修と同様

に、２日間とても内容の濃い研修を受けることができ

ました。今回の研修では経営分析スキルを習得するた

め、医療機関の外部環境分析と内部環境分析を学ぶこ

とができました。外部環境分析では様々なツールや情

報を駆使して、自施設のある医療圏の状況や環境に合

わせ、何が求められているのかを理解することの重要

性がわかりました。また内部環境分析ではグループに

分かれ、ピラミッドストラクチャーを用いて分析を行

い、自施設の強み・弱みを考察することができまし

た。 

 今年度の受講者の中では私が一番若手でしたが、皆

様にご指導していただき、楽しく研修を受けることが

できとても勉強になりました。来年度も「医療技術部

門管理資格認定制度」の募集がありますが、若手・中

堅技師の方に多く参加していただけると将来のために

有用な時間になると思います。 
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令和元年度 

耳鼻科領域における基礎知識 －自覚的聴力検査－  

 令和元年度耳鼻科領域検査啓発推進講習会（第１

回）を令和元年11月30日（土）に日本臨床検査技師会

館において開催しました。全国各地から多数の会員の

方々にご参加いただきました。 

この講習会は、臨検法施行規則第１条第16号に規

定する「聴力検査」の範囲について厚生労働省に疑義

照会した結果、自覚的聴力検査と他覚的聴力検査およ

び行動観察による聴力検査が含まれるとの回答を得た

ことから、会員への啓発および聴覚検査を行ううえで

必要な知識を身につける機会とし企画しました。ま

た、一般社団法人耳鼻咽喉科学会に共催していただ

き、第１回目は自覚的聴力検査について、第２回目は

他覚的聴力検査と乳幼児聴力検査についての開催とし

ました。 

第１回目の今回は、テーマを「耳鼻科領域検査に

おける基礎知識―自覚的聴力検査―」として、はじめ

に丸田秀夫常務理事に「耳鼻咽喉科学的検査につい

て」と題して、今回の講習会企画の経緯とその内容に

ついてお話しいただきました。講演では、「耳の構造

と機能について」と題して、一般社団法人日本耳鼻咽

喉科学会 理事／近畿大学 医学部耳鼻咽喉科学 教授 

土井勝美先生に講義していただきました。 

自覚的聴力検査の内容としましては、帝京大学医

療技術学部 加賀宏技師に「純音聴力検査」につい

て、社会福祉法人三井記念病院 山崎葉子技師に「語

久末 直子 

（東京大学 保健・健康推進本部 本郷保健センター） 

 業務で新たに耳鼻科領域の検査に携わることにな

り、今回の講習会を受講しました。耳の解剖学や検査

に関して教科書などで勉強はしたものの、今ひとつ理

解し難く、苦手意識がありました。 

 今回、まず土井先生の講義を拝聴し、分かりやすい

解説とたくさんの画像や動画で理解がとても深まった

と感じました。次に、加賀先生の純音聴力検査につい

ての講義では、検査時の注意点を中心に解説していた

だきました。当施設の特性上、患者には小児も高齢者

もいませんが、検査を初めて受ける方や、自身の症状

に不安を感じている方も多いので、臨床的な観点から

のアドバイスが非常に勉強になりました。語音聴力検

査や自記オージオメトリーは実施しておりませんが、

山崎先生、橘内先生の講義を拝聴し、重要かつ興味深

い検査だと学びました。 

 当施設で現在必要とされている検査は限られていま

すが、臨床検査技師の関与が法律的にも認められた領

域なので、さらに理解を深めたいと思わせていただけ

た有意義な講習会でした。 

村上 郁那（青梅市立総合病院） 

今年より耳鼻科検査に携わるようになったので、

検査についての基礎知識を増やし、理解を深めたいと

思い、本講習会に参加させていただきました。 

 耳の解剖学的説明や検査手順・注意点については改

めて理解することができ、検査経験が少ない私にとっ

て、とても有意義な時間となりました。また、患者に

わかりやすく説明することや、検査時に患者の状態を

よく観察することは、正しい検査結果を得るために重

要であることを再認識できました。 

 検査方法についてのアンケート結果より、施設ごと

に検査の進め方や中止基準、マスキング量などが多少

異なり、スムーズな検査ができるようにそれぞれで工

夫されているようでした。紹介された検査時の工夫・

ポイントを参考にし、日々の業務に役立てていきたい

と思います。そして、自施設でも検査手順を見直し、

より良い検査を行えるように改善していきたいです。 

音聴力検査について」について講義いただきました。

また、私も社会医療法人耳鼻咽喉科麻生病院 診療支

援部部長として「自記オージオメトリー」と「閾値上

聴力検査（SISI）」について講義をいたしました。 

受講を募集した後、すぐに定員となり聴力検査の

関心の高さがうかがえました。第２回目の開催は来年

５月23日（土）同会場を予定しておりますので、多く

の皆様にご参加いただければと思います。 

（担当理事 橘内 健一 ） 

【 研修会場の様子 】 
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 本研修は日臨技が行う臨床検査技師の国際化活動に対し、アメリカ臨床病理学会(American Society for 

Clinical Pathology, ASCP)が理解を示し、ASCPが研修先探しと研修費用、日臨技が滞在費用、研修者が航

空券を含めた交通費を負担し平成27年から始まったプログラムです。 

 本年度は血液検査分野で１名を研修をさせていただきました。以下に研修先の詳細を含め、研修の様子を

紹介します。 

ASCPi短期留学研修報告 
 

 

國廣 まり  

 （福山市民病院) 

期間:2019年11月4日-8日 

場所:Loyola University 

Medical Center, Chica-

go, Illinois  

Loyola University Medical Center 

 2019年11月４日〜８日まで約１週間、アメリカのシカ

ゴにあるLoyola University Medical Centerで研修する

機会に恵まれたため報告させていただきます。 

 短期留学が決定すると、国際WGの坂本先生を通じて過

去の派遣者と日本医学検査学会にて顔合わせをすること

ができ、事前に沢山のアドバイスをいただきました。こ

れを機に、抱えていた不安の大部分は払拭され、留学準

備ができました。 

 研修内容は研修者の要望に沿って組んでいただき、筆

者がこれまで従事してきた血液検査学に特化した内容に

なりました。Loyola University Medical Centerには約

200名の臨床検査技師が11部門に分かれて仕事に従事し

ています。今回は中央検査室の「一般的な血液・凝固検

査」および「専門的な血液・凝固検査」についてday 

shift（７時〜15時勤務）の担当者から研修を受けまし

た。 

 一般的な血液・凝固検査は、“CBC”、“CBCの細胞分

類”、“凝固検査および検体の仕分け”、“尿検査およ

び体腔液検査”、“体腔液の細胞分類”の計５つに担当

が分かれ、専門的な血液・凝固検査は“骨髄検査”、

“凝固因子検査”、“HIT検査”の３つに担当が分かれ

ていました。日替わりで担当業務が変わり、筆者も日替

わりで各担当者から学ばせていただきました。その中で

特に印象に残っている研修内容を報告させていただきま

す。 
 

【CBCの業務内容】 

 主な仕事内容は、検体測定〜結果報告、自動標本作

製〜自動顕微鏡、内部精度管理、機器のメンテナンスで

した。検体測定から検査結果を確認する流れはどこの検

査室もほぼ同じ運用だと思いますが、結果確認の際に重

要視していたことは測定機器からのフラグ内容でした。

そのフラグとデータを照合して矛盾がないかチェックし

ていました。例えば、血小板凝集のフラグが立ったとき

に血小板数値が減少していることを確認し、その次に検

体の性状を確認するという流れでした。検査結果と機器

のフラグを同時に確認でき、その画面で結果報告できる

システムは大変便利であると思いました。また、検体の

取り直しは看護師へ連絡し、これらの記録は全てシステ

ムに入力していました。驚いたことは、TAT管理画面が

検査室の上壁に備え付けられており、TATを超えた検体

は赤色に表示されていたことでした。CBCのTATは15分に

設定されており、細胞分類を含めると60分以内と設定さ

れていました。TATを超えたものがあれば原因究明され

ていました。測定が終わった検体はバーコード管理され

たラックに、通し番号順に登録してから片付けられてい

ました。１日の検体数が800〜1000ほどあるため、シス

テムで管理することで、追加検査や標本の再作製時に、

どの検体がどのラックの何番目にあるのかを探しやすい

こと、無駄なく片付けられることのメリットがあると思

いました。また、作製された標本は技師が顕微鏡で見る

のではなく、自動顕微鏡/血液細胞分類装置（セラビ

ジョン：DM 9600）にセットされ、血液細胞の自動分類

が行われていました。あくまで標本作製するまでが担当

する範囲であり、その先の細胞分類に関しては“CBC細

胞分類の担当者”が受け持ちます。CBCのコントロール

を測定する時間は、day shift、PM shift、night shift

で決まっており、それぞれ患者検体を２回、管理試料の

２濃度（３濃度の組み合わせを変えながら）を１回測定

していました。１日に換算すると測定回数が多い印象を

受けましたが、３つのシフトで稼働しているため、それ

ぞれのシフト帯で検体の結果および機器・試薬の保証を

している点と検体数が多い点を踏まえると必要なのかも

しれません。内部精度管理のトレンド・シフトについて

質問したところ、その仕事内容はSpecialist等の責任あ

る立場の技師が行い、どのように対処するかの決定も責

任者が行うとのことでした。Medical Technologistと

Specialistは仕事内容こそ同様でしたが、内部精度管理

やアドバイスサービス等、責任ある仕事はSpecialistが

担当していました。 
 

【CBC細胞分類の業務】 

 本研修５日間のうち２日間をこの業務につき、興味深

く見学させていただきました。というのも、当院では作

製された標本は１枚１枚顕微鏡によって観察しており、

お世話になった中央検査室の血液検査部門の方々  
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パソコンの画面上で細胞分類をした経験がないからで

す。そのシステム自体は知っていましたが、現場の操作

を見たり聞いたりする中で非常に使いやすく学修的な要

素が含まれていると感じました。事実、鑑別に苦慮する

細胞に遭遇した際、技師同士が意見を求め合う場面が何

度かありました。また、異常な細胞が出現した際、過去

の細胞分類結果（細胞像）をその画面でチェックするこ

とができ、パソコン画面上で議論・熟考ができるという

点において合理的かつ効率的だと思いました。現地の担

当技師もこのシステムを大絶賛しており、筆者が顕微鏡

を見て結果報告していると伝えると驚かれた上にこのシ

ステムを勧められました。ここで印象に残っているの

は、細胞分類のチェックに必要な検体情報がシステム管

理されており、優先順位、誰が結果報告したか、どこま

で検査が終わっているかが一目瞭然だったことです。こ

のシステムでは、まずSTATの検査が優先的に行われます

が、業務のキリがついた段階で朝の休憩タイムに入る技

師もいました。勤務体制上、Break timeが30分、Lunch 

timeが45分あり、朝のBreak timeを持たない場合は

Brunchとして60分休憩することができます。休憩に入っ

た場合は他の技師がその仕事をカバーしていました。誰

がどこまで検査し終わっているか、口頭で細かく説明す

る必要もなく、システム上で把握することができます。

幼若な細胞が突如出現した場合等は過去の結果を参照し

たり患者情報を調べたりして、１枚１枚丁寧に観察して

いる印象でした。壊れている細胞が多い場合は、システ

ムでどこに該当検体があるのか調べて、追加でアルブミ

ン添加標本を作製していました。 
 

【骨髄検査】 

 骨髄検査の現場を見学

するという貴重な経験を

させていただきました。

日本とは異なり技師は細

胞分類を行わず、採取さ

れた検体の標本作製およ

び染色のみを担っていま

した。染色完了後は封入

してすぐ医師の元に届け

られます。医師により細

胞分類された結果を元に、准教授はレジデント、フェ

ローと共にディスカッション顕微鏡にて標本をチェック

し、報告書作成に取り組んでいました。技師は、染色の

コントロール用にCBC検体のバッフィコート面から標本

を作製しており、その際、筆者の標本作製手技と少し異

なる旨を伝えると、是非見せて欲しいと頼まれました。

筆者の手技を甚く気に入っていただき、同様の手技に挑

戦していましたが、やはりこれまでの慣れたやり方では

ないため難しそうでした。筆者も帰国後にアメリカ式の

標本作製に挑戦してみようと思いました。 
 

【その他学んだこと】 

 血液検査部門の技師が医師とどのように関わっている

のかを知るのも今回の研修で学びたいことの一つでし

た。体腔液の細胞分類部門に研修へ行った際、細菌の貪

食像かどうか迷う細胞があり、技師同士で意見交換が行

われていました。最終的に判断ができなかったため担当

技師はすぐに医師の元へ行き、相談していました。検査

室は地下１階にあり、血液学・腫瘍学研究室の医師も同

階にあるためアクセスが良く、スムーズに問題解決に至

りました。この経験を通して、技師は聞きたいことを躊

躇せず医師に質問し、短時間で解決する仕組みについて

知ることができました。 

 その他、技師同士でのコミュニケーション方法につい

て学びたいと思っていました。何か問題があったとき、

周知しなければならないこと、新しいニュースなど伝達

することは日々ありますが、技師間でどのように伝達し

ているのかを知りたかったからです。研修先では毎朝８

時15分になったら検査室の外に出て、中央検査室のメン

バーでhuddle（ショートミーティングのようなもの）の

場が持たれていました。話し合う内容は決まっており、

ホワイトボードに「試薬・機器・方法・安全性につい

て」「いつ何の問題があって誰がいつまでに解決する

か」「計画」「指標」「報告」「周知すること・祝いご

と」等について書かれていました。変動するような内容

に関して、毎日10分程度報告し合っていました。その時

に参加できなかった場合でも、そのホワイトボードを見

ると近況が分かる仕組みが作られていました。 
 

【ASCP本部訪問】 

 研修先の大学病院からASCP本部のあるダウンタウンま

では電車で約45分かかりました。オフィスは高層ビルの

16階にあり、Mr. BakerとMs. Angelaが歓迎してくれま

した。オフィスにいるスタッフ一人一人に挨拶をし、そ

の後Ms. Patriciaがアメリカでの臨床検査技師の現状や

将来について説明をしてくれました。アジア圏の方々は

ASCPiの資格取得した後、カルフォルニアでそのまま就

職することもよくあるそうです。なぜなら、カルフォル

ニア州自体の試験を受ける必要なく、ASCPiの資格を持

つだけで働くことができるからだそうです。また、臨床

検査の分野もアメリカ東部の方が西部と比べてより技術

的に進歩しているそうです。日本の臨床検査技師も言語

さえクリアできればASCPiの資格を取得してアメリカで

働く将来像はあると思いました。その後はASCPの方々と

共に日本食レストランでお寿司を食べ、研修最終日が終

わりました。 

 

【最後に】 

 今回の研修では報告書に書ききれない多くのことを学

ばせていただきました。この機会を与えてくださった日

本臨床衛生検査技師会の方々、国際WGの坂本先生、過去

の研修者の方々、ASCP本部事務局の方々、研修先の

方々、留守中の検査業務を支えてくださった職場の方々

に感謝申し上げます。 

骨髄標本の染色セット 

（使用期限などの試薬管理は徹底）  

ASCP本部オフィス前にて 

左からMr.Baker, 筆者, Ms. Patricia, Ms. Angela 



Vol.26No.1                会報JAMT ホームページ掲載                   令和2年1月1日号 

 本年度も全国「検査と健康展」が各地で開催され、各都道府県技師会より報告をいただいております。今回

から順次ご紹介していきます。 

 8月25日(日)「検査と健康

展－検査 deフェスティバ

ル－2019」を札幌駅地下歩行

空間にて開催しました。のべ

2,383名（血糖測定、ストレ

ス度チェック、血管年齢、肺

年齢、骨密度、血圧、がん予

防啓発、認知症、中高生ガイダンス、健康相談）の

方々に検査を体験していただきました。  

 市民の皆様からは、「参考になりました」「大きく

なったらこんな仕事をしたいです」などうれしいお言

葉をたくさんいただき、臨床検査について理解を深め

ていただくイベントとなりました。 

（北海道臨床衛生検査技師会 林 光昭） 

 今年も昨年に引き

続き、集客数が多い

イオンフェスタで開

催したことに加え、

パンフレットを配布

しながら積極的な声

かけをしたところ、

気軽に応えてくれる

お客さんも多く、結果として終了時間になっても検査

の希望があるほど、集客数をのばすことができまし

た。広報活動として新聞への掲載を行いましたが、台

風により延期になったことで開催を知らずに参加でき

なかったお客さんもいたと思われます。 

 毎年実施しているこのイベントを通じて、年を追う

ごとに臨床検査技師の認知度も上昇しているのではな

いかと感じられました。 

（福島県臨床検査技師会 滝澤 貴叙） 

 兵庫県会場では10

月13日（日）に神戸

常盤大学で開催し、

検査の実演では、頸

動脈エコー検査286

名、ヘモグロビン測

定 163名、血管年齢

測定 269名、体組成

測定229名、物忘れ検査99名、臨床検査専門医による

検査説明・相談51名と多くの方に来場いただきまし

た。また、日臨技からの臨床検査関連リーフレット、

パンフレット等の資料を配布し、臨床検査技師紹介

コーナーとして臨床検査紹介および臨床検査技師にな

るための動画を常時放映しました。 

 頸動脈エコー検査は、毎年希望者が多く、用意して

いた70人分の待合席は10時半の受付開始後、瞬く間に

全て埋まってしまいました。他の検査も常にお待ちの

方が絶えませんでした、兵臨技スタッフや神戸常盤大

学の学生ボランティアの協力のおかげで来場者の方々

をスムーズに検査へと誘導することができ、多くの

方々に検査を体験していただくことができました。 

 人生100年時代と言われる昨今、人々の健康への関

心はますます高まっています。専門知識とそれをわか

り易く伝える能力を持ち合わせ、検査説明・相談がで

きる臨床検査技師が必要なことを改めて感じる機会で

もありました。 

（兵庫県臨床検査技師会 坂本 秀生） 

 10月19日（土）に香川

県立保健医療大学で「検

査と健康展」を開催しま

した。来場者は201名で

女性が約７割を占め、年

齢構成は50代が35名（21.9%）と最も多く、20歳未満

も21名（13.1％）の参加がありました。 

 近年はテレビや新聞等で多くの健康情報が流れてお

り、地域住民の健康への意識は高まっています。その

一方で、あまりにも多くの情報が溢れているために

誤った知識を持っている方も多く、スタッフとの会話

で健康への正しい知識を啓蒙できる場面も見られまし

た。来場者より「地域の方の健康意識の向上や健康づ

くりにも効果的と思った」「今後自分の身体について

気をつけていきたい」、臨床検査技師を目指している

学生からは「より臨床検査技師になりたいと思った」

といううれしい言葉の一方で、「採血模擬体験で看護

師のような体験ができた」や「技師より医師の結果説

明・健康相談を受けたい」等の言葉もあり、臨床検査

技師自体は知っていても、臨床検査技師ができる業務

に対する認知度の低さが浮き彫りとなりました。毎年

の開催でじわじわと健康への意識向上や臨床検査技師

の認知度向上に貢献していると思いますが、臨床検査

技師が今後表舞台でさらに活躍するためには、もう一

歩前進するための新たな工夫が必要だと感じました。 

（香川県臨床検査技師会 山本 直子） 
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 2020年度日臨技臨床検査精度管理調査の参加受付を2020年３月より開始いたします。本調査は昭和40

(1965)年より始まっており、2020年度には55周年を迎えます。順調に参加施設数を増やし、今では約4200施

設が参加される国内最大級の外部精度管理調査です。参加項目も臨床化学・血液項目以外にも、遺伝子検査

分野も含む臨床検査全般の広範囲の項目を有しています。また、本調査の参加により日臨技精度保証施設認

証制度への申請も可能です。 

 2020年度調査も昨年度同様に13コースを設けまして参加をお待ちしております。2020年度は遺伝子参加

コース「参加番号：７」の一部内容を変更しています。それに伴って「参加番号：13」も変更となります。

ご注意下さい。 

 また、2019年10月に消費税率は10％になりました。それに伴い当会の精度管理調査参加費を外税表記とし

ました。コース内容変更となりました遺伝子「参加番号：７」につきましては例年と調査項目が異なります

ので、お申込みの際はご注意下さい。 

 皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

★ 遺伝子参加コースの内容を変更しました  

★増税に伴い参加費を外税表記としました  

2019年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 

参加番号 実 施 項 目 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    

5 

輸血Ｂ（輸血すべて）      

（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験管

法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           

7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  

8 生 理 

9 細 胞 

10 病 理 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 

12 １１＋６ 

13 １１＋７          

2020年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 

参加番号 実 施 項 目 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    

5 

輸血Ｂ（輸血すべて）      

（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験

管法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           

7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  

8 生 理 

9 細 胞 

10 病 理 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 

12 １１＋６ 

13 １１＋６＋７          

2020年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 参加費 

参加番号 実 施 項 目 税抜 
2019年度 

8％税込 

2020年度 

10%税込 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） ¥22,222 ¥24,000 ¥24,444 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） ¥3,704 ¥4,000 ¥4,074 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

¥22,222 ¥24,000 ¥24,444 
（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    ¥13,889 ¥15,000 ¥15,278 

5 
輸血Ｂ（輸血すべて）      

¥16,667 ¥18,000 ¥18,334 
（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験管法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           ¥11,111 ¥12,000 ¥12,222 

旧 7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  ¥25,926 ¥28,000 ¥28,519 

新 7 遺伝子Ｂ（HCV定量、HBV定量）  ¥14,815 ¥16,000 ¥16,297 

8 生 理 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

9 細 胞 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

10 病 理 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ ¥51,852 ¥56,000 ¥57,037 

12 １１＋６ ¥59,259 ¥64,000 ¥65,185 

13 １１＋６＋７          ¥74,074 ¥80,000 ¥81,481 

（編集後記）あっという間に年が明け、2020年は東京オリンピックの年です。個人的ですが、2019年は季刊誌ピ

ペット関連で元400mハードル日本代表選手であった為末大氏にインタビューをさせていただく機会を得ました。ま

た、大河ドラマ「いだてん」では浜松市出身の田端政次氏が題材になる等、何かと周囲でオリンピックに関する話

題が続き、開催が気になる今日この頃です。「参加することに意義がある」、近代オリンピックの父といわれるピ

エール・ド・クーベルタンの言葉ですが、観戦チケットを入手できた人もそうでない人も、国民が『ONE TEAM（ワ

ンチーム）』となって、ラグビーW杯同様オリンピックも盛りあげていきたいですね。        （直田） 


