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横地常広 

P1～P2 平成30年度日臨技臨床検査精度管理調査総合報告会を終えて 

P3 「糖尿病療養指導における臨床検査技師の活躍のために」開催報告 

P4 “Biomedical Laboratory Science Day”（世界検査医学デー）のご案内 

P5 医学検査特集J-Stage（Web版）についてのお知らせ 
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医療法等の一部改正法施行後（平成30年12月１日）

初となる日臨技臨床検査精度管理調査報告会を、TFT

ホール1000（東京都江東区有明）で行いました。日本

全国より656名（平成28年度は561名、平成29年度は

674名）の参加があり、最後まで活発な討議がなされ

ました。例年、日本医師会精度管理調査報告会の開催

翌日に当会の報告会を開催してきましたが、今回は連

続しなかったにも関わらず、多くの会員の参加を得る

ことができました。 

開会後の会長挨拶では、法改正

を含めて最近の社会情勢の動向に

も触れながら、臨床検査における

品質保証の重要性について講和が

ありました。その後、精度保証担

当の小生が「Post 医療法改正そ

して精度管理・標準化の方向性」

と題して、医療法改正に合わせ当

会が当面の対応策として実施し

た対処策、臨床検査における品

質確保、精度保証施設認証のグレードアップ方針、共

用基準範囲採用啓発についてお話しました。その後、

各部門より解析結果について報告がありました。部門

報告は３部構成とし、分野当たりの持ち時間に制限が

あり、特に問題のあった事項について的を絞った解説

となりました。それぞれに総合討論の時間を設けて会

場より質問・意見を求めました。 

以下に各部門の報告の概要を紹介します。 
 

臨床化学は、項目別の測定値変動係数は例年とほぼ

同様の傾向であったが、一部の項目で、測定法や試薬

ごとでのバラツキが認められ、試料由来の可能性が示

唆されたため、方法別評価や、試薬別評価として対応

した。また、ABCD評価の各割合は、例年と同様な結果

挨拶に立つ宮島会長 

となった。直接（抱合型）ビリルビンは昨年と同様に

評価対象外とした。（汐谷） 
 

免疫血清は、リウマトイド因子では採用試薬状況に

よって主要試薬が３種類（ラテックス比濁法、免疫比

濁法、ラテックス比ろう法）あり、試料によっては、

試薬内平均CVで8.1％、試薬間CVが20％を示した。

2011年にリウマトイド因子標準化のガイドライン 

（日本臨床検査標準化協議会）が認証され、「健常人

での陽性率が5%となる値、15 IU/mLをカットオフ値と

して各社で統一し、その３倍値（45 IU/mL）までの測

定値を近似させる新しい標準化の方法」が提案されて

いるなか、より一層の標準化が望まれる結果であっ

た。（久保） 
 

血液は、血算部門では例年通り収束したデータが得

られ、特に赤血球関連項目に関しては、同一装置内で

十分な収束が見られた。凝固部門ではプロトロンビン

時間ではISI（国際感度指数）が1.0 に近い試薬の採

用、フィブリノゲンでは標準血漿の表示値のメーカー

間差の是正が望まれている。装置や試薬との相性も検

討が必要と述べた。血液形態部門では、本年度より骨

髄検査の設問も評価対象とした。末梢血、骨髄とも

に、正解率90％以上の良好な結果であった。討論の中

ではABCD評価SDI評価を行っているが、結果が収束し

ている項目については、評価がAまたはBが得られてい

たとしても、SDI評価が外れることがある。参加施設

にとっては、この齟齬について腑に落ちないといった

意見も多くでた。今後、SDI評価の運用について検討

課題としていくことが示された。（池田） 
 

一般は、フォトサーベイでは尿路上皮細胞に類似し

た洋ナシ・紡錘型の尿細管上皮細胞と、多彩な形態を

示す白血球において低い正解率を示した。尿定性で



多くの会員、参加施設担当者の皆様に出席いただきました 

は蛋白、糖、潜血の３項目を実施したが、例年通り良

好な結果が得られた。便ヒトヘモグロビン検査では、

定性においては、D評価となった施設は６施設（機器

判定で０施設、目視判定で６施設）と良好な結果で

あった。定量においては例年並みのバラツキが認めら

れた。（米山） 
 

微生物は、同定で１問が評価対象外となったが、そ

れ以外、概ね良好な結果であった。塗抹検査の正解率

はやや低値であった。American Type Culture Col-

lection(ATCC)株 および  National  Collection  of 

Type Cultures (NCTC)株の記載菌種が変更となり、

当初出題予定していた菌種と異なることが判明した。

来年度は、事前チェックをすることとした。質量分析

や遺伝子検査の発達により、微生物検査も大きな転換

期を迎えている。しかし、古典的な検査もまだまだ重

要であることを、精度管理を通して啓発していく予定

である。（中村） 
 

生理部門では、心電図検査は概ね良好な成績であっ

た。設問は虚血とその他の要因による心電図変化の区

別、副伝導経路、ペースメーカ、虚血性ST低下形状の

パターン、心房性の不整脈、致死的不整脈、見逃しや

すい所見、心電図から判断する手技的な問題をテーマ

に作成している。超音波検査ではガイドラインを用い

て心機能を評価する設問で、低めの正答率があった。

神経生理検査は脳波問題が４問、神経伝導検査・大脳

誘発検査を１問出題した。設問20では適切な選択肢が

存在せず、その他の設問は日常検査において比較的多

く遭遇することもあり、良好な結果を得た。呼吸機能

検査の結果からは、『呼吸機能検査ガイドライン』の

内容が周知されてきていることが伺えた。また、今回

は、血液ガスに関する設問を出題した。アーチファク

トの設問、データと疾患の関係について考える問題で

ある。終夜睡眠ポリソムノグラフ検査（PSG）検査に

関する設問では、多くの施設の参加が得られた。聴力

検査に関する問題は正解率は49.8％と低い結果であり

評価対象外とした。マスキングに対する知識は重要で

あり、今後も出題を継続するとしている。（坂下） 
 

輸血では、今年度も評価基準を、『赤血球型検査

（赤血球系検査）ガイドライン（改訂２版）』に準拠

した。ABO血液型、RhD血液型で99%以上の正解率で

あった。オモテ・ウラ検査の両検査をしないで判定し

ている施設もあった。また、RhD血液型でRhコント

ロールを使用していないD陰性確認試験を実施してい

ない施設もあった。まだ、Web入力項目で検体取り違

えや誤入力と思われるものもあり注意を喚起した。

（三浦） 

病理は評価対象問題の平均回答正解率は95.8％と良

好な成績を得ることができた。特に設問９および参考

設問に関するご意見を多くいただき、その都度、丁寧

に対応してきた。参加施設の規模や機能、病理検査業

務においても多様性があり、今後は出題範囲や内容に

ついても慎重に対応していくこととした。会場より、

設問９の出題意図について意見があった。 （石田） 
 

細胞では、ほぼ全ての設問において正解率が90％を

超えており、多くの施設で精度管理向上のための努力

がなされていることが示唆された。今後もこの高い精

度を維持することが重要と考えていると述べた。（遠

藤） 
 

遺伝子は、参加施設が過去最多（347施設）とな

り、測定法はTaqMan法が最も多く、LAMP法、TRCReady

法、Xpert法など迅速性に優れた機器での参加も増加

している。なお、全施設が核酸抽出試薬にキット専用

試薬を用いていた。今回の調査結果は、正解率100％

であり良好であった。また、遺伝子精度管理調査の方

向性を見極める目的で実施したアンケート調査につい

ての解説を行った。（中桐） 
 

昨年12月に施行された法改正後、はじめて実施され

た報告会であった。特に会場からの質問や意見では、

日常の内部精度管理および外部精度管理調査に対する

意見や、要望が多く寄せられた。当会としては、こう

いった意見や疑問を真摯に受け止めて、次につなげて

いかなくてはならないと考えている。また、当日の

ディスカッションの内容や、それに対する当会からの

メッセージは、当日限りとしてはもったいないという

意見も寄せられた。今後は、この報告会の実施形態も

含めて有効かつ利便性も含めて検討していくこととな

る。今後、報告会自体もインターネットライブ配信な

どの方法によって、広く情報発信していくことも検討

していきたい。  

専務理事 滝野 寿 
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平成30年度職能拡大推進事業 

 平成31年３月３日（日）日臨技会館において平成30

年度職能拡大推進事業「糖尿病療養指導における臨床

検査技師の活躍のために」と題して研修会を開催しま

した。 

 日本糖尿病療養指導士（CDEJ）は糖尿病治療に最も

大切な自己管理療養を患者に指導する医療スタッフで

あり、この資格は一定の経験を有し試験に合格した看

護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法

士に与えられます。CDEJに認定されることは糖尿病の

臨床における生活指導のエキスパートであることを意

味します。今回はこの糖尿病療養指導の活動の中で臨

床検査技師がどのような役割を担い、求められている

かを中心に、これからこの資格を目指している技師へ

の基礎教育を目的としました。 

 招聘講演では「臨床検査技師に日本糖尿病療養指導

士として望むこと」と題して寺内康夫 日本糖尿病療

養指導士認定機構理事長に講演いただきました。講演

１は「臨床検査技師だからこそできる療養支援の魅

力」と題して中川裕美技師（倉敷リバーサイド病

院）、講演２は「糖尿病教室での臨床検査技師の役割

と成果」と題して夏目久美子技師（岡崎市民病院）よ

り講演いただきました。最後に「糖尿病療養指導での

多種職連携チ－ムと臨床検査技師の役割を考える」を

テーマに、進行役の油野友二技師（北陸大学医療保健

学部）、ファシリテーターに小関紀之技師（獨協医科

大学越谷病院）、近藤裕子技師（東京都済生会中央病

院）、武田裕子技師 (東京都済生会中央病院)、中川

裕美技師（倉敷リバーサイド病院）、夏目久美子技師

（岡崎市民病院）らによるアクティブ・ラーニングを

行いました。 

 演者の皆様方の熱い講演に参加者は真剣なまなざし

で聞き入り、アクティブ・ラーニングでは活発な討議

がなされていました。この職能拡大推進事業は今後、

様々な団体の認定資格について紹介する研修会を開催

していく予定です。是非ご期待いただきたいと思いま

す。  

（担当理事 橘内 健一 ） 

写真上：アクティブ・ラーニングにご協力いただいた皆さん 

前列左から：油野技師、武田技師 

後列左から：小関技師、近藤技師、中川技師、夏目技師 
 

写真下：寺内康夫理事長による招聘講演の様子 

 羽田 幸加 

（株式会社LSIメディエンス 川越ラボラトリー） 

 私の勤務先は登録衛生検査所であるため、臨床の第

一線で活躍なさっている先生方のお話を聞くことがで

きる良い機会と思い受講させていただきました。 

 講義内容は臨床検査技師の立場における糖尿病患者

さんへの関わり方や日本糖尿病療法指導士の在り方で

あり、現場経験が乏しい私にも大変わかりやすい内容

でとてもためになりました。午後はジグソー法という

方法で、１人１人にテーマを設け、他グループの同

テーマの方と文献を参考にしながら論議した後、元の

グループに戻って自身のテーマの検討結果を報告し、

グループでの臨床検査技師の役割を再び検討するとい

うもので、各病院の方々の意見もたくさん聞けて大変

勉強になりました。 

 私の勤務先では患者さんと接する機会はほとんどあ

りませんが、臨床検査技師としての研鑽を怠らずに、

検体の背景には患者さんがいることを考えながら業務

に従事することが重要だと改めて知ることができる研

修会でした。日臨技役員・講師の先生方、ありがとう

ございました。 

神前 雅彦（兵庫医科大学病院） 

病棟検査技師として、糖尿病患者さんを相手にする

機会が多い私は“糖尿病療養指導”という言葉にすぐ

飛びついてセミナー受講を決めました。 

セミナー前半の講演では、実際に糖尿病療養指導に

携わっている先生方のお話を伺うことができました。

その中で、療養指導における臨床検査技師の役割につ

いて理解するとともに、その立場の弱さを痛感しまし

た。一方で、臨床検査技師だからこそできることもあ

るということもわかり、今後の活動への励みになりま

した。セミナー後半では、「多職種連携チームに評価

される臨床検査技師の専門性とは何か」という課題に

ついて討論しました。ジグソー法という手法を用いた

グループワークでしたが、それぞれが役割を果たして

一つの課題に取り組む手法は糖尿病療養指導、ひいて

はチーム医療そのものに近い手法だと感じ、疑似的に

チーム医療が実践できたような気持ちになりました。

今後も同様なセミナーがあれば参加したいと思いまし

た。ありがとうございました。 
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＝ International Federation of Biomedical Laboratory Science ＝ 

＝ (IFBLS)からのお知らせ ＝ 

“Biomedical Laboratory Science Day” 

（世界検査医学デー）のご案内 

４月15日は“Biomedical Laboratory Science Day

（BLS day）”です。 

 JAMTで毎年行っている全国「検査と健康展」が同

様な行事であるといえましょう。 

 BSL dayの目的は国際的に臨床検査技師がhealth 

careを提供するための役割についてその意識を高め

ることです。 

 IFBLSは、1996年にノルウェーのオスロで開催され

た世界会議でBLS Dayを設立しました。 

毎年、加盟国ではその年のテーマに沿った各種の

イベントが開催され、その内容はIFBLSの事務局へ報

告されています。 

毎年のテーマは、IFBLSの理事会で健康問題に関連

した内容が選択され、国際連合(US)と世界保健機構

（WHO）と連携が可能な目標を支援します。このテー

マは２年間使用されます。 

 今年から２年間のテーマは Non Communicable 

Diseases(NCD): The role of Biomedical Laborato-

ry  Scientists  in  Detection,  Screening  and 

Treatmentです。 

 WHOでは不健康な食事や運動不足、喫煙、過度の飲

酒などの原因が共通した疾患で、生活習慣を改善す

ることにより予防が可能となるこれら疾患をまとめ

て「非感染性疾患（NCD）」として位置づけていま

す。狭義ではがん、糖尿病、循環器疾患、呼吸器疾

患が含まれます（これに精神疾患や外傷を加えると

いう意見もありますが、正式な合意はありませ

ん）。2013年５月にはWHOによって国際的なNCDの目

標と指標を含む枠組みである「NCDの予防と管理に関

するグローバル戦略の2013年～2020年行動計画」が

策定されました。この行動計画は、４つのNCDs（循

環器疾患・がん・糖尿病・慢性呼吸器疾患）および

４つの行動リスク要因（煙草・不健康な食生活・運

動不足・過度の飲酒）を取り上げています。 

 日本での関連する政策としては21世紀における国

民健康づくり運動（健康日本21）や地域医療計画な

どがあります。 

今回のBLS DAY ポスター  

 IFBLS Board Member（日臨技執行理事）片山 博徳 

 みなさまも是非、IFBLSのホームページでポスター

や今までのテーマやBSL dayについてのガイドライン

をご覧ください。 
 

http://www.ifbls.org/index.php/about-ifbls/

international-biomedical-laboratory-science-day  
 

http://www.ifbls.org/index.php/about-ifbls/international-biomedical-laboratory-science-day
http://www.ifbls.org/index.php/about-ifbls/international-biomedical-laboratory-science-day
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（編集後記）桜の季節となりました。３月末日、理事会で上京しました。姫路はまだ桜は２分咲きでしたが、東京

は満開でした。桜は１年をかけて、２週間ほど、素晴らしい花を見せて楽しませてくれます。当院も、２年近くに

わたりISO取得の準備をして申請を行い、予備審査、本審査に向けてスタッフ全員が昼夜頑張っております。ISOは

皆さまもご存じのように、取得してからが始まりです。桜の開花時期も地域や品種によって違います、施設のおか

れた立場、規模等様々ですが、桜の花のよう、毎年素晴らしい花が開くように日頃からの準備を怠らないよう、私

達も心がけましょう。                                     （綿貫） 

医学検査2017J-Stage-2号 

尿沈渣特集 
第１部 

 日本臨床検査標準協議会 尿沈渣検査 

 法指針提案の目指すもの 

第２部 

 尿沈渣検査 

第３部 

 尿沈渣アトラス 

巻頭言 

神経心理学的検査／画像検査／検体検査 

／脳波検査／超音波検査／その他の検査 

認知症予防のための検査特集 

医学検査特集J－Stage はオンデマンド印刷を行い、購入希望者へ有料頒布しています。 

医学検査特集J-Stage（Web版）は 
頒布価格3,600円 で購入できます！ 送料 

別途 

医学検査2017J-Stage-１号 

※Web版は無料で閲覧・ダウンロードが可能です 

全国学会・支部学会の書籍販売コーナーで購入できます（送料がかかりま

せん）。 

購入方法① 
会 員 専 用サ イト 内 の「行事 番 号（尿沈渣 190000932 認知 症 予 防

190000965）」で事前参加登録を行ってください（行事番号は2019年度

用）。その後メール案内に従い振込いただくと指定場所へ郵送されます。 

購入方法② 

     いますぐアクセス 

※Web版は無料で閲覧・ダウンロードが可能です 

     いますぐアクセス 


