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P1～P2 令和元年度 医療安全管理者養成講習会（アドバンスコース）開催報告 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

担当執行理事 千葉 正志 

 本年度の医療安全管理者養成講習会（アドバンス

コース）を日本臨床検査技師会館において、12月７日

（土）～８日（日）の２日間開催で実施しました。ア

ドバンスコースは医療安全管理者の認定を受けている

方が、資格更新に必要な講習として受講するもので

す。 

 既に施設において医療安全管理者として活動してい

る者がいるなかで、本講習会は事故事例の原因分析の

手法を再度履修するなど、非常に密度の濃い内容で行

われていることから受講者の真剣に取り組む姿勢がう

かがわれ、分析実習では各班がまとめ報告を行うこと

から、まとめの時間が足りない班が出るほどで例年に

なく活発な討議が行われていました。 

 本来、アドバンスコースは認定取得後３年目以降の

方が受講することになっていますが、今回は１～２年

経過の参加者が20名以上もおり参加者が47名と例年に

比べて多いことも盛況であった要因のようです。一方

で、講習会受講時期や認定期間（修了証書には認定期

間の記載がない）に関しての質問が多くあったことか

ら、今後の案内には注意する必要もあるようです。 

 本年のプログラムは以下の内容を２日間で実施しま

した。 

岡山市立市民病院 太田澄香  

私が２年前に医療安全管理者養成講座を受講した

きっかけは、これから先、検査技師の需要は減少して

行くだろうと考え、もっと検査技師にできることを考

えたいと思ったからです。まず病棟検査技師の研修を

受け、AIが発達すると消えていく職種ランキングに上

位ランクインしていることを知り、ますますその思い

が募りました。自院では診療録管理士になって活躍し

ている先達がいたことも大きかったかもしれません。 

医療安全は抽象的で、型にはまらない対応が必要で

す。分野も広く、使われる言葉も最初は知らないもの

ばかり。アドバンスを受講して、やっと講義されてい

ることが部分的に理解できるぐらいです。長い長い研

修を一緒に受けた仲間の顔を見つけては情報交換を

し、普段なら関わらない地区の技師とも交流でき、充

実した２日間でした。可能であれば、もっと頻回に、

他組織で医療安全管理者を取得した方も受講できる体

制が整えばと願います。 

講演Ⅰ「医療の質と安全を見える化」 

東邦大学医学部 社会医学講座 講師 藤田茂氏 

講演Ⅱ「データ分析と業務革新」 

株式会社ひたちなか総合病院 永井庸次名誉院長 

講演Ⅲ「医療事故調査制度の対応」 

東邦大学 医学部社会医学講座 長谷川友則教授 

講演Ⅳ「ｴﾗｰﾒｶﾆｽﾞﾑに基ずく講義・分析実習 Ⅰ」 

講演Ⅴ「ｴﾗｰﾒｶﾆｽﾞﾑに基ずく講義・分析実習 Ⅱ」 

ImSAFFR研究会 ｼﾆｱｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 春日道也氏 

1日目講師陣：写真左から藤田茂氏、永井庸次名誉院長、長

谷川友則教授 

2日目講師 

春日道也氏 
2日目分析実習の様子 

 ～ 受講者からの声 ～ 

（次ページへ続く） 
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千葉市立青葉病院 矢萩 直樹 

令和元年12月７日・８日の両日に日本臨床検査技師

会館で行われた医療安全管理者養成講習会（アドバン

スコース）に参加させていただきました。基本コース

修了者が対象でありましたので、会場には基本コース

で一緒に６日間受講した多くの懐かしい仲間の姿もあ

り、すぐにアイスブレーク状態になりました。アドバ

ンスコースとしては過去最高の受講生が集まったそう

です。やはりこれだけ全国から集まるのは…今、話題

のタスクシフティングで臨床検査技師が施設の医療安

全管理者として背負って立っている人達なのか？もし

くは、臨床検査技師の中の医療安全管理者なのか？あ

るいは、自己研鑽のために来たという意識高い系か？

それとも自分のように取り敢えず行って来いと言われ

たイヤイヤ系なのか？そんな妄想はさておき。技師長

クラスの方、大学の教員として医療安全を教えるため

に勉強に来ている方、検査センターの方や医療安全管

理室の専従として活躍している方もありました。受講

生の背景は幅が広く、講義の内容以上にいろいろと知

識をお持ちの方もおり、自分がいかに普段から不勉強

であったかを思い知らされることとなりました。もっ

とも夜の補習授業で得た知識もありますが。 

昨今は医療安全に関する部署がどちらの施設にも設

置され、感染管理とともに最も職員の意識向上を図り

たい事項だと思います。チーム医療や多職種協働など

が不可欠になりましたが、臨床検査技師だけが医療安

全を全く知らないというわけにはいきません。日臨技

の医療安全管理者養成講習会は現役トップクラスの講

師をお呼びして、しかも受講料は格安というたいへん

お得な内容となっています。今や必須のスキルとして

学んでみてはいかかがでしょうか。 

最後になりましたが、最新の情報を授けてくれた講

師の先生方、企画運営に携わられた皆様、一緒に研修

をともにした受講生の皆様に感謝申し上げます。 

 11月９日（土）、10日

（日）の２日間にわた

り、ヤ マ ダ 電 機 LABI1 

LIFE SELECT高崎 イベン

トホールにて、全国「検査と健康展」in群馬を開催し

ました。両日合わせて260名を超える方々のご来場を

いただきました。『健康展』では骨年齢、肺年齢、肌

年齢、物忘れプログラムの検査を行いました。高齢の

方からご家族連れまで幅広い世代の方が体験されまし

た。「自分の体のことがわかって良かった」等の感想

をいただきました。『検査展』では顕微鏡を使ったが

ん細胞・血液像・細菌の観察や、超音波や血液型の検

査を体験してもらいました。実際に検査を体験しても

らうことで、臨床検査技師を身近に感じてもらえたと

思います。さらに中高生向け進路ガイダンスとして、

県内検査技師養成大学２校に協力していただきブース

を設置しました。事前に県内の中・高校に案内を配布

しており、案内を見た高校生が来場して、熱心にアド

バイスを受けていました。来場者対象のアンケートで

は、「面白かった」「難しかったけと、楽しかった」

等の意見があり、検査のことに興味を持つ良い機会に

なったと感じました。 

 今後も「検査と健康展」が健康管理の大切さを知る

きっかけや臨床検査技師という職業に興味を抱く良い

機会となるよう願っています。 

（群馬県臨床検査技師会 関根 美智子） 

 11 月 ３ 日（日）イ オ ン

モール甲府昭和店３階イオ

ンホールにて「検査と健康

展」を開催いたしました。

国民の健康づくりや生活習慣病の早期発見のために、

定期的な健康診断の重要性、臨床検査の正しい知識と

普及・啓発を行うとして「いきいき健康展」、10月の

乳がん予防月間にあわせて「2019年乳がん早期発見予

防キャンペーン」を行いました。また、今年度は山梨

県内の高校にご案内を送付し、高校生に実際に検査を

体験してもらい臨床検査技師の魅力を伝えました。 

 「いきいき健康展」では、肺年齢・糖尿病・骨年

齢・体組成・ものわすれ検査を行い102名が検査を

し、その後検査専門医による健康相談を受けました。

「2019年乳がん早期発見予防キャンペーン」では、保

健師による乳房模型を用いた自己検診法の実技指導を

実施し、自己診断を続けることで乳房の変化に気づく

ことができることから、参加者は熱心に指導を受けて

いました。高校生の臨床検査技師体験には12名が参加

し、血液型検査、超音波検査、一般検査の実習を行

い、また実際に臨床検査技師の説明を聞きながら「い

きいき健康展」で検査を受ける体験を行いました。ア

ンケートの結果より、「臨床検査には色々な分野があ

り、多くのことを学ぶことができとても良い勉強に

なった」、「説明が分かりやすく、質問もしやすい雰

囲気で楽しく学ぶことができた」、「将来検査技師に

なりたいと思った」等の意見が寄せられました。 

 本年も多くの県民の皆様にご参加いただき、臨床検

査技師の認知度向上に繋がり、今後も公益事業の継続

していきたいと感じました。 

（山梨県臨床検査技師会 小川 賢二） 
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 11月９日（土）昨年と同様の場

所、東京スカイツリータウンにお

いて、全国「検査と健康展」2019

を開催いたしました。天井からは

クリスマスツリーのイルミネイ

ションが飾られており、幻想的な

感じにも見えます。 

 骨ウェーブ測定、血管年齢測定、乳がん触診モデル

体験、健康相談にのべ420名の多くの方に参加してい

ただきました。開催場所の特徴から、都外在住の方や

海外の方、若年層の体験も目立ち、特に健康チェック

に興味を示していただけました。 

（東京都臨床検査技師会 松村 充） 

 11月９日（土）廿日

市市民ホールにて全国

「検査と健康展」を開

催しました。当会会員へボランティアを募り、実行委

員と合わせ63名が参加しました。実施検査項目は肺機

能検査、骨密度測定、簡易血糖測定、簡易Hb測定、

CAVI検査、物忘れ相談プログラム、DVT検査、さらに

顕微鏡体験やキッズエコー検査体験を行いました。ま

た、医師２名にご協力いただき、無料の健康相談を行

いました。 

 前日準備は昨年と同じ会場であったため、スムーズ

な会場の設営を行うことができました。当日は11時開

場にも関わらず、10時過ぎには開場待ちの方が並ばれ

ており、新聞やラジオでの告知、事前のチラシ配布等

の広報に効果があったと思われます。イベントには

200名弱が来場され、のべ検査件数（体験・相談含

む）は987件でした。例年、人気の骨密度測定とCAVI

検査に検査待ちの列が集中してしまいますが、今年は

件数が分散しており、上手く回っていたように思いま

す。また、今年の特徴として、物忘れ相談プログラム

が昨年56件から今年111件と２倍に増えており、これ

は高齢ドライバーによる事故の報道で、認知機能検査

 全国「検査と健康展」

in Ibaraki をつくば国際

会議場で開催しました。

健康増進への関心を高め

るイベントとして、各種

臨床検査の実施サービスと検査業務を紹介したパネル

展示を盛大に行うことができました。また、今回初め

ての試みとして、検査屋台という名称で、糖尿病関連

の検査結果の読み方および食中毒の予防方法について

説明を行いました。子供から高齢者まで参加者の年齢

層が広いのが特徴でした。 

（茨城県臨床検査技師会 赤津 義文）  

 本年度は昨年度まで好評

だった骨密度と脳内年令測

定、顕微鏡体験、血液型検

査、検尿検査に加え、便潜

血検査体験、超音検査体験を実施し、より充実させた

体験型ブ-スを企画しました。また、来場の皆さんに

我々の職業「臨床検査技師」をより知ってもらうため

に、白衣で写真を撮ろう！コーナ－を設け臨床検査技

師を身近に感じてもらう企画も行いました。測定コ－

ナ－や体験型ブ－スは今年も行列ができるほどの盛況

で、のべ300人以上の方に体験していただきました。

血液型検査や便潜血検査体験、超音波検査体験等の体

験型ブ－スは、特にお子様に人気があり、参加された

方々は熱心に体験されていました。担当いただきまし

た会員の皆様には感謝申し上げます。一方で、私達が

最も切望する臨床検査技師を目指す高校生、こんな仕

事もいいなと感じている中学生といった若い世代の来

場者は少なく、会場の選定や効果的な広報の仕方、開

催時期を考慮しつつ次年度へ繋げていきたいと考えて

います。 

（福井県臨床検査技師会 川端 直樹） 

 11月10日（日）徳島県 

徳島大学大塚講堂におい

て、検査と健康展が開催

されました。昨年とは異

なる開催場所で不安もありましたが、多数の方にご来

場いただきました。２Fホール受付前の一等地に企業

展示とともにブースを構え、来場者の皆様に対して臨

床検査に関するリーフレットの配布と健康チェックへ

の案内を行いました。会場入り口、受付で配布を行っ

たこともあり、用意していた300部以上の資料は開始

２時間で配り終え、臨床検査に関する認知度の向上と

その有用性について効率的に周知できたものと考えま

す。隣の部屋では、血糖、ヘモグロビンA1c、頸動脈

エコーといった検査とその結果説明、結果相談を行い

ました。こちらも大盛況で、臨床検査技師の業務や検

査の重要性について、広く啓発できました。やはりご

年配の方が多く参加していた印象ですが、子供や孫、

家族の方と一緒に参加している方もおり、家族の笑顔

は適切な検査とそれによる健康の維持によって保たれ

ているものと再認識できたイベントとなりました。 

（徳島県臨床検査技師会 三好 雅士） 

に関心を持った人が増えたことが要因と考えられまし

た。 

 検査を受けられた方には概ね好評で、全国「検査と

健康展」は臨床検査技師の認知度向上に繋がっている

と思います。 

（広島県臨床検査技師会 森田 益子） 
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 11月の秋晴れの下、

中央会場と同日同時刻

の 11月 10日（日）10時

から長野会場としてレ

イクウォーク岡谷にて、令和元年度全国「検査と健康

展」を実施しました。 

 スタッフは臨床検査技師が38名、診療放射線技師４

名、医師１名で臨み、約280名の来場があり、内訳は

血糖検査165名、HbA1c100名、ABI162名、頸動脈エ

コー110名、認知症検査105名、骨密度197名とのべ839

件の検査と、医師による健康相談を27名行いました。

会場中央では検査の待ち時間を利用して大型モニター

で「みんなの臨床検査」を上映したり、啓発パネルを

展示したりして臨床検査の重要性や臨床検査技師の仕

事を紹介しました。参加者からは「とても良いイベン

トだ」「毎年やって欲しい」「検査ができて、お医者

さんにも相談ができて良かった」等のお言葉を沢山い

ただき、一般市民の方々の健康への意識高揚と、臨床

検査の普及啓発にも繋がったと思います。 

 一般市民の方々とスタッフの笑顔がたくさん見ら

れ、盛況のうちに幕を閉じました。 

 最後に、「検査と健康展」の開催にあたりご協力い

ただいたすべての皆様に感謝し、御礼申し上げます。 

（長野県臨床検査技師会 藤森 和樹） 

 本年度も人通りの多い

商業施設で開催すること

ができました。事前告知

が十分ではなかったため、市民の方々が立ち寄ってい

ただけるか不安でしたが、スタートするとその不安は

払拭されました。沢山の市民の方に立ち寄っていただ

き、無料の臨床検査を通じて、臨床検査技師をアピー

ルすることができました。顕微鏡観察や採血体験で

は、子供だけではなく大人の方にも興味を持っていた

だけました。スタッフの方も積極的に声を掛けられ

て、臨床検査技師の知名度UPにつながったと思いま

す。 

 今後は単に無料の検査を実施するよりも、検査側を

体験していただく企画の充実を図っていきたいと思い

ます。 

（鳥取県臨床検査技師会 下廣 寿） 

 11月10日（日）イオン

南風原ショッピングセン

ターにて全国「検査と健

康展」を開催しました。

参加者は500名と多くの市民が訪れ盛況でした。 

 検査体験コーナーでは顕微鏡やエコー機を用いた体

 11月 17日（日）に、イ

オンモール高岡で開催し

ました。増床リニューア

ルオープン直後の賑わっ

た会場のオープンスペースでの開催となり来場者は

400名を超えました。内容は健康チェックとして、血

管年齢・肺年齢・骨密度・簡易Hb測定・物忘れ相談

を、検査体験として血液細胞・尿・微生物の顕微鏡観

察、超音波体験を行いました。会場内に設置された大

型ビジョンに検査技師の紹介DVDを流すことで、検査

待ちの方に見てもらうことができ、検査技師のアピー

ルにつながったと思います。新聞記事で開催予告した

ことで記事を持って「新聞を見てきました」と言われ

る方や、「楽しかったです。ありがとう」「来年もま

た来ます」等、多くの方に声をかけられ、励みになり

ました。 

 この活動を通して、臨床検査の認知度の向上、県民

の健康意識の向上を図れたのではないかと思います。 

（富山県臨床検査技師会 長沢 昌恵） 

験を企画し、当日は理事と学術部員の31名が中心とな

り実演やパネルでの説明を行いました。例年好評の骨

密度測定は197名実施し、睡眠時無呼吸検査や栄養相

談コーナーにも多くの方々が訪れていました。参加者

からは「検査技師はどのような場所で働いているの

か」と興味深く質問をしたり、中には将来検査技師を

目指しているお子様もおり、親子ともに熱心に説明を

聞かれている姿もみられました。今後もこのような企

画を通して臨床検査技師の認知度向上および、人材発

掘に寄与できればと思います。トラブルなく開催で

き、運営にご協力いただきました実務員、賛助会員、

イオン南風原店の皆様に感謝申し上げます。 

（沖縄県臨床検査技師会 田盛 仁） 

 11月17日(日）、イオ

ン 御 経 塚 店（石 川 県

野々市市）の南エント

ランス広場で石川県臨

床衛生検査技師会主催

による「検査と健康展」を開催しました。臨床検査・

臨床検査技師を紹介する資料を配布するとともに、肺

年齢、骨密度、血管年齢、体組成、物忘れチェック等

の健康チェックのための検査と検査説明を実施しまし

た。会場を囲むパネルには臨床検査・臨床検査技師を

紹介するポスターを掲示し、通りかかった人にも臨床

検査技師を知っていただきました。肺年齢150名、物

忘れチェック60名、血管年齢210名、骨密度220名、体

組成180名の方に検査を実施し、約300名の方に臨床検

査技師への理解と健康への啓発を行うことができまし

た。 

（石川県臨床衛生検査技師会 児玉 美紀） 
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 2020年度日臨技臨床検査精度管理調査の参加受付を2020年３月より開始いたします。本調査は昭和40

(1965)年より始まっており、2020年度には55周年を迎えます。順調に参加施設数を増やし、今では約4200施

設が参加される国内最大級の外部精度管理調査です。参加項目も臨床化学・血液項目以外にも、遺伝子検査

分野も含む臨床検査全般の広範囲の項目を有しています。また、本調査の参加により日臨技精度保証施設認

証制度への申請も可能です。 

 2020年度調査も昨年度同様に13コースを設けまして参加をお待ちしております。2020年度は遺伝子参加

コース「参加番号：７」の一部内容を変更しています。それに伴って「参加番号：13」も変更となります。

ご注意下さい。 

 また、2019年10月に消費税率は10％になりました。それに伴い当会の精度管理調査参加費を外税表記とし

ました。コース内容変更となりました遺伝子「参加番号：７」につきましては例年と調査項目が異なります

ので、お申込みの際はご注意下さい。 

 皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

★ 遺伝子参加コースの内容を変更しました  

★増税に伴い参加費を外税表記としました  

2019年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 

参加番号 実 施 項 目 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    

5 

輸血Ｂ（輸血すべて）      

（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験管

法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           

7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  

8 生 理 

9 細 胞 

10 病 理 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 

12 １１＋６ 

13 １１＋７          

2020年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 

参加番号 実 施 項 目 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    

5 

輸血Ｂ（輸血すべて）      

（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験

管法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           

7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  

8 生 理 

9 細 胞 

10 病 理 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 

12 １１＋６ 

13 １１＋６＋７          

2020年度日臨技臨床検査精度管理調査 参加コース 参加費 

参加番号 実 施 項 目 税抜 
2019年度 

8％税込 

2020年度 

10%税込 

1 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） ¥22,222 ¥24,000 ¥24,444 

2 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイ） ¥3,704 ¥4,000 ¥4,074 

3 
微生物Ｂ（微生物すべて）  

¥22,222 ¥24,000 ¥24,444 
（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイ） 

4 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    ¥13,889 ¥15,000 ¥15,278 

5 
輸血Ｂ（輸血すべて）      

¥16,667 ¥18,000 ¥18,334 
（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、同定試験、試験管法凝集反応） 

6 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           ¥11,111 ¥12,000 ¥12,222 

旧 7 遺伝子Ｂ（結核菌群定性、HCV定量、HBV定量）  ¥25,926 ¥28,000 ¥28,519 

新 7 遺伝子Ｂ（HCV定量、HBV定量）  ¥14,815 ¥16,000 ¥16,297 

8 生 理 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

9 細 胞 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

10 病 理 ¥1,852 ¥2,000 ¥2,037 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ ¥51,852 ¥56,000 ¥57,037 

12 １１＋６ ¥59,259 ¥64,000 ¥65,185 

13 １１＋６＋７          ¥74,074 ¥80,000 ¥81,481 

（編集後記）梅の花が咲き始め、寒いながらも春を感じる季節となりました。今年は暖冬で過ごしやすい一方で、

北海道では、雪の保温効果を見越して土中で越冬させる作物が、本来あるべき雪が降らないため土壌凍結が進み作

物が凍って傷む、山口では、海水温が高いためフグの不漁が続いている等の問題が発生しています。現在、世界で

一番の問題は、何と言っても、拡大の勢いが加速している新型コロナウイルス感染症でしょう。各医療機関は、

日々変化する情報を素早く取り入れ、その医療機関にあったできるだけ万全の体制を整えておきたいものです。 

 さて、本号には、医療安全管理者育成講習会(アドバンスコース)開催報告が掲載されています。きっかけは何で

あれ、できるだけ多くの臨床検査技師が医療安全に対する意識を高め、受講内容を職場で役立ててほしいですね。                         

                                                (宮川) 


