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深澤恵治 

P1～P2 法改正対応 精度管理責任者育成 eラーニング 講習 始まる！！ 

P3 診療情報管理士資格取得のための基礎講座開催報告～医療に求められる診療情報管理～ 

P4～P5 第４回経営管理セミナー開催報告医療経営に対する戦略・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～ 
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専務理事 滝野 寿 

当会対処法のポイント！  

  

 改正省令のポイントは会報JAMT９月１日号に掲載し

たとおりです。 

 医療機関における検体検査の精度確保に係る責任者

の要件については、厚労労働省関連省令施行通知にお

いては、業務経験等について特段の要件は定められて

いませんが、衛生検査所における精度管理責任者 (検

体検査の業務に係る６年以上の実務経験及び精度管理

に係る３年以上の実務経験をもつて選任)の場合を参

考にするなど適切に判断することとされています。ま

た、内部研修に留まることなく、外部の教育研修の機

会も活用すべきとされていることから、当会として

は、精度管理責任者等を対象とした育成講習会を開催

することとしました。 
 

eラーニングを利用した精度管理責任者育成講習会  

 改正法によれば、診療所・助産所を含め、検体検査

を実施する全ての医療機関において精度管理責任者を

配置する必要があることから、責任者の配備人数が相

当程度に達することが予測されます。又、その責任者

の業務経験等について特段の要件が定められていない

ことから、今回の改正法の成立の趣旨（安全で適切な

医療提供の確保をする）を勘案し、精度管理責任者を

対象とした講習会を開催することにしました。しか

し、座学での講習会では、その規模、開催頻度から考

えて、物理的に不可能であることが予測されるため、

一度に多数の者が学べるように、当会がすでに生涯教

育用に開設している「eラーニング方式」を利用した

講習会を開催します。 
 

①受講対象者 

医療機関において、精度管理責任者となる方、及び

精度管理に携わる方等（当面は会員限定）です。 

前号（９月15日号）において、改正法により常備が義務付けられた標準作業書、作業日誌又は台帳関係の

「雛形」を当会ホームページに提示することと案内しましたが、今号では精度管理責任者育成講習について

ご案内します。 

②受講方法 

・当会ホームページ上に、「精度管理責任者講習会」

の専用のサイトを設け、会員、非会員を問わずアク

セス可能とする予定（当面は会員限定）です。 

・システム利用料、受講料  会員：750円/月 

 ※受講料の支払いはクレジット決済のみ 

③受講期間 

 平成30年10月開講予定 

④講習会の修了者 

・講習会の各コンテンツ終了後に行なわれる確認試験

で合格した方に履修証明書を交付します。 

 ※確認試験は、100点中60点以上で合格とします。 

・日臨技精度管理責任者育成講習会のカリキュラムの

約40コンテンツを履修することが必要です。 

⑤履修証明書の有効期間 

  履修終了より5年間有効 

⑥履修証明書の更新の概要 

・履修証明書の有効期間（5年）内に指定する講習等

の受講を必須とします。 

・日臨技精度管理責任者履修証明書の更新用カリキュ

ラムの約20コンテンツを履修することが必要です。  

⑦履修証明書の失効 

 有効期間の5年間で上記要件を満たさなかった者は

履修証明書を失効します。 

⑧日臨技精度管理責任者育成講習会のカリキュラム 

・eラーニング（URL：https://www.jamt.or.jp/）の

専用バナーより申し込んでください。 

・カリキュラムは次ページをご覧ください。 
 

最後に 

 10月６日より始まる全国の支部学会の折には、日臨

技企画の中で詳細についてご説明いたします。また、

同会場内において、実際に精度管理責任者育成講習

「eラーニング」を実際に体験できるようにブースも

設けます。実際に触れて頂きたいと思います。 
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  １．コンプライアンス（管理運営） ※５コンテンツ 

      コンプライアンス（法令遵守） -新人 

      コンプライアンス（法令遵守） -初級 

      コンプライアンス（法令遵守） -第一部 

      コンプライアンス（法令遵守） -第二部 

      コンプライアンス（法令遵守） -第三部 

  ２．臨床検査に関する法律関係 ※5コンテンツ 

      個人情報保護法 

      倫理指針 

      利益相反 

      安全衛生・職場環境 -第一部 

      安全衛生・職場環境 -第二部 

  ３．QMS（検査の質の向上） ※１５コンテンツ 

  
    品質マネジメントシステム（QMS）とは             

-初級PDCA 

      臨床検査におけるQMS -初級PDCA 

      QMSを構築するということ -初級PDCA 

      QMSを運営するということ -初級PDCA 

      臨床検査室の施設基準 -初級PDCA 

      臨床検査における認定制度 -初級PDCA 

  
    臨床検査業務の質の評価と改善について         

-初級PDCA 

      QMSの組織体制と文書・記録管理 -中級PDCA 

  
    検査サービスの受託、委託、購買管理                    

-中級PDCA 

      QMSの維持と改善 -中級PDCA 

      QMSの評価と監査 -中級PDCA 

      検査前プロセス（検査受付） -中級PDCA 

      検査プロセス -中級PDCA 

      検査結果の品質の確保 -中級PDCA 

      検査後プロセス -中級PDCA 

  ４．精度管理の総論 ※１コンテンツ 

      臨床検査の標準化体系 

     精度保証概念 

     データ標準化とは 

     国際および国内検査室認定 

  ５．精度管理の基礎 ※２コンテンツ 

      精度管理の用語・単位 

      検査データの取り扱い 

      生物学的基準範囲 

      臨床判断値 

      感度・特異度・予測値・診断効率・ROC曲線 

      警戒値・緊急異常値 

      精度管理調査 

      安全管理 

  ６．精度管理の各論 ※６コンテンツ 

      精密さ・正確さの評価方法 

      正確さの管理方法 

      不確かさ概念 

      不確かさの算出方法 

      特性要因図の作成方法 

      管理物質取り扱い 

      分析前後の誤差要因 

      内部精度管理 

        ・手法   

  
      ・正確さ管理・個別データ管理                                       

（リアルタイム精度管理法） 

        ・短期・中期・長期精度管理 

        ・精確さの管理（管理試料を用いた） 

        ・精確さの管理（患者試料を用いた） 

        ・個別データ管理（リアルタイム精度管理法） 

    外部精度管理                           

     ・定量検査評価法と試料に関する評価指針 

      ・フォトサーベイ評価法に関する評価指針 

    許容誤差限界 

    統計学   

  ７．精度管理の実践 ※８コンテンツ 

      血清分離標準作業手順書の作成と実践 

      測定標準作業手順書の作成と実践 

      検査機器保守管理標準作業書の作成と実践 

      試薬管理台帳の作成と実践 

      検査機器保守管理作業日誌の作成と実践 

      測定作業日誌の作成と実践 

      統計学的精度管理台帳の作成と実践 

      外部精度管理台帳の作成と実践 

精度管理責任者育成講習会のカリキュラム（案） 



 診療情報管理士は、診療情報・診療録の適正管理

や、データ分析・解析を通じた医療の質向上と健全な

病院経営を支える医療職のひとつです。2017年度より

臨床検査技師の免許を取得している者は基礎科目が免

除となり受験しやすくなりましたが、取得の過程で学

ぶ病院管理、診療報酬制度、DPCやコーディングと

いったカリキュラムは、チーム医療の推進、臨床検査

データを用いた臨床研究ひいては病院への経営参画に

役立てることができます。「診療情報管理士資格取得

のための基礎講座」は他団体職能拡大推進事業の一環

として、臨床検査技師の資格を持ちながら各種団体が

認定する資格制度を活用し、臨床検査技師が様々な医

療現場に配置されることで、その資質をいかんなく発

揮するために企画したものです。今回の講習会はその

第一弾として開催いたしました。 

 講義はまず、招聘講演１「診療情報管理概論と資

格」と招聘講演２「医療に求められる診療情報管理士

の知識」を須貝和則氏（国立国際医療研究センター医

事管理課 課長）にお願いしました。昼休みを挟んで

招聘講演３「診療情報管理士の専門性～がん登録とそ

の実務～」を西本寛医師（JA長野厚生連 佐久総合病

院 総合医療情報センター長）、その後“臨床検査技

師が診療情報管理士を取得するとどうなるか？”を共

通のテーマとして講演「①臨床研究に診療情報を活か

す！」を古賀秀信技師（株式会社麻生飯塚病院 臨床

研究支援室）に、「②病院の経営戦略について」を武

井哲也氏（社会医療法人財団慈泉会相澤病院 経営戦

略本部経営企画室室長）にそれぞれお話しいただきま

した。参加者一同、真剣なまなざしでそれぞれの先生

方の講義を聞く姿が印象的でした。 

 この他団体職能拡大推進事業では今後、様々な団体

の認定資格について紹介する講習会を開催予定です。

是非ご期待いただきたいと思います。 

（担当理事 深澤恵治） 

開催日：平成30年９月２日（日） 

会場：日本臨床検査技師会館 ３階 

佐藤 克栄（医療法人誠心会 神奈川病院） 

 この講座を受講しようと思ったきっかけは、予定研

修会に｢診療情報管理士資格取得のための基礎講座｣が

目にとまったからです。 

 講義内容は、午前の「診療情報管理士の概念と知

識」で、多くの医療機関では電子カルテを導入し、診

療記録の共有化はされているが、診療情報や諸記録な

どはまだ共有化されていないのが現状であるというこ

とがわかりました。当院も今年の３月に電子カルテ導

入しましたが、同様だと思います。診療情報管理士の

業務として診療情報を一元管理・点検・有効活用する

ことが医療の質の向上になると思いました。 

 午後は、診療情報管理士としての専門性と情報の活

用性を生かす講義であり「これからの診療情報管理士

が活躍するためには、どのように情報を一元化し、ど

のように活用していくのか？」講義を聴いて、当院で

も情報の集約・分析に取り組んでいこうと思いまし

た。 

 有意義な時間を過ごせたこと感謝いたします。あり

がとうございました。 

本山 拓也（杏林大学医学部付属病院） 

「診療情報管理士とはどんな職業なんだろう？」とい

う興味から今回の講習会に参加をしました。 

 講習会では、診療情報管理士とは診療録の物理的な

管理や内容の精査を行う「物の管理」、診療情報を

コーディングするなどしてデータベースを構築する

「情報の管理」、構築されたデータベースから必要な

情報を抽出・加工・分析する「情報の活用」をする職

業だと学びました。 

 また、DPCと呼ばれる、「病名（診断）」と「提供

されたサービス（治療・処置）」の「組み合わせ」に

よって、さまざまな状態の患者を分類するツール（方

法）によって整理された情報がもとになり、診療報酬

体系へ結びついていることもわかりました。 

 的確に情報を活用することにより、病院の経営戦略

への参画や、DPCと臨床検査を組み合わせた様々な臨

床疫学研究が可能になると考え、非常に魅力を感じた

講習会でした。 
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医療経営に対する戦略・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～ 

 平成30年９月８日（土）、９日（日）の２日間にわたり日本臨床検査技師会館において第４回経営管理セミ

ナーが開催されました。本セミナーは認定管理検査技師コースの認定者を対象としていますが、現在、認定管

理検査技師コースの新規募集を見合わせているため、認定者以外の受講も可能なオープン募集として行いまし

た。 

 本セミナーは医療経営に対する戦略・戦術をテーマとし、臨床検査技師がどのように医療経営にかかわり、ど

のように良質な入院医療、健全な経営の実現に貢献していくかを学び、課題を整理する場としました。内容は

参加体験型を中心に企画され、受講者の皆さんは積極的に参加し、考え、あるべきマネジメントスタイルを発

見するきっかけになったのではないでしょうか。 

 グループワークを行った各班の代表者から参加しての感想をいただきましたのでご紹介いたします。 

（担当理事：西浦 明彦） 

病院経営をプチヴァーチャルリアリティ体験！  

辻本 武寛（橋本市民病院） 

 今回の第４回経営セミナーは今までの経営セミナー

と比べ更に病院運営・経営を実践する経営陣に近づい

た内容で、本認定制度の主旨により沿った構成だと感

じた。 

座学では（１）病院長（２）病院経営企画責任者

（３）医療経営コンサルタントの現場の第一線で活躍

されている先生方から実際の取り組み（時には厳しい

意見も）などの話があった。それぞれの立場で手法な

どは違っても、意図する内容は「検査部門、更には部

門管理者は努力や結果ではなく“成果”を出してこそ

の存在である」といったところであろうか。しかし、

ただ単なる目先の成果ではなく、例えば足利赤十字病

院長の小松本先生は「常に患者安全、患者志向に基づ

いた云々」といった強い経営理念の上に“OUTCOME・

成果”を求めており、部門管理者に対する期待と我々

の責任の重さを痛感するものであった。 

最終日のグループワークは参加者全員が、ある地域

で競合する実在の６病院施設の病院経営陣として配属

され、今後の病院運営・戦略・戦術を立てて発表し合

うものであった。この時の講師である医療経営コンサ

ルタントの伊藤先生のアドバイスや同じグループメン

バーのユニークな意見はとても勉強になった。また、

講師の伊藤先生は昼休みや休憩時間も惜しまず、我々

の個々の相談に対応してくださり、本当に生きた研修

ができた。 

実際の病院経営者はもっと厳しい状況にあると思う

が、その一端であっても院経経営者としてプチヴァー

チャルリアリティ体験することにより、今まで見てい

た検査部門や部門管理者の姿が、また違った形で新た

に発見できたことは私にとって意義深いものであっ

た。これら気付きを病院運営はもちろんのこと、検査

部スタッフの成長のためにもどのように具現化するの

か大きな課題を貰った気がする。 

生き残って行くための戦略・戦術 

渡辺 浩志（市立加西病院）  

 病院経営の改善策について、今までは近隣の競合病

院に気を遣いながら自施設の改善策を考えていました

が、今回のセミナーに参加し、戦略は戦うための策

略、戦術は戦いに勝つための方法・手段であり、競合

病院の患者を奪い取るくらいの方策を考え・実践して

いかないと生き残ってはいけないことを学びました。

まずは、自施設の経営状態を把握し、自施設の強み・

弱み・機会・脅威を分析（SWOT分析）すること。次い

で、自施設の医療圏において、何km以内にどの様な規

模（病床数・医師数・診療科）、特徴（扱っている疾

患・症例数・平均在院日数・新入院患者数）を持った

施設があるかを把握し、戦略を立てること。 

 小手先の改革だけでは、その場は凌げても飛躍はあ

り得ない。更なる飛躍、同じ医療圏の中で生き延びて

行くためには、強気の姿勢で臨み、他の施設にない特

色を出すことが大事であると強く感じました。 

≪１日目：講義の様子≫ 



（編集後記）会館の緑のカーテンとして咲き誇っていた朝顔も、最近は種をつけ始めています。そう言えば頬

に当たる風もいつの間にか秋風に変わっていました。会報JAMTも、ここ3号連続で「法改正」について伝えてき

ました。12月の施行を目指して、私たちも衣替えを急がねばなりません。私たちが待ち望んでいた法改正。来

年もまた大輪が咲き誇るように今のうちに種を収穫しておきたいと思います。10月６日より始まる全国支部学

会で皆様とお会いできることをとても楽しみにしています。一人でも多くの方々とお話ししたいと思います。      

                                             （滝野） 
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経営資源をマネジメントする  

安藤 恭代（埼玉石心会病院） 

 日頃から「経営管理」を学ぶ必要性を感じていたた

め、本講習会に参加しました。１日目の講義では、付

加価値・質の高い医療には患者志向であること、経営

資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」につい

て医療資源の具体例を学びました。外部環境を勘案し

て「経営資源をマネジメントする」この言葉がとても

心に響いています。各講義で共通していた言葉に「ベ

クトルは組織を同じ方向・PDCAサイクルを回す」とい

う内容があり、戦略の実行やマネジメントには、実行

と振り返りで次につなげることの重要性を改めて考え

ることができました。２日目はコンサルタント視点で

分析の大切さと医療の利益を学び、グループワークで

は皆さんの視点から多くの考え方を学ぶことができて

刺激となりました。 

 帰院後、DPCの検査の見える化に向けて医事会計シ

ステムと格闘中（笑）。得たことを実践しています。 

２日間は密度の濃い有意義な講習会でした。皆様、あ

りがとうございました。 

社会全体を“見渡せる目”を 

中村 良幸（国立国際医療研究センター病院）  

 平成30年９月８日（土）、９日（日）の２日間、日

臨技会館にて行われた第４回経営管理セミナーに参加

しました。テーマは「医療経営に対する戦略・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～」でした。１日目は、医療経営に対する戦略・

戦術を中心とした講義となりました。終了後に開催さ

れた情報交換会では、全国の技師の方々と接する機会

を得られました。毎年恒例となりつつある講習会で馴

染みの顔も多く、大変楽しい会となりました。 

 ２日目は、実在する病院を題材にしてグループごと

に「利益増加のための検討」「収入増加・コスト削減

の策とは」「競合から患者を奪う効果的な策とは」の

３項目について討議が行われました。大変難しいテー

マでしたが、活発な議論が行われ大変有意義な内容と

なりました。病院経営を考える中で、自分自身の視野

の狭さと病院内だけでなく社会全体を“見渡せる目”

が欠けていることを痛感させられました。 

 今回のセミナーでの経験を活かして、今後の病院運

営に少しでも寄与できればと思っています。最後にな

りましたが、今回のセミナーの講師の先生方をはじめ

企画運営してくださいました皆様に深く感謝いたしま

す。 

刻々と変化する医療情勢に耳を傾けることが重要 

上野 智浩（富山大学附属病院） 

昨年度より当検査部の職長を拝命したことをきっか

けに、日々の業務を効率よく円滑に運用するための技

術と知識を習得することを目的に参加した。研修１日

目の講義はどれも興味深く聞くことができた。２日目

はグループワーク中心に研修を行い、医療経営に関す

る戦略・戦術を練る作業を各施設の管理者の方たちと

行った。 

全体を通して印象深かったことは、検査技師として

臨床検査の品質保証はもちろん大切なことであるが、

検査部門の管理者としては病院経営に目を向け、刻々

と変化する医療情勢に耳を傾けることが重要であるこ

とを再認識した。実状として大学病院は診療・教育・

研究という他病院にはない命題もあり、経営という概

念を忘れがちである。今後は当検査部門のブレインら

とともに情報を共有し、経営面からも戦略・戦術を練

る作業を実践して病院内で活躍していきたい。 

≪２日目：グループワークの様子≫ 


