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平成29年度 認定管理検査技師コース指定講習  

 平成29年度講習会は「財務管理」をテーマに開催され

た。大澤智彦理事が司会進行を務め、西浦明彦執行理事

より開講の挨拶があった。 

 第１日目は株式会社日本能率協会コンサルティング経

営戦略センター 飯田慎吾先生より病院の会計方法、財

務諸表の見方とそれにより何がわかるか、キャッシュフ

ローの理解、経営指標分析について講義をいただいた。

順天堂大学医学部附属浦安病院 事務部長 川島徹先生に

は医療法の改正やゲノム医療タスクフォース、検体検査

の精度管理について講義いただき、その後受講者は「検

査室の未来」「これからの検査室をどうするか」「病院

の運営方針に対応できる検査室の構築」「将来に向けた

戦略の共有化」「これからの臨床検査室に求められる

事」「現状と課題について」をテーマに６グループに分

かれグループディスカッションを実施し発表を行った。 

 第１日目の最後には情報交換会でたくさんの方々と名

刺交換を行い、楽し

い時間を過ごしなが

ら研修に集まった全

国の先生方との人脈

を作れるという機会

を 得 る こ と が で き

た。 

 第２日目は医療法人

社団永生会理事長 安

藤高朗先生より、ご自身の経営されている医療法人永生

会の経営戦略、地域医療構想と地域包括ケア、医療従事

者の役割について講義いただき、厚生労働省の指針、地

域の人口動態、医療ニーズを把握し経営戦略を練ること

の必要性や実際に理事長直轄部署の永生総合研究所（シ

ンクタンク）で所長として活躍している臨床検査技師が

紹介された。サイプレス代表取締役 伊藤雅教先生は検

査に関連する業務改善、収入増とコスト削減による質の

改善について、外来迅速加算の積極的取得と病棟薬剤師

を例に病棟業務の必要性をあげ、収益に寄与する検査の

 「日臨技総合監理検査技師制度」は、臨床検査部門の管理運営に携わることのできる臨床検査技師の認定およ

び臨床部門にとどまらず、医療機関のリーダーと成りうる資質を持った臨床検査技師を認定することを目的とし

たものです。「認定管理検査技師コース」では、日常遭遇しやすい問題や業務管理を中心に指定講習を行い、基

礎知識の再確認と講習、相互討論を実施することにより管理・運営能力のブラッシュアップを図ります。 

医療経営における財務戦略 

～収支構造分析から経営改善・部門改善へ～ 

1日目：10月7日（土） 
講義1 病院の会計方法（財務と採算性） 

株式会社日本能率協会 コンサルティング経営戦略センター 

シニア・コンサルタント 飯田 真悟 

講義2 検査室の財務・収支分析（グループワーク 発表・総括） 

順天堂大学医学部附属浦安病院 事務部長 川島 徹 

情報交換会（自由参加） 

参加者自己紹介・名刺交換 
 

２日目：10月8日（日） 
講義3 病院運営改革と臨床検査技師への期待 

医療法人社団永生会 理事長 安藤 高朗 

講義4 ＤＰＣと検査に関連する業務改善 

株式会社サイプレス 代表取締役 伊藤 雅教 

講義5 経営戦略とマーケティング（検査部門） 

公益財団法人日本適合性認定協会 町田 幸雄 

講義6 臨床検査技師の未来予想図 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 代表理事 会長 宮島 喜文 

 

（敬称略） 

棟業務の必要性をあげ、収益に寄与する検査の分析と業務

見直しなど経営コンサルトとしての考え方を講義された。

日本適合性認定協会 町田幸雄先生は、マーケティングの

考え方と経営戦略、臨床検査におけるマーケティングにつ

いて講義された。 

 研修会の締めくくりとして最後に宮島喜文会長から臨床

検査法改正の法案が通るまでの裏話をお聞かせいただい

た。法改正が施行されると病院監査で臨床検査の精度管

理、機器管理等も査察を受ける義務を負うようになるが、

それだけ臨床検査技師の精度管理の重要性を社会的に認知

してもらえたこと、さらに病棟検査技師、在宅医療への参

画の必要性も講義された。 

 ２日間にわたる内容の濃い研修プログラム終了後、受講

者には修了証が授与されセミナーは無事終了した。 
 

 （次ページへ続く） 

情報交換会には宮島会長も出席 
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  病院検査室の運営はどうすべきか、 

       また求められる要求事項とは何か 

井手 一徳 （吉備高原医療リハビリテーションセンター） 

 グループワークで

私たちＡ班は「将来

へ向けた戦略の共有

化」について討論を

行い4つの事項にま

とめました。 

①病院の中長期計画

の把握：病院の運営

方針、中長期計画を

把握するため、運営委員会に参加する。検査室戦略が病

院の方針に合致した中長期計画を構築する。地域性や患

者ニーズを把握して必要とされる検査室を目指す。 

②他部署との意見交換：病院内関連部署との意見交換

（情報収集）の中から求められる検査・業務が提案され

ることがあり、導入する努力をする。また、関連部署と

の連携が重要であり必須要件になる。 

③検査室にとどまらず他の場所へ進出：病棟、外来、在

宅へ検査技師を派遣して各種医療改革に対して受身では

なく戦略を持って事前に対応する。 

④スタッフ教育：戦略の共有化、情報収集、情報共有を

行うためには、チーム医療に入っていけるスタッフの教

育が必要である。 

 病院規模や施設条件は違いますが、検査室の進むべき

方向性は同じように思います。検査室に合った戦略を検

査室スタッフ、病院スタッフと共有して構築したいと思

います。 

グループデスカッション 

できることから実行してみよう 

吉澤 麗子 （日本海員掖済会 横浜掖済会病院） 

昨年の第２回経営管理セミナー（労務管理・人材評価育

成）に続き、非認定者用枠で参加しました。“経営”の基

礎を理解していないので（予習が必要だったのか？）、頭

上で話が繰り広げられている感じが否めませんでしたが、

それでも触れておきたい分野でした。 

実際の講義は、病院の理事長、事務部長、経営コンサル

タントの方々による実践的な内容で、「なるほど！！」と

思うことたくさん、今の自分に足りないもの・・・とても

たくさん（笑）。もっと実際の数字を使用した具体的な分

析が必要と感じました。早速できることから実行してみま

す。 

 医療もサービス業です。しかし、一般のサービス業とは

やはり異なると思います。だからこそ、現場の技師たちが

経営に参画すべきと考えます。“歌って踊れる検査技

師”・・・とまではいかなくとも、経営も考えることので

きる検査技師を皆さん目指しませんか？ 

  臨床検査技師として一人一人の 

         患者さんに対して何ができるか？ 

田渕 亨（赤穂市民病院） 

「医療経営における財務戦略～収支構造分析から経営

改善・部門改善へ～」というセミナーのテーマに惹か

れ、経営意識をより強く持ち、病院会計を理解し部門の

収支を管理していくためにもこのセミナーで学びたいと

思い参加した。いずれの先生方の講演もこれからの業務

を考える上で大変勉強になった。特に『ＤＰＣと検査に

関連する業務改善』では、経営コンサルタントの伊藤先

生が示されたデータ解析で、分かっていてもできていな

かったことを再認識し、改善の必要性を感じることがで

きた。また、グループワークでの私達Ｃグループは「こ

れからの臨床検査室をどうするか！」というテーマで意

見を出しあった。そこでは①社会情勢を先取りして業務

計画を策定する②病院機能を十分考慮した判断が必要③

在宅医療への参画③患者主体の医療のために、患者が検

査を選べる様な患者への教育⑤検査技師の病棟、検査説

明など多方面への進出⑥他職種との連携のためのコミュ

ニケーションスキルの向上⑦臨床検査技師の専門性を

知ってもらうための「臨床検査の日」などを利用したア

ピール等の意見があがり、各施設の事例も踏まえた貴重

な話が聞けて大いに盛り上がった。１日目の研修終了後

の情報交換会でも全国の仲間達と意見交換ができ、楽し

く有意義な時間を過ごすことができた。 

セミナー最後の講演では宮島会長か

ら「今の検査体制は患者さんのための

検査体制なのかを考え、病棟に行って

勇気を持って話していただきたい」と

エールをいただくとともに、「臨床検

査技師として一人一人の患者さんに対

して何ができるか？」いう問いかけを

心に刻み、考え行動して行くことが私

達の未来を決定づけるのだと改めて感

じ、背中を押していただいた。今回の

セミナーを通して学んだ検査技師業務の今後の可能性も

踏まえ、業務改善について検討し、検査の更なる質の向

上を図るとともに、増収策とコスト削減策をできること

から実践していきたい。 

宮島会長による講義 

新たな認定制度へ 

    名称は『認定医療技術部門管理者制度』 
  

 平成32年度を目途に新たな認定制度として『認定医療技

術者管理部門制度』を立ち上げる。目的は、「医療関連施

設の経営者から、この認定者が検査部門の管理者にとどま

らず、経営管理を支えうる訓練された信頼に足る人材とし

て評価され登用されること」。目指すものは、事務長・診

療支援部の部長のポスト且つ、副院長の立場を担うような

人材を育成する制度としていかなければならない。この認

定が施設はもとより医師をはじめとする医療関係者からも

評価・認知されるものでなくてはならないと考える。 
 

 この認定制度が動くまでは従来の認定管理検査技師コー

スとして講習会を開催していく。平成30年度の第４回経営

管理セミナーは「医療政策に対応する戦略・戦術～地域包

括ケアシステムにおける臨床検査技師の役割と仕事～

（仮）」を開催する予定である。平成30年度保険点数改

正、高齢者の増加、要介護者の増加、総人口減少など大き

な社会構造的変化をうけ、幅広い医療現場の知識を持ち、

医療管理すなわち病院経営においても活躍できる人材の育

成を図ることが必須である。 
 

 本研修会は認定管理検査技師の更新者はもちろん、マネ

ジメントに関する知識を作りたいと思われる技師も参加で

きるので、次回はさらに多くの会員の方のご参加を望みた

い。  

担当理事 岡田 茂治  



Vol.23No.21                会報JAMT ホームページ掲載                   平成29年11月1日号 

～ベッドサイドで必要な検査工程の集中能力向上トレーニング～ 

10月14・15日に「病棟で必要な能力開発実践研修会

（検査工程）」が滋賀県のニプロiMEP（アイメップ）に

おいて開催されました。 

まず、１日目は丸田常務理事より病棟業務に必要な法

的知識、千葉執行理事から安全な医療を提供するための

具体的な取り組みについて、それぞれ詳しく説明されま

した。 

２コマ目の講義は増えゆく認知症患者への対応力向上

のために用意された神経心理検査を実際に試す講義とし

て認定認知症領域検査技師の西野真佐美先生に実習を

行っていただきました。実習では、この検査のやり方に

戸惑う方が多いのではと予想していましたが、当会が進

めている認知症対応力向上講習会Ｂが浸透している効果

なのか、参加者全員で積極的に行う姿が見られました。 

午後の講義は病棟

に存在する様々な医

療機器の取り扱いに

ついて、京都保健衛

生専門学院臨床工学

専攻科の多田俊介先

生を始めとする３名

の講師に実習も含め

て行っていただきま

した。実習では３つ

のグループに分かれて、それぞれ①血圧計・パルスオキ

シメータ、②輸液ポンプ、③AED管理・集中モニターを

体験し、日ごろ見かけるけれど触ったこともないような

機器に触れ、講義が終わっても担当の先生に積極的な質

問を投げかけるなど、これまでの講習会では見られない

光景がありました。 

ナイトセミナーは丸田常務理事より人材育成のための

解決法「問題共有化メソッド」をご講義いただきまし

た。丸田常務理事の視点からのリーダー論などは参加者

の参考になったと思います。 

２日目の講義は病棟で必要となる超音波検査に関して

三重県臨床検査技師会会長でもある山本幸治理事を始め

とした、三重県臨床検査技師会癌撲滅隊の精鋭３名が講

師を務められました。今回の参加者は生理検査を主に担

当している方も多く、高度な質問をされる参加者もおら

れ、講義を担当された山本理事も感心しておりました。  

午後は、この講習会の締めくくりとして企画された病

棟での救急対応につ

いてです。「患者急

変時実技訓練～日常

会話で患者応答に違

和感を感じたら～」

と「BLS実技訓練～

もしも目の前で患者

が倒れたら～」をそ

れぞれ２つのグルー

プに分けて実習を行

いました。大阪府三

島救命救急センター

中島 正次(宇治徳洲会病院) 

私の勤務する医療機関で病棟業務といえば、検査室ま

で来る事ができない患者様のポータブル検査が大半で、

病棟に検査技師が常駐する体制構築までにはほど遠い現

状です。今回、病棟常駐体制を構築する上で何か役立つ

ヒントが得られないものかと日臨技のホームページより

この研修会のことを知り、参加させていただきました。 

この研修に参加させていただいて、臨床検査技師が病

棟で業務する上で身につけるべき知識や能力が如何に多

く、他職種連携が如何に重要かを学ぶ事ができました。

こちらで学んだ研修内容を自施設にて他の技師に伝達、

情報共有し、「病棟常駐体制構築」に向けて努力してい

きたいと思います。また、このような貴重な機会を企

画・運営くださった日臨技の先生方にこの場をお借りし

て感謝申し上げます。 

ベッドサイド周辺機器実技訓練 

の竹下仁先生と国家公務員共済組合連合会枚方共済病院

の藪圭介先生を始めとする４名の講師に詳しく行ってい

ただきました。患者急変時実技訓練は患者シミュレータ

花子を使って急変時の患者対応を、BLS実技は胸骨圧迫訓

練とAEDの使用までの訓練を行い、参加者は吹き出す汗を

ぬぐいながら真剣に取り組んでいました。研修終了の挨

拶では横地副会長より臨床検査技師の他職種連携にかけ

る思いと、先進的に取り組もうとする今回の受講者に対

してエールが送られ、閉会となりました。 

次回の企画は平成30年２月11・12日に今回同様ニプロ

iMEPにて開催します。内容は検査後工程にまつわる内容

（RCPCから病態を考える、その病態から患者対応のしか

た、患者移乗の方法等）を中心に予定しております。多

数の皆様のご参加をお願いいたします。 

（担当執行理事 深澤 恵治） 

救急対応実技訓練 

三平 りさ(府中病院)  

 当院の病棟業務として、採血説明・血液製剤搬送・輸

血後感染症検査説明などを行っています。病棟で他にで

きる事は何があるのかを学ぶために今回の研修会に参加

しました。病棟に行くようになり患者さんと接する機会

が増えました。患者さんの傍にいる時にモニターやホン

プのアラームが鳴る事があります。今まではアラームが

なった事を看護師に伝えるのみでしたが、今回の研修で

アラームの内容も合わせて伝える事の必要性を学びまし

た。また、患者さんの変化をいち早く気付く為にもしっ

かり相手を見て話をする事が重要と学びました。今後は

受け答えや様子がおかしいと感じた際は、迷わずその事

を看護師に伝え、日頃の様子と変わりないか確認するよ

うにします。そうする事で、看護師と患者さんの情報共

有ができ、コミュニケーションも取れるようになると考

えます。病棟に行く機会が増えると、患者急変に遭遇す

る可能性が出てくると思います。急変時でも焦らず対応

できるように研修し今後の病棟業務に活かしていきたい

と思います。 
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【グループ学修】 検査事例の解釈 

 日臨技eラーニング 第13回 

公益財団法人天理よろづ相談所病院 

 臨床検査部長 松尾 収二  

求められている“検査データを読める臨床検

査技師” 

 臨床検査には多様な人材が必要である。そ

の中で“検査データを読める臨床検査技師”

が求められているが、その理由は３つある。１つめは異

常値が病態変化によるものか、検査の過誤によるもの

か、その判断に役に立つ。２つめは医師が臨床検査に疎

くなる中で異常値があれば警鐘をならしサポートして欲

しいという要望に応えられる。そして３つめは、検査

データを総合的に読むことは臨床検査のあり方を診療の

視点から見る力を養うことにつながる。 
 

修得しよう！ “臨床検査による診察作法－患者さんか

ら学ぶ臨床検査の読み方・使い方” 

 臨床検査は身体情報の１つであり、検査データを読む

ということは診察をするという表現に置き換えることが

できる。臨床検査は、これを産み出し熟知している臨床

検査技師が手にできる診察手段である。診察の対象は患

者さんである。従って、検査データを読む際は患者さん

をイメージしながら読まねばならない。“辛そうか

な”、“熱はあるのかな”、“息苦しくないかな”と

いった身体の調子だけでなく、“臓器は機能しているの

か”、“肝臓の機能はどうか”、“肝臓のどの部分にど

のような異常があるのか”、“腎臓はどうか”といった

ミクロの世界にも思いをはせねばならない。 
 

「検査事例の解釈」は“臨床検査による診察作法”を学

ぶためのものである。特徴を紹介しよう。 

■日常検査データから病態を把握する！ 

提示例の臨床情報は年齢・性別程度にとどめ、あるい

はこれに加えて発熱、腹痛などの簡単な症状しか示して

いない。本コーナーの目的は臨床検査という道具で病態

を読む力を養うことである。先入観を持たずに“考え

る”ことを期待している。この“考える”ことが力を高

めることになる。病態を読んだ後に自然と病気・病名が

浮かんでくることもあるが、決して病名を当てるもので

はない！ 

■幅広い事例が用意され、解説・ミニレクチャー付き！ 

用意されている事例は初級から上級まで、また重篤な

例から軽症例まで幅広い。多種類の検査を総合的に解読

 今回はグループ学修の「検査事例の解釈」について公益財団法人天理よろづ相談所病院 臨床検査部長 松尾 収二医師に

ご紹介いただきます。松尾先生は「検査事例の解釈」の作成及び監修を行っております。 

【検査事例の解釈】 

（編集後記）「以言伝心」という言葉をご存知でしょうか。「言葉をもって心を伝える」ということです。「以心伝心」

のように言葉なしで心と心が通じ合えれば良いのですが、医療の現場では中々難しく、「伝える側がきちんと伝えていな

い」ことが多々あります。相手のことを考え言葉を発しても伝わりきれていないことが生じます。コミュニケーションに

は、「伝えよう」「理解しよう」と双方が努力をすることが必要で、どちらが欠けていても正確な意図は伝わりません。

私たち臨床検査技師が「きちんとした言葉」で伝えているか見直したいものです。           （中井） 

する事例もあれば、極異常値１項目を読み解く事例もあ

る。また病態と検査にまつわるエラーを考えながら報告

時のチェックの仕方を学ぶ事例もある。検査の実場面を

想定してのことだ。事例には模範解答だけでなく解説・

ミニレクチャーが付いているので関連する知識・技能を

高めることができる。 

■ネット上でグループ学修し読む力とまとめる力を養

う！ 

一定人数の参加登録があるとグループが編成される。

各自で検査データを読んで文章にした後、グループ内で

互いに評価しランクを付ける。一方で他者の解答を参考

にして再度文章にまとめ、自らのレベルを高める。グ

ループ内のベストアンサーは参加者全員に提示され、そ

の中から全体のベストアンサーが選ばれるため、緊張感

を持って学修していただきたいと思う。また、読みの深

さだけでなく文章力も養うツールにもなるだろう。 


