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中井規隆 

P1 平成27年度認定一般検査技師研修会開催される 

P2 認定心電検査技師認定試験対策研修会始まる 

P3～P4 認定管理検査技師コース 資格更新のための「経営管理夏季セミナー」を開催 

P5 神経生理検査技術教本発刊！ 

P6 循環機能検査技術教本発刊！/日臨技 研修会・講習会情報 

P7 【会員専用ページ活用法】 
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～研修会プログラム～ 
 
 
尿検査は古くて役に立たない検査か？ 

慶應義塾大学医学部 菊池 春人 医師 
 
検査説明のできる技師を目指して 

奥田 勲 技師 
 
検査情報を発信できる検査技師の人材育成 

熊本中央病院 増永 純夫 技師 
 
難しい尿沈渣成分 

がん研有明病院 八木 靖二 技師 
 
尿沈渣、赤血球形態のこれからと新しい髄液検査

について 

東京大学医学部付属病院 宿谷 賢一 技師 

平成27年度 

平成27年８月23日に日本臨床衛生検査技師会館で行

われた認定一般検査技師研修会に参加しました。この

研修会は認定資格更新のための日臨技認定センター主

催の研修会で、認定一般検査技師を更新するためには

期間中にこの様な研修会を３回以上受講する必要があ

ります。私は認定更新に必要であることに加え、一般

検査に関する最新の情報を知りたいといった思いで参

加させて頂きまし

た。研修会の目的が

「一般検査の専門的

な知識向上を図り、

検査説明・相談でき

る技師を目指すため

の研修」となってお

り、検査説明・相談

に関わる内容が２演

題用意されていまし

た。１演題目は慶應義塾大学医学部臨床検査医学の菊

池春人先生から「尿検査は古くて役に立たない検査

か？」と題して、尿検査は古いどころか、新しい話題

が満載であり、これからどんどん重要性が増していく

といったお話しをして頂きました。２演題目は日臨技

の奥田勲先生から「検査説明のできる技師を目指し

て」と題して、臨床検査技師に対する厚生労働省の考

え方や、他職種から求められていることなど、臨床検

査技師を取り巻く状況について細かくお話しをして頂

きました。その上で検査説明・相談が重要であるこ

と、認定を持っている我々が率先して事に当たって欲

しいといったお話しを頂きました。３演題目は熊本中

央病院検査科の増永純夫先生から「検査情報を発信で

きる検査技師の人材育成」と題して、職場での立場の

違いで必要とされるスキルが変わることや、人材育成

の方法についてお話がありました。また異常値などを

的確に判断し、医師へ情報を発信することが重要であ

り、そのためのスキルを身に着けることが大切である

といったことを教えて頂きました。午後からはまず、

がん研有明病院の八木靖二先生の講演がありました。

「難しい尿沈渣成分」と題した講演は、スライドを 

使って尿沈渣成分のテストを行い、後から先生が解

説して下さるといったものでしたが、難しい成分ば

かりで周囲の参加者の方も苦戦しているようでし

た。私は設問のあまりの難しさに、「もっと勉強し

なくては」といった思いを新たにした次第です。最

後の講演は東京大学医学部附属病院検査部の宿谷賢

一先生の「尿沈渣、赤血球形態のこれからと新しい

髄液検査について」でした。赤血球形態判別につい

ての考え方と、新しく出版された「髄液検査技術教

本」で変更された部分について解説して頂きまし

た。 

どの講演も内容が非常に濃く、とても勉強になり

ました。この研修会で学んだことを活かせるよう頑

張っていきたいです。最後に講師の先生方、研修会

を企画・運営された先生方ありがとうございまし

た。 

（医療法人青山病院 平田 基裕） 
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担当理事 中井 規隆  

 平成27年９月５日（土）愛知県産業労働セン

ター（ウインクあいち）において、平成27年度認

定心電検査技師認定試験対策研修会が開催されま

した。この研修会は今回の愛知会場を皮切りに10

月４日 東京会場（帝京大学板橋キャンパス）、10

月10日 宮城会場（東北大学病院）、11月28日 北

海道会場（北海道大学医学部）で同じカリキュラ

ムで試験対策用の研修が行われるものです。定員

募集60名でしたが71名の応募があり、遠くは九州

からの参加者も多数みられました。講義は認定心

電制度カリキュラムに則りMEの基礎知識から臨床

心電図に及び基礎から実際の臨床現場への対応も

含む内容で、受講者からのアンケートにおいても

「解りやすかった」「もっと聞きたかった」「基

礎の解らなかった部分がよく理解できた」とお褒

めの言葉も多数いただきました。 

 また当日は今年度日臨技が取り組んでいる教本

シリーズの「循環機能検査技術教本」が発刊され

たことに伴い、試験的に出版社による販売を行

い、参加者の半数の方が購入をされました。研修

会の講師陣による執筆内容も多く、今後はこの技

術教本を研修会のテキストにしていく方向で考え

ています。 

～研修会プログラム～ 
 
 
認定検査技師に必要なMEの基礎知識 

  天理よろづ相談所病院 吉田 秀人 技師 

 

基礎電気生理から心電図を学ぶ 

  藤田保健衛生大学病院 武田 淳 技師 

 

心電図検査の緊急対応 

  三菱京都病院 山田 宣幸 技師 

 

臨床心電図を学ぶ 

  名古屋第二赤十字病院 吉田 幸彦 医師 

 

不整脈診断に用いられる生理検査を学ぶ 

  三重ハートセンター 内田 文也 技師 

 全国で開催されている認定心電検査技師試験対策

研修会が、今回初めて愛知県で開催となり参加しま

した。私は毎日、生理検査室で多くの心電図に携

わっていますが、心電図の基礎(ＭＥの基礎、電気

生理学など)は国家試験の勉強以来することはあり

ませんでした。しかし、日常、緊急報告の必要な心

電図に遭遇することが多いため、自分の知識の復

習、対応が適切であるかなどの確認のために研修会

に参加しました。 

 ＭＥの基礎知識では、熱ペン式の心電図のJIS規

格からデジタル心電計となり四肢２誘導と胸部６誘

導の８誘導から12誘導を計算式で描出している事な

ど、自分の知識の古さを再認識しました。基礎電気

生理は理解が難しい箇所ですが、心筋活動電位、イ

オンチャネルについて大変わかりやすく話して頂き

ました。また緊急時対応の心電図では、成り立ちか

らパニック値、報告の必要な心電図、経時記録の重

要性など、知りたいことを全部話して頂き、確認が

できました。臨床心電図の話では、治療を必要とす

る心電図について詳しく解説して頂き、各々の治療

法についても理解できました。最後の講義では、テ

キストを閉じての、問題形式の選択挙手にドキドキ 

～受講者の声～ 

しましたが、先程の

講義内容の復習であ

り、自分の理解でき

ていない点が解りま

した。不整脈心電図

は、判読が難しいも

のもありますが、失

神や突然死に直結し

ます。そのため現場で遭遇した場合に備えて理解が深

められて非常に良かったです。また携帯型心電図検査

の開発当初の装置、色々なホルター心電図装置の話は

初めて聞く内容もあり面白かったです。 

 今回の研修会は、認定心電検査技師認定試験対策研

修会ではありましたが、既に認定技師の資格保持者、

これから認定技師を目指している人、心電図の勉強に

来た人など様々でした。１日で５時間程の内容でした

が、もっと聞きたいと感じました。基礎から臨床心電

図、緊急時対応と明日からの検査業務にも役立つ内容

ばかりで、もちろん試験対策の重要なポイントも抑え

られました。充実した内容を講義して頂いた先生方に

感謝いたします。 

（名古屋掖済会病院 佐々木 玲子）  



Vol.21No.18                会報JAMT ホームページ掲載              平成27年9月15日号 

認定管理検査技師コース  

認定監理検査技師制度における認定管理検査技師コー

ス認定資格者は、平成23年度認定者27名、平成26年度認

定者47名（平成24～25年にかけて受講）、平成27年度認

定者66名（平成25～26年、または平成26年に受講）の計

140名となっております。 

資格更新には、５年間の認定期間内に①更新申請用指

定講習会（年一回、夏季に開講）を１回以上受講してい

ること、および、②医療安全管理者、感染症対策など日

臨技が指定する講習会(支部開催を含む)を１回以上受講

していることとされています。 

この認定取得のために従来行ってきた講習会は計６日

コースで管理者に必要と思われる広範なカリキュラムを

設定してきましたが、これを受講した認定資格者から

「より深く専門的に学びたい」という要望も寄せられて

いました。 

そこで、更新申請用指定講習会として、毎年テーマを

替えた「経営管理夏季セミナー」を開講し、じっくり学

んでいただくこととなりました。 

本年度は、８月末の２日間、日本における入院医療費の

定額支払い制度に使われる評価方法であるＤＰＣ／ＰＤ

ＰＳとその対応に必要なクリニカルパスに病院経営が直

視せざるを得ない中で、臨床検査技師がどのようにかか

わるかを学ぶ内容としました。 

次年度以降は、平成28年度セミナー「有効な組織マネ

ジメントの実現～労務管理、人材評価育成のための必修

知識・スキル～」、平成29年度セミナー「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

～」、平成30年度セミナー「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～」を予定しています。 

資格更新には１回の受講でも足りるのですが、今回の

セミナー受講者への事前アンケートでは、テーマが替わ

るなら次年度以降も受講を希望する方が多く、管理者の

資質向上に強い意欲を感じます。 

なお、日臨技として新生涯教育制度の再構築を検討す

る本年において、認定監理検査技師制度そのものの検討

も含まれるという理由から、平成28年度新規認定のため

の講習会は開催しないこととなりました。新規募集はな

いのかというお問い合わせもいただいておりますが、あ

しからず、ご了承願います。 

担当執行理事 岩上 みゆき 

 第１回経営管理夏季セミナー 

「病院経営への参画と貢献～DPC・クリニカル

パス 

における臨床検査のありかた～」 
 

８月29日（土曜）  
講義１：DPCのなりたち  

厚生労働省保険局医療課 主査 中下 洸先生  
 

講義２：DPC・クリティカルパスと病院経営  

済生会神奈川県支部 支部長 正木 義博先生  
 

講義３：DPCの種類とコーディング（基礎）  

国立病院機構東京医療センター 診療情報管理専門職  

遠山 義彦先生  

 

８月30日（日曜）  
講義４：診療情報管理士と臨床検査技師  

慈泉会相澤病院 診療情報管理センター センター長  

武井 哲也先生（臨床検査技師）  
 

講義５：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 雅教先生  
 

ワークショップと成果発表会： 

モデル事例での分析と対策  

株式会社サイプレス 代表取締役 伊藤 雅教先生  

 認定管理検査技師の認定を受けはや４年が経過し、認定

更新コース開催の案内通知が送付された。本認定制度が開

始された初年度に認定を取得し、認定番号11-000１を付与

されていた。記念すべき最初の認定番号を欠番にするわけ

にはいかない、との使命感に駆られ迷わず参加申し込みを

行った。セミナー会場では同期で認定を取得した懐かしい

面々との久しぶりの再会を果たすことができた。 今回の

テーマであるＤＰＣ・クリニカルパスについては、概要程

度の知識しか持ち合わせていなかったので、今回の充実し

た２日間の講義により、基本から理解を深めることができ

た。また、一部門の管理者としてＤＰＣ・クリニカルパス

をはじめとする医療情報について理解を深め、病院経営へ 

参画する必要性を再認識する好機となった。本セミナーを

企画・運営頂いた関係の方々に深謝するとともに、認定管

理検査技師制度の益々の発展を期待する。 

社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 丸田 秀夫 

（平成23年度認定者 ） 

 医療の質の担保や医療事故の防止、さらに電子カルテな

ど医療情報システムの導入により集められた医療データの

解析を行うことにより、病院経営に携わることのできる人

材の育成をめざし平成23年に始まった日臨技総合監理技師

制度であるが、初めて資格更新指定講習が開催された。 

（次ページへ続く） 
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 今回「病院経営への参画と貢献

～ＤＰＣ・クリニカルパスにおけ

る臨床検査のありかた～」をテー

マに講演５題とワークショップが

あった。その中で興味深かったの

は済生会神奈川県支部支部長の正

木義博先生のお話で、これからの

病院経営における戦略として・医

療業務の変革と職員の早急な育

成・医療の質向上への取り組み

とその組織体制構築・地域連携

医療システムの構築・病床管理

の新しい姿などを挙げられてい

た。私たちは病院管理者との関係を密にして病院の目指

す方向を基に、検査室のあり方を構築していく必要を改

めて感じることができた。またモデル事例での分析と対

策のワークショップでは多様な意見が聞けて楽しい時間

であった。全体の感想としては、勉強不足を痛感するも

ので一つずつ実践していきたい内容であった。 

厚生連広島総合病院 水野 誠士（平成26年度認定者 ）  

わかりやすく熱弁する 

正木講師 

平成27年８月29日（土）から平成27年８月30日（日）

の２日間にかけて、日本臨床検査技師会館３階にて受講

者52名参加のもと、認定管理検査技師コース・第１回経

営管理夏季セミナーが行われた。 

DPCに関する内容としては、DPC包括評価の基本原則は

適切な包括評価をするため、評価の対象は、バラつきが

比較的少なく、臨床的にも同質性（類似性・代替性）の

ある診療行為又は患者群とすること、またDPC/PDPS参加

病院数・病床数については、平成26年度対象病院（H26年

4月）では、病院数1,585、一般病床数492,206で、全一般

病床の約55%を占めるに至っているということが説明さ

れ、DPCの内容とDPC施設が増加している現状をよく理解

することができた。 

クリニカルパスによる効果については、業務管理部門

では医療プロセスの標準化、平均在院日数改善、病床の

効率的運営、新入院患者の増加に関する説明があり、こ

れらを実施することにより医業収益の増加につながると

いう話が印象的であった。 

診療情報管理士の業務・診療記録については、平成26

年度診療報酬改定において診療録管理体制加算が収載さ

れたことにより、診療情報管理士の重要性が認識され、

本職種の病院内における役割の重要度が増しているとい

う現状が報告された。その中で、臨床検査技師の関わり

として、JCI認証に関わるIPSG:モニタリングの重要性に

ついて話され、モニタリング指標を用いた患者安全対策

は新しい取り組みであり、今後参考にできる内容である

と感じられた。 

DPCと検査に関連する業務改善という点については、イ

ンフェクションコントロール（ICT）や救命救急チームに

代表されるチーム医療への積極的な関わりや、医師業務

軽減と利益向上につながる生理検査の拡充について具体

的な内容に触れて話され、臨床検査全般では、件数では

なく収入の多い検査から順に業務改善に取り組むことな

ど、今後の臨床検査技師の進むべき方向性や、病院経営

の関わりについて詳しく説明された。 

所感としては、今回５名の講師の方々から7講義を受講

し、「医師の診療関連業務軽減につながるチーム医療へ 

の参画の実効力」が、これからの臨床検査技師に求めら

れる姿であることを再認識することができた。 

今回御担当された講師の先生方におかれましては、御

多忙の中御講演を賜り、誠にありがとうございました。

また受講者の皆様、２日間お疲れ様でした。 

株式会社ファルコバイオシステムズ 新行内 裕之 

（平成27年度認定者、受講平成25～26年度）  

 研修会のテーマ「DPC・クリニカルパス」に対するイ

メージは浮かぶものの、そこに「病院経営への参画と貢

献」が加わると、そのイメージが消失してしまう。それ

が、今回この講習会に参加する動機でした。 

 講習会では、DPCの

なりたち、クリニカル

パスの考え方、分析、

戦略等について多くを

学びました。また、実

際にモデル事例での分

析と対策を各グループ

で 話 し 合 う ワ ー ク

ショップはとても有意

義でした。 

 私が初めに感じたこ

とは、自施設の経営状況に無知であることでした。検査

室というフィールド内に自身を置き、病院全体を見つめ

る事を忘れていました。利益の向上、コスト削減、職員

の業務効率の改善は、病院全体の問題であり、他職種の

方々とお互いの業務内容を理解し合い、分析することが

必要と感じました。全職員が同じ目標に向かう時、我々

臨床検査技師に何が出来るのか、何をするべきなのかを

探求していかなければならないと感じました。 

医療法人社団誠馨会 新東京病院  河野 正臣 

（平成27年度認定者、受講平成26年度）  

発表者（手前）にコメントする 

伊藤講師 

 平成27年８月29日、30日と２日間経営管理夏季セミ

ナーが行われました。 

 セミナーのテーマは「病院経営への参画と貢献」ＤＰ

Ｃ・クリニカルパスにおける臨床検査のありかたです。

当院でもＤＰＣやクリニカルパスは導入していますが、

それぞれの特徴や役割について私自身理解は十分ではな

いと感じていました。 

 病院経営にどう関れるか、考え・行動するために必要

な情報・知識を得る為に参加しました。 

講義を受け、ＤＰＣ制度の概要や算出の方法、病名の

コーディングの難しさ、またクリニカルパスをより整備

し活用する事で、効率・安全・満足度の高い医療を提供

する事が出来る事、ＤＰＣ・クリニカルパスの理解が深

まりました。 

 ２日目のワークショップでは各グループに分かれてモ

デル事例（パス）の分析と対策を考え発表しました。講

師の先生から“あなた達臨床検査技師に何が出来ます

か、どう関りますか”という言葉が心に残ります。組織

の方向性をしっかりと理解する事。そして新たな職域に

も積極的に取り組む必要性を感じました。 

組織の中で活動・貢献できる部署になる為にこれからも

努力していきます。 

海老名総合病院 田中 令子  

（平成27年度認定者、受講平成26年度）  
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JAMT技術教本シリーズ  

神経生理検査技術教本発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！ 

編集部会  

委員長 

髙橋 修 

★神経生理検査とはどのようなものなのか？ 

どのようにすれば記録が行えるのか？検査

業務の中でぶつかる疑問に答えます！ 
 
★神経生理分野の基礎について初心者にも

わかりやすく解説！ 

日臨技ホームページもご参照ください 
     http://www.jamt.or.jp/books/ 

本書の内容と特徴について  

本書は、臨床神経生理学にかかわる臨床検査技師、とく

に入職して初めて神経生理検査に触れた技師、あるいは施

設内の配属転換で新たに神経生理検査を行おうとする臨床

検査技師、そして臨床検査技師を目指す学生諸兄に臨床神

経生理学を知っていただき、臨床神経生理学へと"いざな

う"ための本です。 

神経生理検査は,神経や筋の活動を電気現象として捉えて

生体の機能を推測し、診断や障害の評価、治療などへ補助

的に役立てることを目的としています。しかし、神経生理

検査で得られるデータは技術への依存が大きく、より信頼

性の高い検査データを得るためには神経生理学のみなら

ず、臨床的知識や電気工学的な知識、技術も必要とされま

す。臨床神経生理学は、難しく入りにくい学問であると考

えられていますが、初心者にもやさしく、そしてわかりや

すく解説したのが本書です。 

本書は、脳波検査、睡眠検査、神経伝導検査、筋電図検

査、誘発電位検査、経頭蓋磁気刺激検査などはどのような

ものなのか、どのようにすれば記録が行えるのか、また、

機器を上手に使うにはどのようにするのか、さらには,患者

さんをどのように検査するのか、という疑問に関する最新

の知識と方法をできるだけ多く盛り込みました。内容は臨

床現場の最前線で検査を行っている臨床検査技師や医師が

技術と経験を基に執筆したものであり、読むにつれて理解

が深まり、すぐにでも実践できるように考えてあります。 

近年、科学技術の進歩に伴い、機能的MRI、PET、SPECT

などの機能的脳画像法や、脳磁図などの磁気生理学的手法

も取り入れられるようになり、これら分野でも臨床検査技

師がかかわることが多くなってきています。今後は高齢化

が進むにつれて、ますます神経生理検査の需要は高まると

予想され、診療支援・治療支援・研究支援の維持と向上を

目指すうえで、本書が利用されることを期待し、そして信

じております。 

※日臨技 事務局での直販はしておりませんのでご注意ください。 
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JAMT技術教本シリーズ  

循環機能検査技術教本発刊！ 

書店・ネット書店にて発売中！ 

編集部会  

委員長 

泉 礼司 

★検査を正確に行うために必要なこと、安

全に行うために心がけるべきこと、心電図

の読み解き方など、現場で役立つ！   
 
★循環機能に関わる様々な検査を詳細に解

説し、循環機能検査の知りたいことがわ

かる！ 

日臨技ホームページもご参照ください 
     http://www.jamt.or.jp/books/ 

本書の内容と特徴について  

循環機能検査には、心臓の拍動を電気現象として捉え、

心臓のリズムや電気的状態を推測する心電図検査と、拍動

により発生する機械的活動の脈圧や心音を客観的な波形と

して表現する検査があり、それぞれ診断や重症度の評価、

治療などへ役立てることを目的としています。特に心電図

検査は、生理検査を担当する臨床検査技師のみならず、日

当直検査において大多数の臨床検査技師が関わる業務でも

あります。 

本書は、心電図検査をはじめとする循環機能検査を行う

にあたり、循環生理の基礎から精度管理も含む重要なポイ

ントと、臨床業務において、必ず習得すべき臨床症例を盛

り込みました。新たに業務として心電図検査を担当する臨

床検査技師の知識および技術を身につけるための教本とし

て、また、臨床検査技師を目指す学生の教本として、編集

されました。 

さらに、認定心電検査技師制度の受験を目指す臨床検査

技師のテキストとしても最適な内容となっています。 

本書をご活用いただき,臨床検査技師がさらなる医療の質

の向上に貢献していくことを願います。 

※日臨技 事務局での直販はしておりませんのでご注意ください。 

日臨技 研修会・講習会情報 
2015.09.15現在 

※詳細は当会HPの学会研修会情報、または会員専用ページの行事検索からご覧になれます。 

※参加者が定員に達し次第、募集を締切る場合がございます。ご了承ください。 

平成27年度認定心電技師認定試験対策研修会（北海道会場） 募集中！ 

平成27年度高度先端的医学セミナー 「最新の移植医療に関するセミナー」  募集中！ 
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（編集後記） 夏の甲子園(全国高校野球選手権大)も東海大相模の優勝で幕を閉じ、Ｕ-18ベースボールワールドカッ

プ日本代表は準優勝を飾った。今年の高校野球は心に残る選手が多数いた。アメトークという番組のお陰か夏の甲子

園も妙に興味深く見ていた気がする。そんな時いつも「頑張れ!!」とよく言う。声に出さなくとも心の中で応援して

いる。しかしフト気付いたことがある。あんなに「頑張れ」といっているのに、「頑張る！」とはなかなか言わない

自分がある。自分に甘いのか、他人任せなのか･･･人にも自分にも「頑張る」と約束していない。 

うーん「頑張るぞ!!」                                      【中井】 

ログインにはパスワードが必要です 

初期パスワードは会員証発送時の台紙に記載してあります。 

お手元にない場合は「パスワードを忘れた方」より再発行申請してください。 

会員情報にメールアドレスをご登録いただいていない方、異なるメールアドレスで申請された方はご自宅

に郵送いたしますが、到着まで数日かかります。引越等で会員情報と住所が変わっている場合は受取可

能な住所を事務局までご連絡ください。 

 ご自宅住所や勤務先が変わった場合に会員専用ページから情報を変更することができます。変更の

手続きをされていませんと会誌「医学検査」や日臨技からのお知らせが届かなくなってしまいます。

お手続きはお早めにお願いします。会員専用ページで変更された場合は書面の提出は不要です。 

ここにカーソルを合わせますとさらにメ

ニューが表示されますので、【会員情報変

更】をクリックすると変更画面が開きます。 

※勤務先の施設番号がない場合は以下の手続きをお願いします。 

変更箇所の入力が済んだら をクリッ

クしてください。【会員情報確認】から変更

後の確認もできます。 

 当会ホームページのトップページ「入会・退会・会員情報変更」

より【施設登録用紙】と【会員異動届】をプリントアウトし、必要

事項、変更箇所を記入して日臨技 事務局へご郵送ください。 

 施設登録は会員専用ページからはできませんので、お手数ですが

書面での提出をお願します。【会員異動届】と同時に提出すること

で施設登録と同時に会員情報も変更されます。 

【会員情報変更画面】 


