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深澤恵治 

P1～P2 新たな時代の幕開け！検体検査の精度の確保等についての改正省令 平成30年12月１日施行 

P2～P4 平成30年度認定病理検査技師制度指定講習会・特定講習会開催報告 
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医療法等の一部を改正する法律（平成29年法律第57

号、以下「改正法」という）の一部の規定が平成30年

12月１日に施行されることに伴い、医療法等の一部を

改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令

の整備に関する省令（平成30年厚生労働省令第93号、

以下「改正省令」という。）が同年７月27日に公布さ

れ、同年12月１日より施行されることとなった。 

法改正のPoint！ 
 

★医療機関が自ら実施する検体検査について、品質・

精度管理に係る基準を定めるための根拠規定を新

設する。（医療法の改正）  

★これに合わせてブランチラボや衛生検査所に業務委

託される検体検査について、精度管理に係る行政指

導等の実効性を担保するため、品質・精度管理に係

る基準を省令で定める旨を明確化する。（医療法・

臨床検査技師等に関する法律の改正） 

★検査分類の新たな検査技術に対する精度管理や安全

性等について柔軟かつ迅速に対応することができる

よう、検体検査の分類を省令委任とし、分類に遺伝

子関連検査を追加するなどの見直しを行う。（定義

規定の見直し：臨床検査技師等に関する法律の改

正） 

※ 

法改正の後、厚労省の検討会での議論を踏まえ、遺

伝子関連・染色体検査を含む検体検査の具体的な精度

の確保について医療法施行規則、臨床検査技師等に関

する法律施行規則に明示された。正確な理解のために

厚労省HP、日臨技HP等より改正省令ならびに厚労省医

政局長通知（医政発0810第1号）を精読のうえ、各検

査室の体制整備を進めて頂きたい。 

改正省令のPoint！ 
 

医療機関等が自ら検体検査を実施する場合における 

精度の確保のために設けるべき基準 

(歯科医療機関、助産所に対しても適用) 

1.精度の確保に係る責任者の配置（医師または臨床検

査技師）  

※歯科医療機関の場合、歯科医師または臨床検査技師。

助産所の場合、助産師。 
 

2.精度の確保に係る各種標準作業書・日誌等の作成 

＜各種標準作業書＞  

・検査機器保守管理標準作業書 

・測定標準作業書 

＜各種作業日誌・台帳＞  

・試薬管理台帳  

・検査機器保守管理作業日誌  

・測定作業日誌  

・統計学的精度管理台帳（内部精度管理を実施した場合） 

・外部精度管理台帳（外部精度管理調査を受検した場合） 
 

3.検体検査の精度の確保のために努めるべき事項  

・内部精度管理の実施  

・外部精度管理調査の受検  

・適切な研修の実施  
 

遺伝子関連検査・染色体検査精度の確保のために 

設けるべき基準 

1.遺伝子関連検査・染色体検査の責任者の配置 

※原則、業務経験を有する医師または臨床検査技師。た

だし、専門性・経験を勘案して他の職種の者が責任者

になることを妨げない。 
 

2.内部精度管理の実施、適切な研修の実施義務 
 

3.外部精度管理調査の受検（代替方法（施設間におけ

る検査結果の相互確認）に係る努力義務） 
 

4.その他、検査施設の第三者認定を取得をすること

（ISO 15189の取得）を当面、勧奨する。 

渉外部門担当 常務理事 丸田 秀夫 



認定病理検査技師の受験予定者を対象とする指定講習会が７月７日（土）・８日（日）に、すでに認定病理

検査技師資格を取得している方を対象とした資格更新に必要な特定講習会が８月４日（土）・５日（日）

に、それぞれ開催されました。 

平成30年度認定病理検査技師制度指定講習会

（日臨技主催）が、東京都千代田区ベルサール神

保町アネックス １Ｆホールで７月７日（土）・

８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５回目です。参加者は、北

は北海道から南は沖縄まで269名の参加となりまし

た。 

 講習会は２日間で15コマ710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・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・

コンパニオン診断・遺伝子検査の基礎・術中迅速

標本作製・危機管理・ISO 15189・薄切から染色ま

でに必要な知識と技能・組織の切出し、そして認

定病理検査技師制度の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

で活躍されている先生方で、病理学会より佐々木

毅医師、白石泰三医師、羽場礼司医師、畑中豊

氏、森井英一医師をお迎えし、また当会からは坂

根潤一技師、松永徹技師、東学技師、塚本龍子技

◇ 指 定 講 習 会 報 告 ◇ 
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業務委託における検体検査の精度の確保のために 

追加して備えるべき書類 

＜標準作業書等＞ 

・外部委託標準作業書 

・精度管理標準作業書 

・検体処理標準作業書 

・情処理標準作業書 

・検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書 

・苦情処理標準作業書 

・教育研修・技能評価標準作業書 
 

＜日誌及び台帳＞ 

・温度・設備管理台帳 

・検体保管・返却・廃棄処理台帳 

・検査依頼情報・検査結果情報台帳 

・教育研修・技能評価記録台帳 

検体検査の分類の見直し 

※次号に今回の改正に対する日臨技としての対応を掲

載予定です。 

師、山下和也技師、滝野寿技師、古屋周一郎技

師、根本誠一技師、白波瀬浩幸技師、磯崎勝技師

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」「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ています。講師陣

はこの趣意を理解し、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。受講生にも講習会の趣旨は十分理解できた

ものと確信しております。講義終了後、宮島会長

の講和および修了証授与式で閉会しました。 

 受講生の年齢層も若返りが目立ちました。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。 

担当理事 喜納 勝成 
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篠原 令子（東京警察病院）  

 平成30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。西日本豪雨災害で参

加できない方がちらほら見られましたが、自分よ

り若い世代の方からベテラン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。総勢

15名の講師の皆様が、２日間に渡り熱の入った講

演を行って下さいました。当初はハードなスケ

ジュールで集中力を維持できるだろうかと不安で

したが聴講すると、病理業務に関わる必須の技

術・知識から、作業環境や、精度管理、リスクマ

ネジメントをはじめとしたマネージメント業務に

関するものまで、どの講演も非常に分かり易く引

き込まれる内容で、驚くほど早く時間が過ぎてい

きました。特にゲノム診断については日々の業務

では得られない知識を得られて大変勉強になりま

した。 

 今後、11月末に開催される認定試験に合格し、

この講習会で得た知識を現場で生かせるように自

己研鑽をしていきたいです。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。 

前川 秀樹（福井大学医学部附属病院）  

今回、交通機関の運休等もあり参加が危ぶまれ

ましたが、今回で５回目となる講習会に無事参加

することができました。受講者の年齢層は幅広

く、若い方の参加も多くみうけられました。 

講師の先生方には限られた時間の中で、日常業

務に求められる標本作製に必要な技術や知識に加

えて病理業務に関するマネージメント等、幅広い

内容で分かり易く講演していただきました。普段

聞けなかったことや疑問に思っていたことが大変

興味深く聴講でき、感謝しております。 

今回講義の中で「技術は運用が不適切なら無意

味、優れた運用は標本品質が不適切なら無意味」

との話がありました。当然ながら、適切な技術や

知識を習得して後進に伝えていくためには、運用

や品質に対するマネージメントを確立し高めてい

くことが重要であると再認識しました。一方で、

忙しい日常の業務の中で維持管理していくことの

難しさも感じます。 

当院では、今年度ISO 15189の取得にむけてキッ

クオフを予定しています。取得した施設からは、

苦労話を聞かされることも多く不安もあります

が、この講習会で学んだことを今後の業務に生か

すとともに、認定試験の合格とISO 15189の取得に

向けて頑張りたいと思います。 

◇ 特 定 講 習 会 報 告 ◇ 

蝉も夏バテするような酷暑の８月４日（土）・

５日（日）35度を超えるもわっとした空気につつ

まれ、全力で輝く太陽に照らされながらJR神戸駅

から緩い上り坂を15分間歩いた先にある神戸大学

医学部会館シスメックスホールにおいて117名の受

講者を迎えて平成30年度認定病理検査技師制度資

格更新指定講習会を開催いたしました。 

１日目は亀田総合病院の砂川恵伸医師による感

染管理に関する講義で始まり、東京大学の佐々木

毅医師、桑名総合医療センターの白石泰三医師に

それぞれ医学系研究に関する倫理指針、デジタル

病理画像を用いた病理診断についての講義を受け

て午前中の講義は終了しました。 

午後からは、アクアブレインの久森英樹氏に、

コーチングの基礎や人事評価の基本実務などマ

ネージメント力を鍛えるための講義３コマでし

た。対話型あるいはグループ討議形式で行いたい

内容ですが、会場の都合で座学となりました。そ

のあと『病理学会ゲノム診療用病理組織検体取扱

い規程』『次世代シークエンシング（NGS）を用い

た遺伝子パネル検査』と題して、北海道大学特任

講師の畑中豊氏に講義いただきました。がんゲノ

ム医療中核拠点病院やがんゲノム医療連携病院で

働く会員はもちろんのこと、ゲノム診療用組織検

体の取り扱いについては認定病理検査技師は必ず

知っておきたい内容です。次世代シーケンシング

（NGS）の講義は分かり易く講義いただきました

が、かなり専門的な分野であり、難しい内容もあ

りました。最後は、日臨技の滝野寿専務理事よ

（次ページへ続く） 
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（編集後記）”平成最後の夏”が終わった。平成とはどんな時代だったかという調査では、ITが飛躍的に進歩

し、グローバル化が進んだ一方で、ほとんどの人が「人とのつながりや結びつき」は稀薄になったと感じてい

る。また、「動揺」や「沈滞」といったイメージが回答の大半を占め、「活気」や「明るさ」といったポジ

ティブな印象を持つ人は少数らしい。少なくともこの30年間、日本では科学や経済の発展と人の幸せは必ずし

も相関しなかったようである。「何が人を幸せにするのか？」という大規模研究で導かれた答えは、冨でも名

誉でもなく「愛」。時代が大きく変わる中で、人として臨床検査技師として忘れてはいけない原点でもある。 

                                             (上原) 

原 稔晶（名古屋大学医学部附属病院） 

講演内容は感染対策に関する知識や遠隔病理診

断におけるデジタルパソロジーについての話など

多岐にわたるものでした。人事労務のコンサルト

の方から普段参加する研修会では聞くことのでき

ない人財育成に関する話を聞くこともでき、今後

の後輩の指導に役立てていければと思います。ま

た当院はがんゲノム医療中核拠点病院となってい

ますが、個人的にはほとんど関わっていないこと

もあり、がんゲノム医療の現状を知る良い機会と

もなりました。ゲノム異常や次世代シーケンシン

グ(NGS)によるパネル検査に関しての知識がほとん

どないことを実感し、今後の自己研鑽の必要性を

感じることもできました。 

認定病理検査技師の資格更新に必須となる特定

講習会ということもあり、どの講演も知っておく

べき内容で大変ためになりました。また、２日間

にわたる長時間の内容でしたが会場の環境が良い

こともあって集中して講演を聞くことができ、事

務局の方々に大変感謝しております。 

今川 奈央子（神戸大学医学部附属病院）  

2017年に認定病理検査技師を取得し、今回初め

ての資格更新指定講習会（特定講習会）の受講で

した。現在、認定病理検査技師としての業務を

行っているわけではありませんが、必要になった

場合にはすぐに対応できるよう、認定病理検査技

師の本懐にそった知識を得るために、資格習得後

は勉強会や研修会に参加しようと考えておりまし

た。ところが、実際には技術的な勉強会や研修会

は見つかりますが、管理業務や人材育成といった

内容の勉強会や研修会は多くなく、また日程的に

参加が困難なものもあり、資格取得後はそういっ

た勉強会へ参加できておりませんでした。 

 今回は資格更新までに必ず一度は受講しなけれ

ばならない講習会でしたが、私自身に認定病理検

査技師として欠けており、補いたいと考えていた

内容でしたので、大変勉強になりました。また、

管理業務を行ってはおりませんが、今回の講習を

受講することで、上司の考え方や人の見方といっ

た部分を学ぶことができました。 

 強制力のある講習会であり、開催にあたり多大

に労力が消費される講習会ですが、認定病理検査

技師としての自覚や知識を蓄えるうえでも今後も

続けていくことに大変意味がある講習会であると

思いました。 

り、がんゲノム医療コーディネーターについての

お話しで、10時間に及ぶ長い１日目が終了しまし

た。 

２日目も個別化医療や医療残全、遠隔病理診断

ネットワーク、精度管理に関する講義をそれぞれ

名古屋第一赤十字病院の郡司昌治技師、ひたちな

か総合病院の根本誠一技師、大阪大学の森井英一

医師、浜松ホトニクス株式会社の小倉隆氏、日臨
担当執行理事 白波瀬 浩幸 

技滝野寿専務理事にご担当いただき終講となりま

した。 

がん対策基本法（第３次）に「認定病理検査技

師」が明記され、本資格への期待と責任が高まる

なか、認定病理検査技師としての知識を深め、実

践につながる充実した研修会を開催することがで

きました。 


