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平成29年度認定病理検査技師制度指定講習会(日臨

技主催）が名古屋市立大学滝子（山の畑）キャンパス

経済学部３号館で７月８日（土）～９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

師制度受験のために必須の講習会であり、今回で４回

目です。例年この時期に開催されていますが、名古屋

での開催は初めてでした。参加は北は北海道から南は

沖縄県まで38都道府県、181名の参加となりました。 

講習会は２日間で15コマ、670分に及び、講習内容

も病理解剖・病理業務に必要な法的知識・危機管理・

作業環境・ISO15189・コンパニオン診断・標本作製に

関する必要な知識と技能・組織の切り出し・細胞診検

体処理・術中迅速標本作製・精度管理・遺伝子検査の

基礎、そして、遠隔医療とかなり幅の広い内容となっ

ており、受験に必要なカリキュラム（次ページ参照）

をほぼ網羅していまます。 

 講師陣も、その道の第一人者が集結。病理学会よ

り白石泰三先生、佐々木毅先生、畑中豊先生、森井英

一先生、羽場礼司先生を講師にお迎えし、当会からは

磯崎勝技師、根本誠一技師、清水秀樹技師、白波瀬浩

幸技師、坂根潤一技師、松永徹技師、山下和也技師、

東学技師が担当しました。各先生方はご多忙の中、認

定病理検査技師制度設立の趣意をご理解下さり、それ

平成29年度 

講義中の様子： 

受講者の皆さんは熱心に耳を傾けておられました 

ぞれ熱のこもった講義をいただきました。その貴重な

内容に、受講生たちは真剣に聴き入っていました。非

常に詳細な資料を交えながらの講義であり、今後の仕

事、人生に深く活かせる内容でした。 

意見交換会にも多くの受講生が参加し、地域の枠を

超えて新たな交流を深めることができました。今後の

認定病理検査技師としての活動のための礎となること

と思います。 

受講生の年齢層も若返りが目立ち、今後の制度その

ものの方向性と実効性が問われてきていると感じま

す。第１回目の更新を控え、次のステップへのアドバ

ンスコースの設立も視野に入れて研修会WGで検討を開

始したところです。 

「認定病理検査技師」という名称は、第65および68

回がん対策推進協議会や厚労委員会などでも取り上げ

られており、社会的認知度も高くなってきました。注

目度が上がることは大変喜ばしいことではあります

が、それに伴い義務とリスクを背負わねばなりませ

ん。今回、当講習会を受講し、認定技師を目指してい

る受講生には、認定病理検査技師設立の趣意は十分に

伝わったことと思います。今後を担っていく若き世代

に大きな期待を寄せるところです。 
 

担当執行理事 滝野 寿 

受講者には講習会終了後に修了証が手渡されま

した 
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長友 忠相（大阪大学医学部附属病院） 

今回、認定病理検査技師指定講習会を受講しました。 

２日間、朝から夕方までびっしりと講義予定が組まれており

ハードスケジュールで、久しぶりの長丁場の講義を乗り切れる

か心配でしたが、あっという間の２日間でした。というのも普

段のルーチン業務に関わることばかりで興味津々だったため、

とても有意義な時間を過ごすことができたからだと思います。 

 その中でも印象的だったのは、ISO15189についての講義でし

た。当 院 の 医 療 技 術 部（病 理 部 を 含 む）は、一 昨 年 に

ISO15189:2012の認定審査を受け、無事に認定取得することがで

きましたが、その際に大変な苦労がありました。それは試薬管

理や検査手順の文書化や記録類など、要求事項を網羅すること

で品質マネジメントシステムを確立し、PDCAサイクルを活用し

ていくことを、忙しい日々の業務の中で行っていくことです。

正直「審査を受けるために」という気持ちがありましたが、２

日間の講習会で病理認定技師にとっても必要な知識であること

を再認識させられました。今後も作業環境や試薬管理、精度管

理、リスクマネジメントなどさまざまな知識を習得し続け、維

持管理していくことが重要であると感じました。 

また、最近の話題として、コンパニオン診断対象項目がどん

どん増え、病理検査でもゲノムに関わる知識が必要となってい

ます。日々新しい項目が増え、検体の取り扱いや適応疾患・病

期、診療報酬など、知識を深めないといけないことが沢山ある

ことは感じていましたが、遺伝子検査に関する知識が今後、病

理検査をする上でとても重要になってくるということを再認識

しました。これまでの病理検査の知識のみでは日々の仕事をこ

なすことができない日がいつか来ると感じたので、このことを

後進に伝え、当検査室でもコンパニオン診断に関わる知識を全

員が習得できる環境を整えていかなければならないと考えるよ

い機会になりました。 

懇親会にも参加させていただき、遠方の方々などたくさんの

方と交流することができ、短い時間ではありましたが有意義な

時間を過ごすことができました。 

秋の認定病理検査技師試験までの残り４ヶ月間しっかりと講

習会で学んだことを身につけ合格できるように頑張りたいと思

います。 

清水 知浩（北海道大学病院） 
 ７月８日と９日の２日

間に渡り、名古屋市立大

学滝子キャンパスで開催

された第４回認定病理検

査技師制度指定講習会に

参加させて頂きました。

顔をしかめたくなるよう

な気温の中、会場に到着

し、受付に辿りつくと、

役員の方から「北海道か

らご苦労 様、頑張って

ね」という優しいお言葉

を頂きました。講義室に入ると、自分と同年代とみられる方か

らベテラン技師と思われる方まで非常に幅広い年代の方々が集

まっていました。 

 １日目は『認定病理検査技師に必要なマネージメント』、２

日目は『病理検査技術に求められる知識、技能を高める』とい

うテーマのもと、総勢15名の講師の皆様が、猛暑にも負けない

熱の入った講演を行って下さいました。当初はスケジュールを

みて、「朝から夕方まで、集中力を維持出来るだろうか」と不

安もありましたが、いざ聴講すると、病理業務に携わる臨床検

査技師として必須の技術、知識から、職場環境改善や、精度管

理をはじめとしたマネージメント業務に関するものまで、どな

たの講演も非常にわかりやすく、また、引き込まれる内容であ

り、驚くほど早く時間が過ぎていきました。特にマネージメン

トに関する講演では、日々の業務の中でなかなか得られない情

報を豊富にご紹介いただき、大変勉強になりました。 

 １日目の講習終了後には情報交換会も開催され、私自身も参

加させて頂きました。最初は緊張してしまいましたが、お酒の

力も借り、全国の方々と、お互いの職場から趣味の話までたっ

ぷりと意見交換を行い、交流を深めることができました。 

今後、11月末に開催される認定試験に合格し、この講習会で

学んだことを活かして、現場で働くからこそ気づけることを提

言できるよう、自身を磨いていきたいです。最後に、ご多忙の

中、運営に携わって下さった役員の皆様、ご講演頂きました講

師の皆様に厚く御礼申し上げます。 

【基礎：病理業務に関する知識・技能 】 
１．病理業務に関連する医師法、死体解剖保存法等 

の法律及び制度を説明できる。病理業務に関連する 

診療報酬を説明できる。 

２．病理業務に関する医療廃棄物（感染性廃棄物） 

の廃掃法に沿った管理ができる。その他、危険物の 

消防法、毒劇物の毒劇法、労働安全衛生法、水質汚 

濁防止法等に沿った管理ができる。 

３．病理業務の資料を管理し、保存できる。 

４．病理業務で得られた人体材料を研究に用いる際 

の手続きを説明できる。 

５．人体の構造と機能について理解している。 

６．人体の病態の概要と、それに伴う組織所見を中心

とした形態学的異常について理解している。 

７．病態の理解に必要な画像診断に関する基本的知

識。 

８．癌取扱い規約等に基づいた手術材料の切り出しの

重要性を理解し説明できる。 

９．検体の適切な取り扱いに必要な治療や手術に関 

する基本的な知識を理解している。 

10．個人情報の取り扱いに関する基本的事項を理解し

ている。 

11．インシデントやアクシデントに対して適正に分 

析をおこない、解決策を講ずるために必要な事項を 

理解している。 

【技術：病理組織標本作製に関する知識】 
１．FFPE 及び凍結標本作製技術について、その特徴 

や技術的注意点を説明できる。 

２．免疫染色及び特殊染色の原理を説明できる。 

３．免疫染色及び特殊染色の精度管理を行うことがで

きる。 

４．電子顕微鏡標本の作製工程を説明できる。 

５．分子病理学的検索の原理を説明できる。 

６．病理診断に必要な臨床的事項及び検査値を把握し

説明できる。 

７．画像診断及び肉眼所見に関する説明ができる。 

【技能：必要な技能】 
１．病理解剖を介助できる。 

２．病理解剖において、執刀者並びに解剖に関わる 

スタッフの安全管理ができる。 

３．病理解剖及び手術等で摘出された臓器・組織検 

体を適切に写真撮影することができる。 

４．病理解剖及び手術中に提出された感染の恐れの 

ある検体について、業務にたずさわる全員の安全に 

配慮し、感染の危険性を排除し対応策を講じることが

できる。 

５．適正な FFPE 標本の作製を実施できる。 

６．必要に応じて捺印・擦過などの細胞採取を実施

し、細胞診標本を作製できる。 

７．特殊染色及び免疫染色を実施できる。 

８．術中迅速組織診断において凍結標本等の適正な 

標本作製ができる。 

９．診断に不適とされる不良標本の原因を追求し修正

できる。 

10．病理業務全般におけるバイオハザード対策を実 

行できる。 

11．テレパソロジー、バーチャルスライド等の機器 

を適正に操作することができる。 

12．病理検査室で取り扱われる染色液等の試薬及び 

毒物・劇物等の適正な管理ができる。 

13.医療安全、労働安全に基づく病理業務のリスクア

セスメント、PDCA サイクルを効率よく行い、問題解

決や診断精度の向上を行うことができる。 

【マネージメント：求められる態度】 
１．病理診断、病理解剖において、病理医及び臨床 

医と適切に対応できる。 

２．学生、臨床研修医及び病理専門医初期研修医等 

に病理技術の説明ができる。 

３．病理技術の精度管理について積極的に関与する。 

４．CPC(臨床－病理検討会)や臨床医とのカンファレ

ンスに積極的に参加する。 

５．学会、研修会、セミナーに積極的に参加する。 

６．病理業務の社会的貢献に積極的に関与する。 

７．後進の指導・育成にあたる。 

８．症例カンファレンス等に積極的に参加して、作製

した標本等が適切であったか判断し、次回に応用でき

る。 

９．病理診断に関する最終責任は病理医にあり、病 

理診断に関わる全ての業務は病理医（専門病理医又 

は病理専門医）の指導の下に行われることを理解し、

実践できる。 

10.認定技師間で密接に情報を共有し病理標本作製の

標準化を推進する。 

受付の様子：早い時間の開始にも関わら

ず遠方からも多く皆様にご参加いただき

ました 
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【医療人・職業人スキル】 

 組織管理 教材コンテンツのご紹介  

 日臨技eラーニング 第７回 

 バリューレゾリューションTMでご用意する「組織管理」のプログラムでは、医療機関を構成する検査室、課、科などの組織

単位を理解し、組織として参加する意思決定や活動する上で必要となる情報の収集、問題解決や意思決定の方法につい

て学びます。また、「チーム医療」などのプロジェクト・チームの一員として必要となるコミュニケーションスキルを習得し、新

たな知識の獲得や共有を実現し、組織やプロジェクトを活性化するためのリーダーシップやモチベーションを高めるための

ヒューマンスキルを学びます。以下の学修コンテンツをご用意しています。 

 また、専門分野から東京大学医学部附属病院 感染制御部 佐藤 智明 先生に「日当直時における微生物検査」をご

紹介していただきます。 

①組織マネジメント 

・組織マネジメント 

②チーム医療(役割) 

・チーム医療における臨床検査技師の役割 

③チーム医療(人的資源) 

・チーム医療を実現する適材適所の人的資源管理 

・人事フローのマネジメント 

・人的育成計画 

・部下の育成 

・後継者の育成 

④チーム医療（リーダーシップ） 

・チーム医療を実現するリーダーシップ 

・リーダーシップ 

・リーダーシップとマネジメント 

⑤チーム医療（コミュニケーション） 

・コミュニケーションスキル 

・コーチングスキル 

・質問力の向上 

・効果的なプレゼンテーション 

⑥チーム医療（問題解決力） 

・チーム医療を実現する問題解決力 

・プロジェクトマネジメント 

・コンフリクトマネジメント 

・ネゴシエーション 

・実践スキルの強化とキャリアの達成に向けて 

組織管理 

教材コンテンツ 
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（編集後記）最近、世の「オジサン」と称される人はいつも怒っている。というイメージが定着しつつある。私もその

正会員の一人である。例えば「近頃の若い者は・・」とかのあれである。この怒り？イライラ？には自分が老いて行く不

安も内包されているのではないか？と思う。よって、ほとんどがオジサンからの言いがかりのようなものである。ここで

世のオジサンに提案がある。ちょっとした怒り、イライラは最初の６秒間を何でもいいので違う事を考え、紛らわせば軽

減できる。そうである。頭の中で「俺はイケメン。俺はイケメン。」とイラッとした時にオジサンたちはこの呪文を唱え

るようにしようではないか。でも注意しなければならないのは、決して声に出して言わないことである。ただただ己を知

らない人と思われてしまいます。                                   【土居】 

【日当直時における微生物検査 】 

東京大学医学部附属病院 

感染制御部 佐藤 智明 

微生物検査は感染症の診断・治療に不可

欠な検査であり、時には感染制御活動にお

いても重要な情報となります。感染症を疑った場合、

医師は最初に問診や身体所見などから感染臓器を推定

し、次に原因微生物を特定するために適切な微生物検

査を依頼します。原因微生物が判明することで感染症

の診断が確定し、使用抗菌薬の選択などの治療方針も

決定されます。緊急検査項目として時間外に実施され

ている検査は、グラム染色、抗酸菌染色、迅速抗原検

出検査（POCT）などであり、加えて、微生物検査検体

の保管を行っている施設が多いと思います。 

【グラム染色】 

グラム染色は操作も簡

単で20～30分で報告が可

能な検査です。そして菌

種推定が可能な場合があ

り、臨床に有用な多くの

情報が得られる検査でも

あります。しかし、菌種

推定は技師の熟練度に左

右されるため、多くの標本観察を経験することが必

要です。普段細菌検査を担当していない場合、無理

に菌種推定は行わず、グラム染色性（陽性か陰性

か）と形態（球菌か桿菌か）を報告するだけでも臨

床に有用な情報となります。 

【抗酸菌染色】 

抗酸菌染色は短時間ででき、簡単であることが利点

として挙げられます。逆に欠点としては菌量が少ない

と見つけられない場合がある、熟練度により精度が大

きく異なる、結核菌か非結核性抗酸菌かの区別ができ

ないことがある、などが挙げられます。また、抗酸菌

は結核菌を含みますので、自分の身を守るためにN95マ

スクなど、適切なPPEを着用し、安全キャビネット内で

操作をすることが重要です。 

【迅速抗原検出検査】 

現在、多くの感染症原因微生物がイムノクロマトグ

ラフ法を利用した迅速抗原検出検査で検査が実施でき

るようになりました。検査手技は非常に簡単ですが、

適切な検査材料を使用すること、結果を正確に判定す

ることが重要です。 

 

【検体保管】 

微生物検査、特に培養検査は検体の質に結果が大き

く左右される検査です。時間外は培養検査検体を緊急

検査室で保管している施設が多いと思いますが、適切

な条件で保管しておくことが重要です。 
 

微生物検査も検査項目によっては緊急検査項目とな

りうることを理解し、緊急検査を担当する臨床検査技

師は微生物検査についても必要な知識と技術を身に着

けることが理想です。本ｅラーニングがこれらの一助

になることを期待します。 

抗酸菌染色の代表的なもの 

グラム染色（ハッカー変法）の手順 


