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平成23年1月22日(土)に開催された第10回理事会において、

新法人への移行スケジュールが可決承認されました。また、新法

人組織としての機関設計がなされ、支部組織も承認されました。 

定款改正案をはじめ新法人関連議案は、平成23年3月26日(土)

開催予定の平成 22 年度第 2 回定期総会へ提案されます。この総

会では、平成 23 年度事業・予算案も審議されることになってお

り重要な総会となります。 

◇ 創立 60周年記念式典を予定！ 

 当会は、昭和 27 年 7 月 27 日に創立され 60 年の歴史を刻んで

きました。また、公益法人としては、昭和 37 年 12 月 21 日に認

可され 50 年を経過するに至りました。人間でいえば還暦を迎え

る年に、新たな人生を歩むことになり感慨深いものがあります。 

 この記念式典を平成 23 年 11 月 11 日(金)にザ・キャピタルホ

テル東急(東京都)において挙行いたします。当会は、臨床検査業

務に携わる全国の臨床検査技師を対象とした厚生労働大臣表彰

を行ってまいりました。今回も厚生労働省との折衝をもとに、同

表彰を行いたいと考えております。本来は平成 24 年に 60 周年を

迎えるわけでありますが、公益法人として記念式典並びに厚生労

働大臣表彰を行いたく 1 年前倒しで行います。 

◇ 日臨技総合研究所設立！ 

 当会の事業展開は、その骨格をマスタープランにおいておりま

す。現在は、第 3 次マスタープランにより事業遂行がなされてお

りますが、そのマスタープランに挙げられており未だ現実化され

ていない事項に“日臨技総合研究所”の設置があります。同研究

所は、シンクタンクの性格に加え、当会事業を推進する事業体で

もあります。輝かしい当会 60 年の歴史に“日臨技総合研究所”

を加えることはマスタープランの意向にも沿うことであります。

そのため、具体的調査を早急に開始し、平成 23 年秋の設立を目

指します。 

◇ 平成 23年度事業方針！ 

1 現在策定中である臨床検査 GL、総合教育プログラム、臨地 

 

 

 

 

実習 GL などを基に、総合的な臨床検査業務指針を確立し臨床検

査業務の推進を図ります。 

2 日臨技としての研修会は、国民の視点に立ち、臨床検査技師

として必要とされる政策的研修会と位置付け展開します。具体的

には、①脳死判定に関する研修会、②輸血安全管理研修会、③感

染症関連研修会、④臨地実習指導者教育研修会、⑤医療安全管理

者研修会、⑥味覚・嗅覚関連研修会、⑦精度保障(精度管理・標

準化)関連研修会を予定しており、具体的な開催については、全

国・地区(支部)・各県において開催いたします。 

3 精度保障事業としては、数年来行ってきた標準化事業を更に

推進させ、特定健診・保健指導プログラムとの連携を強化します。

また、施設認証制度の拡充を図り診療報酬収載などへの反映を図

ります。更に、精度管理調査は会員施設に関わらず広くわが国の

臨床検査実施機関を対象として実施します。 

4 新たに展開した臨床検査賠償責任保険の全員加入を推進する

とともに、災害や給与保障に伴う新たな保険制度の導入を図り、

安心と安全な医療の提供に向けた臨床検査業務の現場の保全を

図ります。 

5 当会が実施している各種認定制度のあり方を再検討し、臨床

検査技師のため、更には会益に適うより有効な認定制度とするよ

う検討します。 

6 職能団体としての活動に永遠に続く課題の“法改正”、また、

第 6 次医療法の改正に向けて、臨床検査の職制を基に明確化を図

り身分確立をめざします。 

7 医療の一端を担う医療人、また、わが国を構成する国民とし

て、臨床検査技師や会益を考慮した公益事業を推進します。 

8 上記事業を推進するための管理費などの徹底的な削減を図り

ます。 

※ 以上は、事業推進の骨子であり具体的には次ページ以降ある

いは総会議案書を参照されたい。        【髙田鉃也】 

 

新法人への移行スケジュールが第 10回理事会において承認され、第 2回定期総会へ提案されま

す。それにより、地区技師会は、平成 23 年 12月 1 日より支部へ完全移行する予定です！ 

◆ 北日本支部 

北海道・青森県・秋田県 

岩手県・宮城県・山形県 

新潟県・福島県 

◆ 関甲信支部 

群馬県・栃木県・茨城県 

埼玉県・山梨県・長野県 

◆ 首都圏支部 

千葉県・東京都・神奈川県 

◆ 中部圏支部 

静岡県・愛知県・三重県 

岐阜県・富山県・石川県 

◆ 関西支部 

滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県 

福井県・奈良県・和歌山県 

◆ 中四国支部 

岡山県・広島県・鳥取県 

島根県・山口県・香川県 

愛媛県・高知県・徳島県 

◆ 九州支部 

福岡県・佐賀県・長崎県 

大分県・熊本県・宮崎県 

鹿児島県・沖縄県 
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◇ ２月 28 日に、平成 23 年度会

費が皆様の口座から引き落とされ

ます ! 
再三にわたりご案内いたしております

が、平成 23 年度会費の自動振替が始まり

ます。 

第 1 回目は 2 月 28 日です。口座残額を

ご確認いただくとともに、残高不足の場

合はご入金をお願いいたします。 

 

◇ 2 府 5 県を除き、所属の都道

府県技師会費も同時に引き落とさ

れます ! 
 日臨技年会費（1 万円）と同時に、現在

所属されている都道府県技師会の会費も

同時に引き落とされます。 

 ただし、京都府・大阪府・滋賀県・兵

庫県・和歌山県・石川県・福井県の 2 府 5

県技師会に所属する会員の引き落としは

日臨技会費のみとなります。2 府 5 県技師

会費は各々の技師会に直接お支払いいた

だきます。 

 

◇ 新入会希望者は、入会申込書 

並びに口座振替依頼書をご提出く

ださい ! 
入会を希望する方は、「入会申込書」「口

座振替依頼書」に所定の事項をご記入の

うえご提出ください。 

入会時に限り、入会金・会費（日臨技

＋都道府県）はコンビニでのお支払いと

なります。ただし、前掲の 2 府 5 県に所

属希望の方は、日臨技入会金＋年会費の

ご請求となります。 

 入会に必要な上記書類は、日臨技ホー

ムページからダウンロードしてください。

入会申込書は会誌「医学検査」1 号巻末に

も綴り込まれています。 

 

◇新入会希望者は、都道府県技師

会にも所属してください ! 
平成23年度に日臨技に入会を希望され

る方は、全国 47 都道府県技師会のいずれ

かに所属していなければなりません。 

 入会申込書の「所属都道府県技師会」

欄に所属を希望する都道府県をご記入く

ださい。 

 日臨技と都道府県技師会は常にイコー

ルパートナーです。両者がコラボするこ

とによってのみ臨床検査の未来が開拓で 

 きます。 

 

◇ 臨床検査技師賠償責任保険登

録用紙の提出はお済みですか？ 

◇ 登録しないと臨床検査技師賠

償責任保険に加入できません ! 

 現在未加入の会員はもとより、既に任

意加入している会員も、今般の手続きを

怠ると 2011年 6月 1日からは無保険状態

になります。 

 過去の医療事故の訴えがあった場合、

事故時に臨床検査技師賠償責任保険に加

入していても、現在未加入であれば保険

が適用されません。今からでも遅くあり

ませんので、直ちに登録用紙を日臨技事

務所に返信ください。 

 

◇新入会希望者は、入会申込書の

保険タイプを選べば自動的に賠償

責任保険に加入できます ! 
日臨技に入会を希望される方は、全員

技師賠償責任保険に加入していただきま

す。入会申込書の「加入保険タイプの選

択」欄の A または B を選択することによ

って加入登録が完了します。 

 

◇ コンビニ払いの会員も技師

賠償責任保険加入登録が必要 ! 

 現在までに約 42,000 名の会員の登録が

完了しました。そのうち、99.6％の会員

の方々が口座登録も完了しています。 

しかし、例年の退会者数を斟酌しても、

約 5,000 名の会員がこの制度変更を全く

知らない恐れがあります。 

 コンビニ払込用紙とともに制度変更の

ご案内、各種登録用紙を郵送しますが、

ご自宅の住所が未登録の会員は施設宛に

ご案内することとなります。周囲に未手

続の方がおられましたら声かけをお願い

いたします。 

 コンビニで会費を納入された会員も技

師賠償責任保険に加入できますが、保険

加入の登録をしないと保障されませんの

でご注意ください。 

 全員加入保険、口座登録ともに随時受

け付けておりますので、速やかなお手続

きをお願いいたします。 

 

◇ コンビニ払いの会員も平成 25

年５月末までは技師賠償責任保険

に加入できます ! 
 コンビニ払いの会員の方は、平成 25 年

度会費納入時期までに引き落とし口座の

登録をお願いします。 

 

◇ 退会を希望される会員は、退

会届の提出を！ 
 今年度で退会を予定している会員は、

年度内に必ず退会届をご提出ください。

提出のない場合は、継続会員とみなし、

23 年度会費を納入していただくことにな

ります。 

 今後、督促を強化する予定であり、督

促に要した費用も併せてご請求しますの

で、ご注意ください。 

 なお、退会等異動届けは当会ホームペ

ージよりダウンロードするか、「医学検

査」1 号巻末をご利用のうえ、所属の都道

府県技師会を経由してお手続きください。 

 

◇ 平成 23 年度から再入会時

の入会金が不要になります ! 
平成 23 年度から、再入会時の入会金が

不要になり、入会金は最初の入会時に一

度だけ納めればよくなります。 

これで長年にわたり喧しく議論されて

きた休会制度も決着しました。 

今後、海外留学や産休・育休などで休

会を希望される会員は、退会手続きをと

り、再入会時に入会手続きをとることと

なります。 

なお、会員番号は変わりませんが、頻

繁に入退会を繰り返すことはお控えくだ

さい。 

 

◇ 会誌「医学検査」、会報「JAMT」

が年間６回＋学会抄録号の刊行に

なります ! 
 今年から会誌「医学検査」が、学会抄

録号を除いて年 6 回の刊行になります。 

 近年、専門学会の整備に伴い投稿原稿

が漸減しており、今年の第 1 号をご覧い

ただければおわかりのとおり、都道府県

推薦論文の特集を組んで、どうにか背に

「医学検査 第 60 巻/第 1 号」と印刷で

きるような有様です。 

 だからと言って、審査を甘くしてむや

みに論文を増やし、会誌の質を低下させ

ては元も子もありません。 

 そこで、質を落とさずにボリュームも

保たせるために年間 6 回の刊行としまし

た。総会議案書の掲載等を考慮して、発

行月は 1 月・2 月・3 月・7 月・9 月・11

月となり、学会抄録号は４月となります。 

 また、本紙、会報「JAMT」も会誌「医

学検査」に綴じ込みとなります。会報

「JAMT」の速報性が損なわれると危惧

される方々も多いと思われますので、そ

の補完措置としてホームページに「会報

JAMT 速報版」を随時掲載することによ

り、逆に速報性の向上を図ります。 

このことにより、年間約 1 億円の経費

が削減され、共済等、会員のための財源

が確保されます。 

 

◇ 来年度から全国学会・地区学

会での公開講演開催案内を全国紙

で広告します ! 
平成 23 年度より、全国学会と 7 箇所で

開催される地区学会において企画される

一般国民・県民向けの公開講演を、全国
P 02 
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紙の第1面に広告することになりました。

広く国民・県民に学会場まで足を運んで

いただくことにより、臨床検査・臨床検

査技師を社会にアピールできるようにな

ります。 

 

◇ 12月１日から地区技師会は支

部に完全移行します ! 
長い年月をかけて検討を重ねてまいり

ましたが、全地区の学会が 11 月までに終

了すること、今年度中に新法人へ移行す

ることを受け、本年 12 月 1 日から新たな

支部制度がスタートします。 

全国を 7 支部に分割し、各支部には、

その支部を構成する都道府県技師会から

１名ずつ派遣された幹事で構成される支

部幹事会が設置され支部業務を執行しま

す。 

幹事の互選で支部長が選出され、各々

の支部から支部長を含めた 3 名が日臨技

理事となる予定です。 

原則として、所属する都道府県技師会

に依拠して帰属する支部が決まります。

現行と比して、会員の皆様に不利益とな

らないような支部活動を構築する予定で

す。 

支部名称と構成都道府県は以下のとお

りです。 

◆ 北日本支部 
北海道・青森県・秋田県・岩手県 

宮城県・山形県・新潟県・福島県 

◆ 関甲信支部 

群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県 

山梨県・長野県 

◆ 首都圏支部 

千葉県・東京都・神奈川県 

◆ 中部圏支部 

静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 

富山県・石川県 

◆ 関西支部 

滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県 

福井県・奈良県・和歌山県 

◆ 中四国支部 

岡山県・広島県・鳥取県・島根県 

山口県・香川県・愛媛県・高知県 

徳島県 

◆ 九州支部 

福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 

熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 

 

◇ 日臨技は一般社団法人への移

行を３月総会に提案 ! 
 新公益法人制度の対応に向け、日臨技

は 2013 年度までに公益法人、一般社団法

人のどちらかに移行しなければなりませ

ん。3 月総会（平成 22 年度第２回定時総

会）には、一般社団法人への移行決議案

と定款改正案が提出されます。 

 当会では、2009 年 4 月に定款・諸規程

検討委員会を発足し、検討を重ねてまい

りました。 

その結果、 

①� 自律的活動が展開できる 

②� すでに法定団体であり、今後の社

会貢献活動で名実ともに社会的信

用の高い団体になり得る 

③� 過去数十年法人税支払い義務は生

じておらず、税制優遇のメリット

はほとんどない 

④� 公益社団への移行はハードルが高

くメリットが少ないにもかかわら

ずリスクが高い 

などの理由で、本年 1月 22日の理事会で、

2012 年 2月から一般社団法人に移行する

ことを決定しました。 

 

◇ 新法人移行までのスケジュー

ルは以下のとおり ! 

◆ 2011 年３月総会 

一般社団法人移行決議 

新法人定款案停止条件付決議 

移行後最初の代表理事を停止条件付選任 

移行後最初の執行理事を停止条件付選任 

◆ 2011 年５月総会 

内部諸規程の停止条件付決議 

◆ 2011 年９月 

認可申請 

◆ 2012 年１月～２月（予定） 

認可・登記・新法人移行 

◆ 2012 年３月総会 

旧法人決算 

◆ 2012 年５月総会 

新法人決算（登記日から年度末まで） 

役員選任 

◆ 今後の作業項目 

１.公益目的財産額の算定・公益目的支出

計画の策定 

２.役員改選スケジュール案策定 

３.定款・主要諸規程（総会規程・理事会

規程・支部規程・会費規程・役員選出

規程・役員報酬規程）の確定 

４.移行認可申請書作成 

５.登記関係書類作成 

 

◇ 新法人の会長候補者選挙は

2012年４月の予定 ! 
 前項で示したとおり、新法人への移行

は 2012 年 2 月を予定しています。旧法人

は、新法人の登記日の前日で解散となり

ます。 

 新法人登記の日から最初の総会（2012

年 5 月）までは、今年の 3 月総会で承認

された最初の理事会（現理事会）が暫定

的に会務を執行します。 

 従って、登記を予定している 2012 年 2

月初旬から 5 月総会までの間に役員候補

者の選出を終えていなければなりません。 

 2 月初めに予定通り登記が完了した場合

のスケジュールをお示しします。 

 

◆ 2011 年 11 月理事会 

 2011 年 12 月 1 日に発足する新制支部

の幹事を承認。 

◆ 新制度による支部の初仕事 

 2011 年 12 月に新制度の支部が発足し

ます。各支部は、発足と同時に幹事会を

開き、支部長（候補者）を選出します。 

また、支部幹事会は、1 名の役員候補者

選出委員を選出します。 

その一方で、支部幹事会は、2012 年 5

月総会から2014年5月総会までを任期と

する支部割当ての理事候補者を選出しま

す。 

◆ 登記完了直後の理事会 
 新法人移行直後の理事会において、役

員候補者選出委員会を承認します。 

◆ 役員候補者選出委員会 
 理事会承認を受けた、各支部から選出

の委員で構成される役員候補者選出委員

会は、直ちに委員会を開きます。 

会長候補者の選挙は、4 月中旬～下旬を

開票日とする日程を予定しています。 

開票日に委員会を開き、会長候補とし

て当選した候補者と、各支部から推薦さ

れた候補者の資格審査を行い、役員候補

者として定時総会に提案することとなり

ます。 

 

◇ 今年の３月予算総会はとても

重要！ ３／４の同意が得られな

ければ日臨技は消滅 ! 
 新法人へ移行するためには定款の改正

が必要です。定款を改正するためには、

定款第 39 条の定めにより、正会員の 4 分

の 3 以上の同意が必要です。 

 新定款が承認されず、移行期間内に一

般社団法人へ移行できない場合、当会は

解散となり、5 万会員が 60 年間かけて

営々と築き上げてきた有形・無形の財産

は雲散霧消することとなります。 

◆ 総会は 2011 年３月 26 日 

 この大事な総会は今年 3 月 26 日(土)に

大森東急インを会場として開催されます。 

 年度末の多忙な時期ですが、万障繰り

合わせての出席をお願いします。 

 この場合、出席票のご提出をお願いし

ます。 

◆ 欠席の場合は委任状の提出を！ 

 万止むを得ず出席不能の正会員の方々

は、必ず委任状をご提出ください。 

 委任状を提出されますと出席したもの

と看做されます。 

新法人移行へ向けてご協力を願います。 

             【金子健史】 
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1 月 21 日に開催された日臨技認定セン

ター中央認定委員会において、平成 22 年

度各種認定試験合格者が決定された。ま

た、「認定一般検査技師」資格更新申請に

ついても承認された。 

加えて、認定制度についての運用にお

いて一部変更することに決定した。 

1．各種認定制度合格者 

1) 認定心電検査技師制度 

94 名(受検者 121 名、合格率 77.7％) 

2) 認定一般検査技師制度 

22 名(受検者 89 名、合格率 24.7％) 

3) 認定臨床染色体遺伝子検査師制度 

・染色体分野 

2 名(受検者 3 名、合格率 75.0％) 

・遺伝子分野 

6 名(受検者 8 名、合格率 66.7％) 

2．「認定一般検査技師」資格更新申請 

更新対象者 115 名中、更新申請者は 96

名で、内 1 名が書類不完全であった。そ

のため、95 名の申請を承認し、書類不完

全な 1 名については不足書類の提出で待

ち審査することとした。 

3．認定制度運用の一部変更について 

1) 認定期間の変更 

現行の認定制度スケジュールでは認定

期間に空白が生じてしまうことから、認

定期間を 4 月から 5 年後の 3 月までの期

間とした。ただし、現在認定資格を有し

ている者については認定期間の 3 カ月延

長で対応することとした。 

2) 認定資格所得者の公表 

この制度による認定技師は各地区にお

いて指導的な役割を担っていただくこと

を目標のひとつとしていること、更に、

制度が社会的に認められるためには不可

欠と考える＜認定取得者の氏名公表＞を

行うこととした。 

3) 認定制度の今後の方針 

認定センターで行っている認定制度の

うち、認定心電検査技師制度については

専門学会を有していることからも別に組

織されている日臨技認定機構で対応すべ

きとの意見一致をみた。 

また、認定臨床染色体遺伝子検査師制

度については、現在これに関連する認定

制度が各関連学会で行われており、それ

らに統一性を持たせる観点からも関連団

体との調整が必要との認識で一致した。 

今後は、その調整段階に入り、更に適

正かつ有意義な認定制度の構築を目指す

こととなる。 

◆ 認定一般検査技師認定資格更新指定 

講習会 予定 

1 九州臨床検査技師会 

  平成 23 年 2 月 5 日(土)－6 日(日) 

  ナースプラザ福岡 

 

2 近畿臨床検査技師会 

  平成 23 年 2 月 20 日(日) 

  奈良婦人会館 

3 中部臨床検査技師会 

  平成 23 年 3 月 5 日(土)－6 日(日) 

  富山国際会議場 

4 四国地区臨床検査技師会 

  平成 23 年 3 月 6 日(日) 

  香川大学医学部 

5 山形県臨床検査技師会 

平成 23 年 3 月 27 日(日) 

山形県立中央病院 

6 岡山県臨床検査技師会 

平成 23 年 5 月 22 日(日) 

川崎医療短期大学 

7 静岡県臨床検査技師会 

  平成 23 年 5 月 29 日(日) 

  浜松医科大学 

◆ 認定心電検査技師認定資格更新指定

講習会 予定 

1 関東甲信地区臨床検査技師会 

  平成 23 年 2 月 11 日(金)－12 日(土) 

  大宮法科大学院 

                                             【番場正人】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 第 86 回北海道地区医学検査学会 

会期：平成 23 年 10 月 22 日(土)・23 日(日) 

会場：とかちプラザ(北海道帯広市) 

学会長：高野良二 

2 第 52 回東北地区医学検査学会 

会期：平成 23 年 10 月 15 日(土)・16 日(日) 

会場：山形テルサ(山形県山形市) 

学会長：安孫子剛宏 

3 第 48 回関東甲信地区医学検査学会 

会期：平成 23 年 10 月 29 日(土)・30 日(日) 

会場：前橋市民文化会館 

学会長：深澤恵治 

4 第 50 回中部地区医学検査学会 

会期：平成 23 年 10 月 22 日(土)・23 日(日) 

会場：名古屋国際会議場(愛知県名古屋市) 

学会長：松本祐之 

5 第 51 回近畿地区医学検査学会 

会期：平成 23 年 10 月 29 日(土)・30 日(日) 

会場：ピアザ淡海県民交流センター、コ

ラボしが 21、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホ

ール 

学会長：吉田 孝 

6 第 44 回中四国地区医学検査学会 

会期：平成 23 年 11 月 5 日(土)・6 日(日) 

会場：アスティー徳島(徳島県徳島市) 

学会長：永峰康孝 

 

7 第 46 回九州地区医学検査学会 

会期：平成 23 年 10 月 1 日(土)・2 日(日) 

会場：熊本保健科学大学(熊本県熊本市) 

学会長：瀧口 巌 

           【長迫哲朗】 

************************************ 

日本看護学校協議会共済会から「平成

23 年度版臨床検査技師のための医療安全

ガイドブック」が発刊されました。これ

は、日本臨床検査学教育協議会および当

会が協力して毎年刊行しています。 

     
  内容は、医療事故防止対策にはじま

り、医療事故における臨床検査技師の責

任、医療事故の法的責任、医療訴訟の特

異性、日臨技福利厚生制度が網羅されて

います。        【田上 稔】 

     

 

          
 

詳しくは、当会ホームページにて･･･ 

http://www.jamt.or.jp/ 

日臨技認定センター 

認定試験合格者決定 
 

 

平成 23年度 

地区学会開催予定 
現行の地区学会としては最後の開催に

なります。 

新法人移行後の学会は、理事会で以下

の通りに決定されました。 

1 新区分け＜7 支部＞単位での開催とな

ります。 

2 学会名称は「平成○○年度日臨技△△

支部学会」に統一されます。 
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◎ 当会が実施している「精度管理調

査」は、臨床検査全分野が網羅されて

いるわが国唯一の精度管理調査です。 

 医療界における臨床検査を担う責任

として、平成 23 年度より会員施設に限

定せず、臨床検査業務を行っている全

施設を対象として実施します。 

◎ そのため、参加申し込み方法は

『Web による参加申込』に統一します。

参加される施設は、当会ホーページ＜

臨床検査精度管理調査＞より申し込ん

でいただきます。申込最終日に Web が

閉じられますとそれ以降は申し込みが

出来なくなりますので注意が必要です。 

◎ 同調査の『手引書』は、Web 画面

に掲載されますので必要なページを打

ち出して使用していただきます。印刷

物としての配布はありません。 

◎ その他、詳細はホームページ並びに

「医学検査」3 号に掲載予定です。 

 

Ⅰ 実施日程(予定) 

◇ 申込開始 

平成 23 年 3 月末 

◇ 申し込み締切 

平成 23 年 4 月 22 日(金) 

午後 11 時 59 分 申込画面閉鎖 

◇ 手引書 Web 公開 

  平成 23 年 5 月 30 日(月) 

◇ 試料発送 

平成 23 年 6 月 7 日(火) 

◇ 報告締切 

平成 23 年 6 月 17 日(金) 

午後 11 時 59 分 入力画面閉鎖 

Ⅱ 実施項目内容 

1．基本項目 

◇臨床化学 

グルコース、総ビリルビン、直接ビリ

ルビン、ナトリウム、カリウム、クロ

ール、カルシウム、無機リン、鉄、総

蛋白、アルブミン、尿素窒素、クレア

チニン、尿酸、総コレステロール、中

性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-

コレステロール、AST、ALT、ALP、

LD、CK、γ-GT、AMY、コリンエス

テラーゼ、尿グルコース、尿蛋白、尿

クレアチニン、ヘモグロビンA1c、Mg、

CRP 

◇免疫血清 

フェリチン、AFP、免疫グロブリン

（IgG、IgA、IgM）、HBｓ抗原定性・

定量、HCV 抗体定性・定量、梅毒 TP

抗体定性・定量、CEA、PSA、β-2M 

◇血 液 

ヘモグロビン濃度、血小板数、白血球

数、プロトロンビン時間、活性化部分

トロンボプラスチン時間、フィブリノ

ーゲン量、フォトサーベイ（血液像、

その他） 

◇一 般 

 便中ヒトヘモグロビン測定（定性・

定量）、尿定性検査（蛋白・糖・潜血）、    

フォトサーベイ（尿沈渣、脳脊髄液、

寄生虫、その他） 

2．オプション項目 

◇微生物 A 

グラム染色、フォトサーベイ（設問文

からの菌推定） 

◇微生物 B 

グラム染色、細菌同定 2 種、細菌薬

剤感受性 1 種、フォトサーベイ（設

問文からの菌推定） 

◇輸 血 A 

 ABO 血液型、Rh(D)血液型 

◇輸 血 B 

 ABO 血液型、Rh(D)血液型、不規則抗

体スクリーニング、同定試験、試験管

法による凝集反応 

◇遺伝子 

C 型肝炎ウイルス(HCV)定性・ 

定量、結核菌群(TB)定性 

◇生 理 

フォトサーベイ（心電図、超音波、神

経生理、呼吸機能） 

◇細 胞 

フォトサーベイ（婦人科、呼吸器、

その他） 

◇病 理 

フォトサーベイ 

Ⅲ 参加番号及び参加費（税込） 

 1．基本項目       24,000 円 

 2．基本項目＋微生物 A＋輸血 A 

39,000 円 

 3．微生物 B              12,000 円 

 4．輸血 B           14,000 円 

 5．遺伝子             12,000 円 

 6．生理                  2,000 円 

 7．細胞                    2,000 円 

 8．病理                    2,000 円 

 9．基本項目＋微生物 B＋輸血 B＋ 

    生 理＋細胞＋病理   50,000 円 

10．全項目             58,000 円 

           【小栗孝志】 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 緒言 

 日臨技・検査値標準化部会では“本邦に

おいて広く共有できる基準範囲の設定”

を 6 つの事業展開の 1 つと位置づけて準

備を進めてきた。 

本プロジェクトは平成 21年 3月に日臨

技・精度保障事業部・検査値標準化部会・

基準範囲設定 WG の企画案として理事会

で承認された。平成 21 年 9 月から平成

22 年 3 月までに全国の協力基幹施設で基

準固体の測定が実施された。 

この事業の特徴はトレーサビリティが

確保された日本全国の 105 基幹施設によ

る測定および医療関連に従事する全国の

健常者ボランティア 5,758 人(18 歳から

68 歳)の大規模な基準個体の協力を得た

点にある。 

基幹施設の精確さの確認および施設間

変動の評価による適切な測定値の収集、

メタボリックシンドローム等の潜在的異

常値の除外および男女比、年齢構成を調

整した後、除外基準より選択された基準

個体を対象として基準範囲を設定した。

本プロジェクトの基準範囲設定の概要図

を示す(図 1)。 

 

図 1 本プロジェクト流れ概要図 

Ⅱ 目的 

日臨技の外部精度管理調査に見られる

ように検査項目の施設間差は小さくなり

標準化がされてきたにも拘らず、基準範

囲は相変わらず施設によってばらばらな

状態である。そのため、精度管理調査お

よび検査値標準化事業によって信頼性が

確保された全国の基幹施設の検査室が共

同で、健常者を対象とした大規模な基準

個体値を得、“本邦において広く共有でき

る基準範囲”を設定し臨床現場での活用

を実現する。 

Ⅲ 対象項目、基準個体 

1 対象項目 

基準範囲設定の対象項目はトレーサビ

リティ体系が整備されている項目、また

測定頻度が多い日常検査項目とした。 

＜CBC＞ 

・WBC、RBC、Hb、Ht、PLT、MCV、

MCH、MCHC 

平成 23年度 

精度管理調査＜概要＞ 
詳細は「医学検査」3 号に掲載予定 

 

 

本邦において広く共有可能な 

基準範囲設定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

報告＜概要＞ 
 

 

(ボランティア）基準個体 基幹施設

同意書

調査票(1次除外基準、他）

採血 正確さの確認

2次除外
（除外基準：メタボリックシンドローム、DM等関連異常値）

基準個体の男女、年齢構成調整

データの正規分布型化：調整Box-Coxべき乗変換

基準範囲の算出：潜在基準値除外法

基準個体測定

長期再現精度
の確認

データクリーン化

基幹施設間変動の検定

日臨技・精度保障事業部・検査値標準化委員会

基準範囲設定WGの設置、プロジェクト承認

都道府県技師会、基幹施設へ協力要請

検査値標準化
事業参加
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＜生化学項目＞ 

・酵素：AST、ALT、ALP、LD、GGT 

CK、AMY、ChE  

・脂質：TG、TCho、HDL-C、LDL-C  

・電解質：Na、K、Cl、Ca、IP、Mg 、 

Fe  

・糖質：Glu、HbA1c  

・含窒素：TP、Alb、CRE、UN、UA、 

T-Bil、D-Bil  

・蛋白：CRP、IgG、IgA、IgM  

2 基準個体と除外基準  

 本邦において広く共有できる基準範囲

の設定の有効性をみるため、健常ボラン

ティア(基準固体)は全国の臨床検査技師

を中心に医療関係の業務に携わる人とし

た。基準範囲の設定の目的を理解し同意

が得られた健常ボランティア年齢18歳か

ら 68 歳を対象とした。 

基準範囲設定における除外対象者の 1

次除外基準は、1)慢性疾患(糖尿病、高血

圧、高脂血症、痛風、うつ状態など)で定

期的に薬物治療を受けている。2）入院を

要する急性疾患や手術から回復後 2 週間

以内。3）妊娠中または分娩後 1 年以内、

とした。 

2009年 10月より 2010年 3月の期間に

北は北海道、南は鹿児島から 105 の基幹

施設の協力がえられた。健常ボランティ

ア数は 5,758 人であった。 

3 試料の採取および測定 

 健常ボランティアには、採血数日前よ

り強い運動を避け、採血前夜 10 時以降の

飲食、飲酒(水分補給は可)を禁じ、採血前

10 時間以上絶食を依頼した。採血前 5～

10 分間座位安静後に全血でトータル 9ml 

(CBC 用、血糖・HbA1c 測定用、化学・

免疫測定用)を採取した。末梢血検査およ

びは血糖、HbA1c は速やかに測定した。

血清は採血後 30 分間放置後遠心分離

(3000ｇ10 分間)後、速やかに測定に供し

た。 

Ⅳ 基幹施設の精確さ(正確さおよび長期

精密性) 

1 精確さの確認方法 

 基幹施設の精確さ(正確さおよび長期精

密性)の確認は 2009 年 6～12 月の期間に

実施した。正確さの試料として常用参照

標準物質(JCCRM,JCCLS・CRM、IRMM 

DA470 など 7 種類)を測定した。長期精密

性（施設内再現精度）には 4 種類の管理

試料・血球およびヒトプール血清を用い

た。施設内再現精度の確認は、化学項目

は毎週 1 回二重測定(／日)を 17 週間、血

算及び HbA1c は 10 月 5 日から 11 月 6 日

の間に 1 日 2 回測定を 20 日(回)行った。 

2 正確さおよび施設内再現精度の許容限

界 

正確さおよび施設内再現精度の許容限

は日本臨床化学会が提示する BA％、

CVA%および日本臨床衛生検査技師会が 

提示する技術水準に基づいた。 

      

基幹施設の正確さおよび施設内再現精

度の評価結果は、許容限界を超えた施設

数は測定した延施設数(3000 施設余り)の

それぞれ 1.3％、0.4%に相当し僅かなもの

であった。これらの示す意義は、本プロ

ジェクトの根幹をなす 105 の基幹施設に

おける精確さが確保されていることを明

確にしたところにある。 

Ⅴ 統計処理、基準範囲の算出 

1 統計処理 

1)施設間変動、性別間変動、年齢間変動 

基準個体の測定値は、施設間変動、性

別間変動、年齢間変動、残差変動の 3 段

枝分かれ分散分析にて検定した。基幹施

設別データ分布図を描き、分布に偏りの

認められる施設のデータは除外した。性

別間SDRが大きく性別の基準範囲の設定

が必要な候補項目は、CRE、UA、Hb、

Ht、RBC、GGT、ALT、CK、TG、ChE 

IgM、HDL-C、ALP(SDR:1.75～0.49)が

挙げられた。年齢間 SDR0.3 以上であっ

た年齢別基準範囲を考慮すべき候補項目

は TCho、TG、LDL-C、HbA1c、GGT、

Glu など 12 項目あまりあった。 

2)地域間変動 

本邦において広く共有できる基準
．．．．．．．．．．．．．．．

範囲
．．

の設定が本プロジェクトの目的であり、

地域間差の評価は重要な課題であった。

そこで、地域間の区分は基幹施設を北海

道、東北、関東甲信越、東海、近畿、中

国、四国および九州の 8 地域のサブグル

ープとした。施設間変動と同様の枝分か

れ分散分析にて検定したところ、いずれ

の項目も SDR が 0.30 未満であり、有意

差を認めなかった。これは全国で統一し

た基準範囲の設定を可能とする重要な結

果であった。 

2 調整 Box-Cox べき乗変換によるデー

タの正規分布化 

項目ごとの基準値の分布を調整

Box-Cox べき乗変換法(市原法)を用い正

規分布型に変換した。正規化の判定基準

は尖度±3、歪度±0.3 が正規性の指標とな

るが、以下に示す項目以外いずれも指標

内であった。男女 LD の尖度 4.05、Ht の

歪度 0.47 男性の歪度 TG の－0.37、女性

の歪度 CRP の 0.47 のみであった。しか

も、指標を超えた項目はいずれも僅かな

変動で概ね正規分布型とみなせた。 

3 基準範囲の算出 

1)2 次除外基準 

2 次除外基準として基準個体から異常

値を除外するために、検査診断上の異常

レベル、貧血、炎症に関係する項目(Glu 

GGT、ALT 等 19)の異常値を除外した。

これによって 2 次除外後の基準個体は約

5000 人となり、男女比は 1:2.2、年齢分

布に差が認められたため、男女比 4：6、

年齢分布は均等に調整し、基準個体数は

約 3400 人となった。 

2)メタボリックシンドロームに関係する 

項目の除外基準(TG,AST,ALT,GGT,CRP) 

メタボリックシンドローム関連項目の基

準範囲算出には BMI≧26Kg/m2、アルコ

ール≧140g/week を除外基準とした。 

3)基準個体の構成 

基準個体の構成は男女比 5：5、年齢分

布均等が基本条件となるが、この条件の

基準範囲と男女比 4：6、年齢分布均等の

基準範囲を比較すると、上下限値幅が

10%以上の差が生じた項目(上下限値幅)

は CRP(0.13mg/dl)、GGT（22U/L；女性）、

ALT(18U/L；女性)、など 8 項目であった。

これらの項目の上下限値幅は非常に小さ

く、10％以上の差は、例えば CRP では

0.014mg/dl、GGT では 2.7U/L、ALT で

2U/L であり、両者の基準範囲に明らかな

差は認めなかった。そのため、基準個体

を男女比 4：6、年齢分布均等の構成の基

準個体より基準範囲を設定した。 

4)基準範囲の算出 

基準範囲の算出には潜在異常値除外法

を用い 1)、2)の除外された基準個体を用

い、男女混合、男女別の条件および年齢

別に算出した。項目ごとの基準値の分布

を調整 Box-Cox べき乗変換法(市原法)を

用い正規分布型に変換し、パラメトリッ

ク法で求めた。 

Ⅵ 共有基準範囲、年齢別基準範囲 

表 1 に男女混合、男女別基準範囲を示

した。 

【山本慶和(検査値標準化部会担当委員)】 

 

 

 

 

 

・臨床検査データ標準化の全国実現を目

標に、全国 47 都道府県技師会を対象とし

た 4 年間の活動実績を基に、2011 年度も

引き続き、国民のための検査データ信頼

性保証の達成を目指した事業を展開する

予定である。 

・対象測定項目は、標準物質が設定され

ている項目、および標準的な健診・保健

指導プログラムで取り上げられる項目と

し、地域単位および全国的なトレーサビ

リティー連鎖の実現と継続性確認のため

の手順を構築し実践する。 

・更に、当会主催の精度管理調査事業や

標準化事業、各都道府県技師会が主催す

る精度管理調査において利用する調査試

料の一元作製を目標に、性能評価を行い、

事業の可否を検討することとしている。 

・また、酵素活性の基準測定操作法を実

施する測定機器および技術を持った基幹

施設の検査室、計量学的トレーサビリテ

ィーによる測定値の不確かさを基準内に

管理している検査室を日臨技基準検査室

として全国 30 施設程度を設置する。 

           【岩上みゆき】 

※精度管理事業、標準化事業、施設認証

事業、基準範囲などに関する詳細は、ホ

ームページ並びに「医学検査」3 号に掲載

予定である。 

臨床検査データ標準化事業 

2011 年事業計画案(概要) 
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表１ 基準範囲一覧  

 

Item Unit n 下限 中央値 上限 n 下限 中央値 上限 n 下限 中央値 上限

TP g/dL 0.00 0.19 2632 6.6 7.3 8.0 1077 6.7 7.3 8.0 1555 6.6 7.3 8.0

Alb g/dL 0.45 0.36 2526 4.1 4.6 5.1 1028 4.2 4.7 5.2 1498 4.0 4.5 5.0

CRE mg/dL 1.75 0.28 1057 0.65 0.83 1.06 1546 0.46 0.61 0.78

UN mg/dL 0.37 0.36 2559 7.8 12.5 20.0 1043 9.0 13.4 20.8 1517 7.2 11.9 18.9

UA mg/dL 1.36 0.11 1068 3.8 5.9 8.0 1555 2.6 4.1 5.6

TG mg/dL 0.67 0.47 722 41 82 222 1110 30 58 124 ＊

TCho mg/dL 0.04 0.55 2614 140 193 264 1061 135 196 262 1553 142 192 264

HDL-C mg/dL 0.58 0.11 2532 43 68 101 1026 39 61 91 1502 50 73 104

LDL-C mg/dL 0.27 0.47 2526 63 108 171 1024 66 116 178 1503 62 104 163

T-Bil mg/dL 0.20 0.19 2481 0.4 0.8 1.5 986 0.4 0.8 1.5 1502 0.4 0.8 1.4

D-Bil* mg/dL 0.21 0.13 1897 0.0 0.1 0.3 757 0.0 0.1 0.3 1154 0.0 0.1 0.2

D-BIl** mg/dL 0.30 0.19 607 0.0 0.2 0.4 253 0.0 0.2 0.5 356 0.0 0.2 0.4

GLU mg/dL 0.32 0.41 1704 76 91 107 695 78 93 110 1008 75 90 105

AST U/L 0.44 0.27 2259 13 19 30 923 14 20 32 1333 12 18 27 ＊

ALT U/L 0.78 0.30 2247 8 15 32 917 10 19 42 1330 7 13 27 ＊

ALP U/L 0.49 0.30 2628 107 182 318 1072 122 202 330 1554 104 167 299

LD U/L 0.14 0.37 2602 124 165 226 1063 125 167 224 1539 123 165 224

GGT U/L 0.90 0.41 896 13 24 73 1310 8 15 33 ＊

CK U/L 0.76 0.18 1056 61 116 257 1528 43 80 157

AMY U/L 0.12 0.00 2549 45 77 140 1042 42 75 137 1506 46 79 138

ChE U/L 0.64 0.31 2469 208 308 466 1006 234 346 470 1460 200 287 425

Na mmol/L 0.53 0.33 2402 137 141 144 985 138 141 145 1416 137 140 144

K mmol/L 0.21 0.00 2559 3.6 4.1 4.8 1044 3.7 4.2 4.9 1518 3.6 4.1 4.8

Cl mmol/L 0.12 0.18 2276 101 104 108 925 100 104 108 1349 101 105 108

Ca mg/dL 0.30 0.18 2244 8.7 9.4 10.1 910 8.9 9.5 10.2 1334 8.7 9.3 10.1

IP mg/dL 0.00 0.31 2562 2.7 3.6 4.5 1044 2.6 3.5 4.5 1519 2.9 3.7 4.6

Mg mg/dL 0.00 0.00 1271 1.8 2.1 2.4 484 1.8 2.1 2.4 787 1.8 2.1 2.4

FE μ g/dL 0.33 0.08 2518 32 98 181 1020 53 105 187 1489 26 90 177

CRP mg/dL 0.15 0.41 2048 0.00 0.03 0.15 838 0.00 0.03 0.17 1209 0.00 0.03 0.14 ＊

IgG mg/dL 0.28 0.09 2049 867 1247 1724 874 845 1192 1661 1173 908 1286 1762

IgA mg/dL 0.15 0.14 2024 94 204 393 857 97 215 407 1166 92 196 377

IgM mg/dL 0.62 0.30 1969 39 106 249 837 36 82 188 1125 52 127 265

WBC 10^3/mcL 0.11 0.13 2488 3.3 5.4 8.6 1019 3.5 5.5 8.6 1469 3.2 5.3 8.5

RBC 10^4/mcL 1.26 0.21 1086 431 498 560 1501 385 440 498

 Hb g/dl 1.50 0.07 1083 13.5 15.3 16.9 1508 11.0 13.2 14.8

Ht % 1.50 0.09 1059 40.6 45.4 49.9 1477 34.7 39.8 44.4

MCV ｆｌ 0.27 0.00 2568 82 91 98 1075 85 91 99 1497 81 91 98

MCH pg 2516 27 30 33 1055 28 31 33 1472 26 30 33

MCHC % 2528 31 33 35 1056 32 34 35 1471 31 33 35

PLT 10^4/mcL 0.24 0.11 2573 15.8 24.1 35.3 1049 15.3 23.2 33.9 1522 16.4 24.8 35.8

HbA1c % 0.09 0.46 2462 4.6 5.0 5.6 992 4.6 5.1 5.6 1470 4.5 5.0 5.5

D-Bil＊：酵素法　　D-Bil＊＊：化学酸化法　　＊：メタボリックシンドローム除外条件

：数値はSDR値。　性別および年齢別に変動を認め、基準範囲設定の参考にすべき項目

total 男性 女性性別指
数

（SDR)

年齢別
指数
（SDR)
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 新年早々の 1 月 7 日厚生労働省合同庁

舎会議室において第 4 回厚生労働省のチ

ーム医療推進方策検討ワーキンググルー

プ（WG、座長＝山口徹・虎の門病院院長）

が開催された。今回も前回に引き続き、

各職種の現状と課題について、委員から

ヒアリングを行った。 

冒頭、看護師や薬剤師など医療関係職

種の連携を促したり役割を拡大したりす

ることで、チーム医療を推進するため、

厚生労働省は来年度、チーム医療の安全

性や効果について検証する実証事業に新

たに着手する。 

同省では当初、来年度予算の概算要求

の「元気な日本復活特別枠」（特別枠）に

約 15 億 5000 万円を計上し、315 施設で

の検証を想定していたが、予算案では 3

億 6500 万円となり、最終的に 90 施設ま

で大幅に絞り込んだ上で取り組むことに

なった。 

 この日の WG では、5 人の委員からヒ

アリングを実施した。 

遠藤康弘委員（埼玉県済生会栗橋病院

院長）は、チーム医療に不可欠な新たな

人材として医療クラークを導入、その取

組と効果について述べた。段階的な採用

経緯、教育プログラムの実践を通じ、医

師を始めあらゆるセクションで干渉的な

業務を担っているとした。 

高本眞一委員（三井記念病院院長）は、

病気を持った人を治す(Cure)と精神的、

身体的に患者をサポート（Care）する仕

事をしっかり分担する必要があるとし、

看護師ばかりでなく ME 技師も検査技師

も、それぞれが専門性と責任を持つべき

であるとした。 

自身の心臓血管外科医としての経験か

ら、自分の専門以外の診療については素

人に近いと言える。医師は万能ではない。

何時までも医師に依存するのではなくお

互いに自立、信頼し合いながら医療を進

めることが望ましいと述べた。一方、話

題の特定看護師について、ナースプラク

ティショナー(NP)とフィジシャアソシエ

イト(PA)と特定看護師とを比較し、自ず

と限界があることを示した（表） 。 

 原口信次委員（東海大学医学部付属病

院診療技術部長）は、放射線技師の立場

から CT 検査について、造影剤注入ルート

の確保は研修医、看護師は患者の看護・

介助に専念、放射線科医は読影に専念、

診療放射線技師は撮影と画像作成に専念。

このようにチームが一丸となることで時

間短縮と効率化を図っているとした。 

松阪淳委員（国家公務員共済組合連合 

会枚方公済病院臨床工学 

科）は、高度かつ専門性の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高い ME 機器について臨床工学技士がし

っかりサポートすることで、手術場、ICU

や病棟円滑な医療が成り立っているとし

た。 

鈴木紀之委員（筑波メディカルセンタ

ー病院法人事務局次長・副院長）はチー

ム医療推進にあたり事務部門の立ち位置

と病院経営改善との相乗効果を引き出す

ための活路に付いて述べた。特に黄金率

と言われている人件費 50、材料費 30、経

費20を総事業費として活用する方法につ

いて述べた。 

 また医療専門職の 15 団体でつくるチー

ム医療推進協議会（代表＝北村善明・日

本放射線技師会理事）は本ワーキンググ

ループで、来年度から同省が新たに着手

する「チーム医療実証事業」について、

病棟配置型チームの検証などの具体案を

示した。 

 同事業は、先に述べた通りチーム医療

の安全性や効果を検証することを目的と

して、政府は来年度予算案で 3 億 6500 万

円を計上している。年度内に WG が策定

するガイドライン（事例集）に基づき、

全国の 40 施設で、医師、看護師、薬剤師、

管理栄養士などの業務の安全性、重症化

の予防、医師の業務の効率化―などにつ

いて検証する。 

 同協議会を代表して発言した取出涼子

委員（初台リハビリテーション病院教育

研修局 SW 部門チーフ）は、病棟配置型

チームの検証に加え、法制度と実態が乖

離している「グレーゾーン」の整理を提

案した。 

 病棟配置型チームの検証では、医療専

門職を病棟に過不足なく配置した場合の

検証に加え、DPC では、「必要な検査や

治療をしない医療機関が出てくる」こと

から、「倫理」も評価項目に入れるよう要

望。また、「グレーゾーン」の整理では、 

診療放射線技師が行う「ミルキング」（放

射性医薬品の作成）や救急救命士の活動

場所などの問題を早急に解決するよう求

めた。 

取出委員はまた、チーム医療の評価の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在り方についても発言。米国の「P4P」（医 

療費支払いの成果主義）や「COE」（病院

の機能評価）の日本版を導入し、チーム

医療の目的や達成度を検証するとともに、

医療の質の評価を導入することを提案し

た。 

 チーム医療実証事業について取出委員

は、「理想のチームを検証することが重

要」とした上で、「すべての病院では現実

的に無理なので、『チーム医療を 60 パー

セントやれている』というような議論に

つなげる。そうした順番で検討すべきだ」

と述べた。 

残念ながら本チーム医療推進協議会に

は本会は参画していない。 

前号の会報 JAMT で第 1 回、第 2 回の

議論の骨子を掲載したが、今回はこれに

第 3 回の骨子を加え掲載しておく。参考

にされたい。 

 

１．チーム医療を推進するための基本的

な考え方 

○ 我が国の医療は非常に厳しい状況に直

面しており、医学の進歩、高齢化の進行

等により医師や看護師の許容量を超えた

医療が求められる中、チーム医療の推進

は必須である。 

○ チーム医療を推進する目的は、専門職

の積極的な活用、職種間の有機的な連携

を図ること等により医療の質的な改善を

図ることであり、そのためには、①コミ

ュニケーション、②情報の共有化、③チ

ームマネジメントの３つの視点が重要で

ある。 

○ 医療スタッフ間における情報の共有の

ための手段としては、定型化した書式に

よる情報の共有化や電子カルテを活用し

た情報の一元管理などが有効である。 

○ 患者もチーム医療の一員という視点も

重要であり、患者に対して最高の医療を

するために各職種がどのように協力する

かを考える必要がある。 

また、患者もチームに参加することに

よって医療者に全てを任せるのではなく、

自分の治療の選択等に参加することが必 

厚生労働省 

第 4 回 チーム医療推進方策

検討 WG報告 
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要である。 

○ チーム医療を展開する中で、医師が

個々の医療従事者の能力等を勘案して

「包括的指示」を積極的に活用すること

も重要な手段であるが、「包括的指示」の

要件等をあまり定型化しすぎると医療現

場の負担増になる可能性に注意が必要で

ある。 

○ チームの質を向上させるためには卒

前・卒後の教育が重要であり、専門職と

しての知識や技術に関する縦の教育と、

チームの一員として他職種を理解するこ

とやチームリーダー、マネージャーとし

ての能力を含めた横の教育が必要である。 

◆例） チーム医療の教育（昭和大学） 

 学部の枠を超えて共に学び、患者に真

心を込めて医療を行うことを理念として、

低学年から学部連携学習を通じて基礎作

りを行い、高学年においては医療現場で

のチーム医療の実践的学習を行うなど、

チーム医療を参加型で学習する体系的カ

リキュラムを構築している。 

○ 急性期、回復期、維持期、在宅期にお

いて求められるチーム医療のあり方はそ

れぞれ異なるものであり、各ステージに

おけるチーム医療のあり方を考えるとと

もに、各々のチーム医療が連鎖するよう

な仕組みの構築が必要である。 

 

２．急性期・救急医療の場面におけるチ

ーム医療 

○ 高齢者に対しては、高齢者に特徴的な

廃用症候群や低栄養状態などの様々な合

併症に対応するための対策が必要であり、

そのためには急性期の段階からの対策が

重要である。 

○ 急性期医療におけるチーム医療につい

ては、現状ではマンパワーが限られてい

ることから、尐数の専門職が課題に応じ

てチームを編成する「専門部隊型のチー

ム医療」が中心となっている。「専門部隊

型のチーム医療」においては、質の高い

チーム医療の提供は可能であるが、カン

ファレンス等により情報共有のためのす

りあわせが必要であるため、処理能力に

は限りがあり、手術室や ICU などのリス

クの高い患者に対するチーム医療には適

している。 

○ 今後の急性期医療におけるチーム医療

においては、十分な専門職を病棟に配置

する「病棟配属型チーム医療」により、

必要な患者全てに対して、必要な時に十

分な質の高い医療サービスを提供するこ

とが期待されている。 

◆例 1) 急性期における栄養サポートチ

ーム(近森病院)の取り組み 

管理栄養士を病棟に配属し、患者の身

体所見等の確認を直接行ったり、業務の

標準化や電子カルテによる書式の標準化

を通じた情報共有を図ったりすると共に、

院内 PHS を活用し、どこでも連絡をとれ

る状態にし、必要な時に必要な症例に対 

して NST 介入を行っている。 

◆例 2－1） 病棟における医薬品の安全

管理（東住吉森本病院） 

 2 病棟に 3 名の薬剤師を配置することに

より病棟への常駐体制を実現し、患者の

状況や検査結果などをリアルタイムで把

握しつつ、薬歴管理を行うことにより、

積極的な処方提案や持参薬を継続使用す

る際のリスク軽減などを行うと共に、他

の医療スタッフへの助言及び相談へ対応

している。 

◆例 2－2）手術室における薬剤師の取組

（広島大学附属病院） 

 医師、看護師等と共に安全な手術のた

めのチームを構成し、手術中に使用され

る医薬品管理を手術室に常駐された薬剤

師が担当している。具体的には、麻薬・

消毒薬を始めとする手術部内の全ての医

薬品管理や手術時の使用薬剤のセット、

注射剤混合調整、麻薬記録監査、各職種

への医薬品情報提供などの業務を実施し

ている。 

◆例 3） 入院患者の状態に応じたきめ

細やかな栄養管理の効果 

 入院時に主観的包括的アセスメントの

結果、中等度栄養障害と判断された患者

に対して、術前に栄養介入を実施するこ

とにより術後の在院日数が有意に低下す

ることが報告されており、病棟で管理栄

養士がきめ細かな栄養管理を実施するこ

とにより、医療の質が向上している。 

 

３．回復期・慢性期医療の場面における

チーム医療 

○ 回復期のチーム医療においては、褥清

対策や栄養管理、感染対策といった課題

に対応することが求められており、その

ためには病棟への様々な専門職の手厚い

配置が求められている。回復期リハビリ

テーション病棟においては、診療報酬に

おける配置基準よりも多くのリハビリス

タッフや ST、配置基準には規定されてい

ない管理栄養士、社会福祉士等を配置し

ている。 

○ リハビリテーションにおいては、実用

的な日常生活における諸活動の実現を目

的として、リハビリテーションチームに

よって全人的アプローチが行われており、

リハビリ関係職種だけではなく様々な職

種とカンファレンスを軸にした情報共有

と連携を行っている。 

◆例) 回復期におけるチーム医療（長崎

リハビリテーション病院)の取り組み 

専門職間の縦割りを解消するため、医

師を含めた医療職は全て臨床部の所属と

したほか、ナースステーションをスタッ

フステーションと、ナースコールをスタ

ッフコールと変更するなどの工夫を行っ

ている。48 床に対してスタッフ 76 人と

いう手厚い配置を行っており、看護を基

盤として互いに他職種を尊重し、明確な

目標に向かつてそれぞれの見地から評価

を行い、専門的技術を効率よく提供する

観点からチームアプローチを行っている。 

 

４．在宅医療の場面におけるチーム医療

(医療・介護・福祉の連携) 

○ 在宅医療において、質の高い医療を効

率よく提供するためには、①チームの統

合性、②チームのスピード性、③チーム

の効率性の 3 つの要素が必要である。 

○ 在宅医療における医師と看護師の連携

については、患者対応のスピードが求め

られるとともに実施する医療行為には

様々なものがあることから、在宅医療を

担う医療機関と訪間看護を担う機関が提

供する医療に関する哲学や実際のやり方

を共有することが重要である。 

○ 入院から在宅への移行支援については、

在宅チームが主導して在宅への移行準備、

試験外泊等を実施する仕組みを構築する

ことが必要である。 

○ 在宅医療において、患者、家族の不安

を取り除くために24時間対応は非常に重

要であり、確実な連絡体制を確保する必

要がある。 

◆例 1) 在宅医療におけるチーム医療(ク

リニック川越)の取り組み 

 医師と看護師の一体化したチームで提

供する医療の哲学、実施方法を共有する

とともに、電子カルテを活用してリアル

タイムに情報共有を行っている。医療機

関と訪問看護機関の緊密な連携を前提に、

医師の指示を工夫するとともに、看護師

の臨床能力評価に応じて実施可能な医行

為を決めることにより看護師の裁量権を

拡大している。在宅緩和ケアにおいては、

薬剤師が関わるケースが増加しており、

麻薬等の薬剤の配送や服薬指導、中心静

脈栄養の調剤等の役割を担っている。 

◆例 2） 地域緩和ケアを支える病院薬

剤部と保険薬局等との連携（国立がんセ

ンター東病院） 

 薬局薬剤師が退院時カンファレンスへ

参加し、病院薬剤師、薬局薬剤師、訪問

看護を行う看護師及びケアマネージャー

間で、患者の症状変化やケアプランなど

についての情報を共有することにより、

地域緩和ケアなどの在宅医療の質を向上

するための取り組みを行っている。その

際に薬剤師は、他職種からの薬剤に関す

る相談を積極的に受け付けることのほか、

患者（特に高齢者）の嚥下能力や理解力

などから適切な剤形を選択すること（速

崩壊性製剤、ゼリー製剤等の選択、とろ

みの添加等）、多職種連携により得られた

食事、排泄、運動等に関する情報から患

者の体調を定期的にチェックし、薬剤の

効果や副作用を評価することなどの役割

を担っている。 

◆例 3） 入院から在宅まで連携した栄

養管理に取り組み 

 入院時から、管理栄養士が患者の状態・

病態や生活の状況に応じた 
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患者の食事支援等を行い、退院後の継続

的な栄養維持のための支援として、外来

栄養食事指導を行い、通院困難者に対し

ては、在宅訪問栄養食事指導にてフォロ

ーを行うなど、入院時から退院後まで一

貫して栄養管理を行うことによって質の

高い栄養管理の実施が可能となっている。 

 

５・医科・歯料の連携 

○ 口腔ケアは誤嚥性肺炎予防の基本であ

り、医療・介護の現場で歯科医師・歯科

衛生士をチームの一員として活用するこ

とにより、高齢患者において特に重要な

合併症の予防が期待される。 

○ チーム医療に歯科医師等の歯科関係職

種を活用し、口腔内管理の徹底を図るこ

とで、誤嚥性肺炎や窒息事故等の発生を

防止し、その後の医療を円滑に行うこと

に貢献するとともに、摂食・嚥下障害、

低栄養状態、口臭等に対する専門的な医

療対応を行うことが可能となり、入院患

者の QOL 向上に寄与することができる。 

○ 医科・歯科連携を行うことで、入院患

者の QOL の向上だけでなく、退院後も在

宅、施設等の生活する場における地域連

携パスに繋ぎ、口腔の医療面からの地域

医療に貢献することが可能となる。 

○ 病院における医科・歯科連携は、歯科

を標榜していない病院が多いことから、

病診連携も含め、歯科医師が、あるいは、

歯科医師と歯科衛生士がともに参画する

ことが必要であり、そのための施策の整

備が望まれる。 

◆例) 医科歯科連携におけるチーム医療

(長崎リハビリテーション病院)の取り組

み 

 歯科診療オープンシステムを活用して

非常勤歯科医師と歯科衛生士を活用した

医科・歯科連携を行っている。 

◆例）医科歯科連携におけるチーム医療

（昭和大学病院）の取り組み 

チーム医療の実践、チーム医療教育、地

域医療連携を３本柱とした口腔ケアセン

ターを設置している。歯科のある病院に

おいては、歯科を通してチーム医療に参

加し、歯科のない病院においては、病棟

へチームが直接に参加して医科・歯科連

携を行っている。 

 

６．特定の診療領域等におけるチーム医

療 

○ 特定の診療領域や課題に応じて、様々

な職種による治療チームを構成してチー

ム医療を実践することにより、各職種が

それぞれの専門性を発揮した業務に取り

組むことが可能になり、医療の質と効率

性の向上といった効果が期待される。 

◆例) 特定の診療領域等におけるチーム

医療の取り組み 

・褥瘡対策チーム(脳血管研究所美原記念

病院の例) 

     看護師が褥清発生リスクを

随時評価し、医師・薬剤師口看護師がベ

ッドサイドにて薬剤選択及び治療方針の

決定を行い、ハイリスク患者に対して積

極的な体位変換を実施する取組により、

ハイリスク患者が多い中で褥瘡発生率を

低く抑え、治癒率も良好な水準となって

いる。 

・リハビリチーム(脳血管研究所美原記念

病院の例) 

医師及びリハビリスタッフがリハビリ

の適応の確認を行い、リハビリスタッフ

と看護師が連携して、超早期からのリハ

ビリを実施するとともに、日常生活援助

にリハビリ的看護ケアを導入するなどの

取組により ADL の改善度合いが向上し

ている。 

 

７．医療スタッフの業務の効率化・業務

負担の軽減 

○急性期の医療におぃて、現在は個別の

課題に応じて必要な専門職を集めた「専

門部隊型のチーム医療」が行われている

が、十分なマンパワーを確保して必要な

専門職を病棟に配置する「病棟配属型チ

ーム医療」が望ましい。 

◆例 1) 薬剤師の病棟配置による薬剤管

理の取組 

薬剤管理において、薬剤師を病棟に配

置し、医師と協働した薬物療法の検討、

注射薬の調製、医師・看護師と協働した

点滴投与時の注意事項の確認等を実施す

ることにより、薬剤に関するインシデン

ト報告件数が減尐する効果が現れている。 

 また、病棟配置により、患者の状況や

検査結果等を随時把握することが可能と

なり、積極的な処方提案や持参薬の適正

管理、次の処方のためのフィードバック、

フィジカルアセスメントの実施による薬

効・副作用モニタリング、副作用を抑え

るための薬学的管理、他職種への助言・

相談、薬物療法のプロトコル管理などの

薬剤の適正使用に関する業務を薬剤師が

担うことにより、薬剤に関連する有害事

象の発生や重篤化の防止など、医療安全

の質が向上する。 

◆例 2） 管理栄養士の病棟配置による

栄養管理の取組 

 患者の日々の栄養摂取状況と摂取栄養

量を把握し、栄養不良のリスクを回避す

ると共に、治療食や栄養管理方法につい

て他職種への助言・相談、患者、家族へ

の説明や調整を行うことにより、質の高

い栄養管理を実施できるとともに、看護

師等の行っている業務を軽減することが

できる。 

○ 全日本病院協会が実施した看護師の業

務に関する調査によると、依然として看

護師が機器点検や物品管理、検体搬送等

の業務を実施しており、他職種との業務

分担等による業務の見直しが必要である。 

【小沼利光】 

次号へ続く･･･ 

 

 

厚生労働省のチーム医療推進会議は、

17日の会合で「チーム医療推進のための

看護業務検討WG」が特定看護師(仮称)や

看護師の業務範囲の検討を進める方針を

了承した。今後、「看護師が行う医行為

の範囲に関する研究班」の看護業務実態

調査における“看護師の実施が可能”の

回答により一定程度得られた業務や行為

を中心に類型化するとしている。 

その医行為の基準は、臨床研修医が初

期研修で勉強する範囲とし、①大学院修

士課程などで一定の系統的教育を受けた

看護師が実施、②医療現場などで一定の

訓練を積んだ看護師が実施、③現行の看

護基礎教育で対応でき、看護師のさらな

る活用が望まれるもの－に分類する方針

を了承した。 

医行為の分類作業について各委員から

は、「保助看法の＜診療の補助＞の範囲

を整理する取り組みであり、高いレベル

の①は医療安全の観点から、一定の教育

研修のプロセスを経た看護師にやっても

らい、それが特定看護師ということ」、

「医行為の分類作業が特定看護師や看護

師の業務範囲をめぐる議論の進展になる

ものと期待出来る。看護師が24時間365

日、患者のそばにいる点で、チーム医療

の中で看護の業務を重要視して議論して

きたことから、その方向性を出すべき」、

「医行為を分類するのは分かりやすい。

これらの行為は保助看法の範囲で解釈で

きる」などの意見が出された。 

日本医師会は、「医行為は原則として

医師しかできない。保助看法のレベルで

医行為を行うのは危険である。誰が責任

を取るのか」との分類作業に対して難色

を示した。 

 一方、医療従事者の職能団体などで構

成するチーム医療推進協議会は、20 日の

会合で、チーム医療推進会議への対応を

協議し、推進方策 WG や看護業務 WG で

チーム医療推進の検討課題となっている

「医師の包括的指示」について要件の明

確化が急がれるとして、厚労省に対して

要望を示す方針を固めた。 

世話人会による要望書をまとめ、今月

中にも提出する予定としている。 

 また、文部科学省では、「チーム医療

推進のための大学病院職員の人材養成シ

ステムの確立」事業を実施するための、

公募要領の策定や選定審査を行う「選定

準備委員会」を構成する有識者の推薦を

日本放射線技師会、日本臨床工学技士会、

日本理学療法士協会、日本栄養士会、日

本臨床衛生検査技師会へ依頼した。 

 当会では、委員の派遣は予定している

が、間違ってはならないことは「システ

ムは良質の医療を作り得ない。医療人と

しての全人教育が最重要」である。 

            【髙田鉃也】 
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 平成 22 年度医療安全管理者研修会が、

179 名の参加者を得て、平成 23 年 1 月 23

日(日)に修了した。 

 

 
 

厚労省医政局総務課医療安全推進室初 

村恵氏の、「厚労省における医療安全対策

の取り組み状況について」は、同省が行

っている事業説明を行った。 

平成 11 年以降、大学病院等における医

療事故が相次いで発生したことにより、

平成 14年 4月に医療安全対策検討会議が

「医療安全推進総合対策」を取りまとめ

た。平成 15 年 12 月には、「医療事故対策

緊急アピール」において、「人」「施設」「も

の」を医療安全対策の三つの柱とした。

平成 16 年 10 月には日本医療機能評価機

構による医療事故等の事案の収集事業が

開始された。 

平成 17 年 6 月に、医療安全対策検討会

議において、「医療安全推進総合対策」が

取りまとめられ、「医療の質の向上」とい

う観点を一層重視し、これまでの対策の

強化と新たな課題への対応を行うべきこ

ととされ、社会保障審議会医療部会がま

とめた、「医療提供体制に関する意見」（平

成 17 年 12 月）に盛り込まれ、平成 18

年に医療法の改正が行われた。 

平成 17 年 9 月には、「診療行為に関連

した死亡の調査分析モデル事業」を開始

した。平成 22 年４月から一般社団法人日

本医療安全調査機構が同事業の実施主体

となり、同年 3 月に示された、「これまで

の総括と今後に向けての提言」を踏まえ、

事業内容の見直しを行うなど事業の充実

を図っているというものであった。 

 次いで、日本医療機能評価機構医療事

故防止事業部リーダー坂井浩美氏は、「医

療事故情報収集等事業について」を解説

した。 

医療事故情報の報告厚生労働省令に定

められている報告範囲に則して、報告義

務医療機関から毎年約 1,100－1,900 件，

参加登録申請医療機関から約 100－180

件程度の報告がある。 

特に報告義務医療機関の件数は、年々増

加傾向にあり，平成 21 年は過去最高とな

ったとした。 

最後に、「事例を報告することは、報告

医療機関において報告範囲に該当する事

例が発生したことを把握すること、その

事実を重要な情報を漏らさず整理するこ

と、これを報告できる形にまとめること、

報告すること、といった能力を高めるこ

とにつながり、医療安全推進に寄与する

と締めくくった。 

 次の金沢医科大学病院中央臨床検査部

山崎美智子氏は、「医療安全全国共同行

動・支援チームへの参加報告」を行った。 

この事業は、平成 20 年 5 月にスタートし

たキャンペーン事業で、医療者自らが職

種や立場を超えて一致団結し、有害事象

の低減と入院死亡者数の減少を実現する

ことを目指している。 

これまでに 130 の医療団体と 600 を超

える病院が参加しており、当会も参加団

体のひとつである。 

同行動は、「訴訟対策としての Risk 

Management から予防的安全管理として

の Patient Safety へ、“病院のリスク”か

ら“患者さんのリスクへ”、＜非難＞のサイ

クルから＜改善＞のサイクルへ、患者本

位の質と安全を実現する活動であり、11

月に開催された医療安全全国フォーラム

では、これまでの取り組みの成果を確認

し、これからの課題を示して医療安全へ

の決意を新たにした」と結んだ。 

 次に、杏林大学医学部臨床検査医学大

西宏明氏により、今般改定された、

「JCCLS 標準採血法ガイドライン

(GL)」の解説がなされた。  

平成 16 年 7 月、日本臨床検査標準

協議会 (JCCLS)が試案の形で、発行

した「標準採血法 GL」に、一定期間

意見を募り、これらを検討・総合した

ものが、平成 18 年 11 月に発行され

た現行の、「標準採血法 GL」成案

(approved  guidel ine)であり、 今後

は、より科学的なエビデンスに立脚し

たガイドラインとするため、採血に関

連する科学的データを集積する努力

を行いつつ、一定期間毎の改訂を行い、

常に時代の要請に応えることのでき

るガイドラインを維持していくこと

が求められているとした。  

同時に、読者からの疑問・意見等を

積極的に取り入れることにより、より

多くの医療関係者が使用しやすいガ

イドラインに改訂していくことも必

要であろうとの見解を示した。  

 次の東京都立大塚病院検査科千葉正志

氏の、「標準採血法実施施設からの報告」

によると、厚生労働省は平成 15 年に採血

管の未滅菌問題より、①滅菌済み採血管

の使用、②真空採血用ホルダーの単回使

用、③ゴムスリーブ付き採血針の使用、

④アームダウンによる採血を遵守するよ

う通達したことを受け、標準的な採血法

の提示が強く求められている現状を鑑み

誕生したのが「標準採血法ガイドライン

第 1 版(GP4-A1)であり、①採血を受ける

者および医療従事者の安全、②正しい検

査結果の保証、③我が国の医療事情を考

慮した上での採血現場における実用性、

④現在、我が国で入手可能な医療器材の

性能、⑤経済的な効率などの諸要素を総

合的に勘案し策定されている。 

このガイドラインの実践に当たっては、

患者のプライバシーが守られるような採

血室の配慮が望ましいこと、更に、採血

においては説明も含めた、①採血管の種

類とその目的の掲示、②待合いコーナー

に持参用の検査説明パンフレットの設置、

③使用済みアルコール綿が一般ゴミ箱に

捨てられないような回収処理－などの対

応も必要とした。 

 最終講義は、「臨床検査技師による医療

安全管理者の報告」を安曇野赤十字病院

検査部村山範行氏が行った。 

平成 13 年に厚生労働省は、「安全な医

療を提供するための 10 の要点」を示し、

平成 14 年には、「医療に係る安全管理体

制の確保」が義務付けられた。 

平成18年度の診療報酬改定では医療安

全対策加算となり、更に平成 22 年には医

療安全対策加算Ⅱが新設された。 

この様な制度変化のなかで、医療安全

管理者の果たす役割は重要となっている。

最近は患者からの相談業務が増加してい

るが、現代の患者と医療者の関係を示す

キーワードに＜説明と同意＞、＜患者中

心の医療＞など、社会から医療者に求め

られる役割が変化し、患者から医療者へ

の要求も高まっており、その為に相談件

数が増加していると考えるとした。 

まとめとして、「医療安全管理者として

活動をするうえで大切な事は、医療安全

管理者は組織横断的に仕事をし、また患

者にも対応する機会が多くあるので、第

一にコミュニケーション能力があげられ

る。特に聴く力は、状況把握や当事者の

心情を理解しその後の問題解決にも繋が

る事と考えている。第二には問題解決を

する意志である。医療安全管理の活動の

成果は短期的に現れることが少なく、

日々の積み重ねが安全文化の醸成に発展

すると考える。また、患者との関わりも

気負うことなく、持続的に関係を持ち続

けることが大切である。第三に論理的に

思考する事が挙げられる、ミスや事故は

様々な要因が重なって起こる事が多く、

これらを分析し繋ぎ合わせて、対策を立

てるためには論理的に思考する事が必要

と考える」とした。   【湯浅宗一】 

 

 修了証書授与 
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平成 22年度 

医療安全管理者研修会 
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◆ 平成 23 年 2 月～3 月 

＜2 月＞ 

・  2 日： 税務調査＜大森税務署＞ 

・  4 日：平成 22 年度技師連盟責任者会議 

・  5 日：精度管理調査 WG 部門代表者会議 

・  9 日：特例民法法人立入り検査＜厚労省＞ 

・11 日：検査値標準化部会 

・11 日：九州地区連絡協議会 

・14 日：JICA 臨床検査研修講義 

・17 日：常務会議 

・18 日：学会組織委員会 

・18 日：第 60 回学会運営部会 

・18 日：第 60 回学会展示説明会 

・18 日：第 61 回学会運営部会 

・19 日：第 11 回理事会 

・19 日：渉外法制部会議 

・19 日：教育研修事業部会議 

・19 日：総務部・公益事業部合同会議 

・19 日：精度保障事業部会議 

・19 日：表彰委員会 

・20 日：理事研修会 

・23 日：第 57 回臨床検査技師国家試験 

＜3 月＞ 

・  4 日：＜医師会精度管理説明会＞ 

・  5 日：精度管理調査総合報告会 

・10 日：常務会議 

・11 日：医療関連サービス振興会評議員会 

・11 日：第 26 回結核研究奨励賞選考委員会 

・12 日：第 12 回理事会 

・12 日：渉外法制部会議 

・12 日：教育研修事業部会議 

・12 日：総務部・公益事業部合同会議 

・12 日：精度保障事業部会議 

・13 日：理事研修会 

・19 日：富山県技師会創立 55 周年記念式典 

・26 日：平成 22 年度第 2 回定期総会(予算) 

**************************************** 

◆ 平成 23 年度予定＜暫定＞ 

・4 月 1 日~30 日：臨床検査月間 

・4 月  9 日：理事会① 

・4 月 15 日：世界医学検査デー 

・5 月 23 日：平成 23 年度第 1 回定期総会 

・6 月 4~5 日：第 60 回医学検査学会＜東京＞ 

・9 月 10 日：理事会② 

・9 月 30 日：一般社団法人移行申請手続き 

・11 月 11 日：創立 60 周年記念式典 

・11 月 12 日：理事会③ 

・12 月：新制度支部発足 

＜平成 24 年＞ 

・1 月 14 日：理事会④ 

※3 月   3 日：新法人理事会① 

※4 月 21 日：新法人理事会② 

※5 月：一般社団法人総会 
 

 上記＜※＞は、一般社団法人として、平成

24 年 3 月に認可された場合の予定である。 

 また、新法人としての最初の理事は＜法律＞

により、現執行部が移行する予定。 

尚、詳細な予定および各事業予定は、後日確

定次第お知らせします。 

 

 

 

 

 

編集室 
◇ 医療安全対策･･･医療事故は減らない！医療が進歩し、複雑化することによって事故は増える。

でも･･･はたして増やしてはいないだろうか？「人は間違いを犯すもの･･･」と、簡単に片づけては

いないだろうか？壁に貼っている＜対策＞は、極あたりまえの事ではあるが、実行するにはかなり

の努力が求められると思います。 

◇ 所属する職場に本当に基本理念があるだろうか？達成可能な明確な組織目標があるだろうか？ 

医療と経営に一体感はあっただろうか？医療に対して、自己に対しての倫理観は充分だったろう

か？データ管理・精度管理は完全だったろうか？責任転嫁で自己責任が欠けているのではないだ

ろうか？･･･等など 

◇ 重要なことは、意識の改革では無く、意識の覚醒と倫理観を持つ事です。意識改革は、意識の

ある人間に対しては有効であるが、寝ている人間、意識不明な人間には何の役にもたたない訳で

す。意識レベルでの「解った」「知っている」は「解っていない」「知らない」に通じます。まず

それを確実に自分のものに獲得する作業からはじめなければなりません。そのためには、一番簡

単で難しい「原点への戻り」に他ならないでしょう。初心に返り、確実なものとして勝ち得た人

が、次ぎの「当たり前」「確実に実行出来る」段階に入る事が出来ます。その為には「自らの心」

を変えて、「検査の仕事に生き甲斐」を持ち「検査のプロとしての自覚」を持つ事がポイントと思

いますが如何でしょうか。何故なら「当たり前の事を当たり前に実行する」のが、本当の「プロ

フェッショナルな姿」であり、その定義です。そして、患者の事は勿論、その家族その人生まで

を思いやり検査データを報告するのが「プロの道」であると思います。これからの臨床検査を担

う「若い世代」に期待したいものです。 

◇ 読者からの投稿もありました。他にも投書がありましたが、差出人は不明でした。 

自らの氏名を明らかにしたうえで＜匿名希望＞･･･これもまた本来の姿で 

はないでしょうか。                   【TAKADA】 P 12 

 

 

執行部予定稿 
＝各部電子会議は除く＝ 

 

 

医療安全とはだれのためのものなのか！ 
 

JAMT 会報を毎月興味深く拝見しておりますが、11 月・12 月の会員

投稿を読ませていただきました。そこで、私は 12 月号での投稿を拝読し、とても悲し

くなりお便りいたしました。 

  私はまだ医療従事者としては若輩者ですが、先輩が思いもかけず病を得、治療に挑

み、そこでの思いを、未だ体調も万全ではないでしょうに率直に語っていただいたこと

に感謝し尊敬しております。 確かに医療従事者も患者も人間ですが、一般の方以上に

知識があるがゆえに、より不安なこともあったことでしょう。頭で理解していても、そ

う思わずにはいられない思いを綴っていただいたのだと思いました。 

 これは理屈では説明のつかない医療従事者が患者となった時にしか分からない一つの

意見として書かずにはいられなかったものと思います。知識の少ない患者様はどんなに

不安で我慢しているのだろうかと、私には言われて改めて考えさせられる事も多く、

早々職場の安全委員会へ参考として提出させていただきました。これで、当院の対策が

大きく変わると思っているわけではありませんが、私達が、患者様の方へもう一度向き

直る良いきかいにはなったと思っています。 

 私のような中規模な民間病院に勤務する者としては、安全対策が万全であったとして

も、勤務状況や倫理、手技の問題など様々な要素から時には予想もつかない事態が起こ

ることも少なくありません。 

「医療安全とは誰のためのものか」 

 勿論、医療を施す者と受ける者双方のためのものですが、この質問はいつも私達の心

にあり、いつも問い続けるためにあるものだと思います。 

 最後に、先輩には早く現場に復帰していただき、熱き想いで後輩を導いていただきた

いと思っております。投稿ありがとうございました。        【匿名希望】 

 

 

 

 

 

「安全な医療を提供するための十の要点 2002年度版」 
 

1 根づかせよう安全文化・みんなの努力と活かすシステム 

2 安全高める患者の参加・対話が深める互いの理解 

3 共用しよう私の経験・活用しようあなたの教訓 

4 規則と手順・決めて守って見直して 

5 部門の壁を乗り越えて・意見かわせる 職場をつくろう 

6 先の危険考えて・要点おさえてしっかり確認 

7 自分自身の健康管理・医療人の第一歩 

8 事故防止・技術と工夫も取り入れて 

9 患者と薬を再確認・用法用量気をつけて 

10 整えよう療養環境・つくりあげよう作業環境 
        平成 13 年 厚生労働省医政局医療安全対策検討会議ヒューマンエラー部会 
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