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令和元年度 職能拡大推進事業  

 令和２年１月19日（日）に日本臨床検査技師会館に

おいて臨床研究・治験についての基礎知識を習得する

ために、研究推進と医療専門職の役割についての研修

会が開催されました。 

 まず、講義１では、「臨床研究の種類と

規制～臨床研究の実施体制と専門職～」に

ついて、滋賀医科大学医学部附属病院臨床

研究開発センターの池田律子技師が、臨床研

究における法令の適応範囲や実施体制と関わ

る人の役割等を説明され、規制は時代の背

景に応じて変わることや臨床検査技師の強

みを活かして活躍してほしいと述べられま

した。次に、講義２では、「臨床研究の実

施計画書～臨床研究のデザイン～」につい

て、株式会社麻生飯塚病院臨床研究支援室

の古賀秀信技師が、臨床研究とは、人を対

象に行う医学的研究であり、実施するには

研究計画書を作成し、比較を行うものであ

りその中でも介入研究と観察研究があるこ

とを説明していただきました。さらに、研

究デザインとしていくつか例を提示され詳

細に説明されました。講義３では、「臨床

研究コーディネーターの実際～活動の実例

（治験依頼者の役割、国際共同治験含む）

～」について、倉敷中央病院 臨床研究セ

ンターの中川英子技師に、臨床試験の実際

の流れとCRC（Clinical Research Coordi-

nator）の具体的な業務内容を説明してい

ただきました。最後に、CRCには臨床検査

技師が最も必要度が高いと説明いただいた

ことは価値がありました。講義４では、

「臨床研究コーディネーターのキャリア

アップ」について、岡山大学病院新医療研

究開発センター治験推進部の東影明人技師

に、コーディネーターのキャリアアップに

ついての方法とCRCとしてのやりがいを熱

く語っていただきました。 

池田律子技師 

古賀秀信技師 

中川英子技師 

東影明人技師 

 その後、演習として、「臨床研究のインフォームド

コンセント～説明文書のレビューと模擬説明の見学

～」では、グループワークで説明する内容について検

討し、代表者がプレゼンするという斬新な方法でした

が、各チームとも短時間にうまくまとめて報告されて

いました。さらに、実際に模擬説明（代表者２名）を

参加者が聞くことができ非常に参考になったと思いま

す。さらに、３名のグループでロールプレイを実施し

たことは参加者もいい経験になったと考えます。この

研修会が日常の現場で活用され、CRCで活躍できる臨

床検査技師が増えることを期待します。最後に、今

後、医師の働き方改革にむけて、タスクシフティング

が必要不可欠と考えられることから、臨床検査技師が

CRCに参画することで、多職種で医療の質を担保する

ことが可能となり病院経営にも貢献できると確信して

います。 

（担当理事 山本 幸治） 

～ 演習の様子 ～ 

次ページに受講者からの感想をご紹介いたします。 
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榛葉 由衣（横浜旭中央総合病院） 

 以前よりCRCの仕事に興味があり、去年もCRCに関す

る研修会に参加させていただき、今回は２回目の参加

になりました。 

 去年の研修会では実際の治験についてよくわかって

いない私には少し難しい内容だったのを覚えていま

す。あれから臨床検査技師がCRCとして活躍していく

ことについて色々考え、治験ついても少し知識をつけ

た上での今回の参加となりました。今回の演習では、

患者様に対する模擬説明の見学をしました。治験をこ

れからする上で患者様が何を不安に思い、それをいか

に分かりやすく伝えていくのか等、より実践的な内容

で大変勉強になりました。講義の際にも、「治験は治

療とは違う」というお話しでしたが、患者様と接する

際にもそのあたりをどう伝え、患者様に前向きに治験

に参加していただくのかが、難しい部分なのだと感じ

ました。またグループワーク中には、CRCとして実際

に活躍されている方のお話しもうかがうことができ、

大変勉強になりました。 

 研修会で学んだことが、今後活かせるようにしたい

と思います。貴重な研修会、ありがとうございまし

た。 

早田 正和（長崎大学病院） 

2019年６月より「がん遺伝子パネル検査」の保険適

用がはじまり、患者さん一人一人の遺伝子異常に応じ

て最適な治療を探す検査が始まりました。しかし、保

険適用の薬の使用に比し、多くは臨床治験中の薬を探

す機会に直面します。そこで、臨床治験（治験）に関

した基礎知識や、治験コーディネーター（CRC）業務

の詳細を学ぶために今回の研修を受講いたしました。 

臨床研究の倫理と規則、実験計画書の講義では、幅

広い法令範囲や関わる人の役割を学び、また、CRC実

務の実際を学ぶことができ、臨床検査業務との関わり

が重要であることが再認され、改めて検査の重要性を

学ばせていただいたと思っています。 

演習では、臨床研究のインフォームドコンセントと

題して模擬説明の演習を行いました。がんパネル検査

においても、臨床研究の説明と同様に患者さんに検査

説明をすることから始まります。患者さんへ、専門知

識をより分かり易く伝えること、治験独特の用語や副

作用への不安を取り除く説明手技等、多くを学ぶ良い

機会を与えていただき感謝しております。 

治験に関する基礎知識を踏まえ、これからの業務に

活かしていきたいと思います。 

 11月４日(月・祝）にハ

ピ ネ ス福 知 山（福 知 山

市）に て「検 査 と 健 康

展」を実施しました。今回は「高血圧、糖尿病、腎臓

病予防」というテーマを作り、それに沿う検査体験

（頸動脈エコー、尿アルブミン検査、尿中塩分濃度、

体組成検査、血圧検査、CAVI測定と顕微鏡体験、乳腺

自己チェック）と臨床検査医による健康相談を実施し

ました。当日は153人の市民が参加され大盛況でし

た。体験された市民の皆様からの喜びの声や、検査に

ついての質問も多くあり、健康意識の向上に繋がった

と思います。 

 また、高校生向けの臨床検査職業紹介も行い、実際

に白衣を着てジョブシャドウイングの体験を行いまし

た。年を重ねるごとに、臨床検査技師という仕事と名

称も確実に浸透してきている印象を強く感じます。最

後に、ご協力いただいた実務委員の皆様方へ心より感

謝と御礼申し上げます。 

（京都府臨床検査技師会 園田 真之）  

 当日は秋晴れの最高

の天気と新聞に入れた

折り込みチラシおかげ

で、10時のスタート前には20～30名ほどが訪れ、列が

できていました。その後も検査待ちの列は途切れるこ

となく、終了の16時まで続き、検査人数は骨密度511

名、血管年齢512名、医師の検査相談にも73名の相談

があり、大変盛況でした。イベント来場者からは、

「昨年も測定してもらって良かったので、今年も来ま

した」、「とても親切な先生に相談できて良かった」

等、多くの感謝の言葉をいただきました。 

 今年は昨年の反省点を踏まえて実務委員を増員し、

骨密度測定、血管年齢測定の人員にあて、おかげで待

ち時間も少なく効率的な運営ができました。 

 早朝より協力していただいた浦和商業開発株式会社

中川様、埼臨技理事・監事よび近隣施設の当日実務委

員の皆様のおかげで事故や大きなトラブルもなく無事

終了することができたことに感謝申し上げます。 

（埼玉県臨床検査技師会 濱田 昇一） 
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 岡山県臨床検査技師会で

は、11月９日（土）、岡山コ

ンベンションセンターにて、

「健康と検査展」を開催しま

した。「血管年齢」等の無料

検査や、臨床検査体験、大学

説明コーナーに182名の方々

が来場され、どのコーナーも大盛況でした。64名のス

タッフの丁寧な対応に大変喜んでいただけました。ラ

ジオの生放送もあり、スタッフがゲストとして出演し

「臨床検査」「臨床検査技師」について多くの方々に

知っていただくことができました。 

（岡山県臨床検査技師会 渡部 俊幸） 

 全国「検査と健康展」

2019 宮 崎 を 11 月 ９ 日

（土）宮崎イオンモール

にて開催しました。 

 企画内容は、①みんなでできる心肺蘇生法（宮崎

ICLS普及委員会）、②臨床検査体験コーナー（骨密

度、ヘモグロビン推定値、測定頸動脈エコー）、③が

ん予防啓発（がん細胞標本、パネル）、④医師による

健康相談コーナー、⑤栄養相談コーナー（栄養士会よ

り２名管理栄養士派遣）、⑥アンケートコーナー等で

構成しました。子供も大人も楽しく検査を体験でき、

また､検査について、スタッフ一同が分かりやすい説

明と来場者に対して丁寧に対応を行いました。 

 実施アンケート結果ではイベントの満足度は、「大

変満足」または「満足」が昨年92.2%から97.7％に上

昇しました。これらのことから､この経験を活かし

て、来年度からも検査の重要性と健康について考える

機会になるよう、誰でも楽しく参加できる「検査と健

康展」につなげいきたいと思います。  

（宮崎県臨床検査技師会 神田 一夫） 

 岐阜県臨床検査技師会

では、12月１日（日）に

関市のわかくさ・プラザ

にて全国「検査と健康

展」を行いました。 

 各部門の企画として、生物化学分析部門では唾液ア

ミラーゼによるストレスチェックとデンタルヘルスケ

ア（口腔内環境を知る）、臨床生理部門では頚動脈エ

コー、臨床一般部門では擬似尿を用いいたおしっこの

検査、臨床血液部門では貧血検査・血球の説明（パネ

ル展示）、病理細胞部門では口臭測定器による口臭測

定（口腔がんの病理と予防）、臨床微生物部門では手

洗いチェック、輸血細胞治療部門では学ぼう血液のゆ

くえ（パネル展示）、臨床総合部門では健康相談の問

診を実施しました。 

 その他にも医師による健康相談コーナーや、物忘れ

プログラムによる物忘れのチェック、臨床検査や検査

技師について知っていただくためにDVDの上映、リー

フレットの配布をしました。 

 小さなお子さんを連れた家族の方からお年寄りの方

まで来場された方々は、各ブースで様々な検査の体験

をされたり、検査についての説明を熱心に聞いてい

らっしゃいました。やはり健康についての関心は皆さ

ん高く、気軽に来場できるこのようなイベントはいつ

も盛況です。担当していただいた各部門の皆さんも親

切、熱心に対応をされ臨床検査技師の仕事についてア

ピールができたのではないかと思います。 

 また、検査技師や岐阜医療科学大学の学生さんの姿

を見た子供さんや、中高生の学生さんが臨床検査につ

いて興味をもっていただき、「将来、検査技師になり

たい」と感じていただけたら本当に嬉しく思います。 

（岐阜県臨床検査技師会 澤野 晴夫） 

12月１日（日）に横浜SOGO地下２F前の新都市プラ

ザにて「検査と健康展」を開催しました。 

 健康チェックは頸動脈エコーと物忘れ相談プログラ

ムを行いました。検査をお待ちになる方々にむけてミ

ニ講演（メタボリックシンドローム、動脈硬化等）を

実施しました。皆さん興味深く耳を傾けてくださり、

いつまでも健康でありたいという気持ちの現れと感じ

ました。 

 検査体験後の結果説明や、普段気になることを医師

に相談できて「今日来れて良かったわ」「また来年も

あるの？また来たいわ」と感謝の言葉をたくさんいた

だきました。 

 ご自身の健康の大切さを考えると同時に、検査を受

けることが健康を保つ第一歩となったと思います。 

（神奈川県臨床検査技師会 塚越 由紀子）  
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 当会で実施している「日臨技臨床検査精度管理調査」は、臨床検査の全分野を網羅する国内唯一の外

部精度管理調査であり、4,200を超える参加施設があります。また、平成30年12月より施行された改正省

令（平成30年厚生労働省令第93号）においても、当会の精度管理調査は、受検に努めることとされてい

る外部精度管理調査（改正後医療法施行規則第9条の7の2第2項関係）の受検先として推奨されていると

ころです。 

 当会では、単に精度管理調査の実施にとどまらず、是正・サポートも含めた検査室の品質保証施設認

証制度による総合臨床検査品質保証体制の構築も視野に入れたものです。 

 ご参加を希望されるご施設は、以下に記載されている説明をご熟読の上、お申込みくださるようお願

いいたします。なお、お申込みできる期間、および申込数には制限がありますのでご留意ください。 

Ⅰ．調査実施日程(予定)  

Ⅱ．参加番号および参加費 

参加コースは、1～13に分かれています。 

1～13までの参加番号より、申し込みを希望する番号を選択してください。 

ただし、実施項目が重複する参加番号の組み合わせは選択することができません。 

 （例：1番と11番、2番と3番、4番と5番 等） 
※参加費には別途消費税がかかります。  

参加

番号 
実 施 項 目 

参 加 費 

(税抜) 
１ 基本項目（①臨床化学、②免疫血清、③血液、④一般） 22,222円 

２ 微生物Ａ（グラム染色、フォトサーベイなど） 3,704円 

３ 
微生物Ｂ（グラム染色、細菌同定２種、細菌薬剤感受性２種、フォトサーベイなど） 

※金額が変更となりました。ご注意ください。 
12,963円 

４ 輸血Ａ（ABO血液型、RhD血液型）    13,889円 

５ 
輸血Ｂ（ABO血液型、RhD血液型、不規則抗体スクリーニング、不規則抗体同定、 

試験管法による凝集反応） 
16,667円 

６ 遺伝子Ａ（結核菌群定性）           11,111円 

７ 遺伝子Ｂ（HCV定量、HBV定量）  14,815円 

８ 生 理 1,852円 

９ 細 胞 1,852円 

10 病 理 1,852円 

11 １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ８ ＋ ９ ＋ １０ 51,852円 

12 １１＋６ 59,259円 

13 １１＋６＋７          74,074円 
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Ⅲ．調査実施項目 

貴施設で自ら実施している検査項目のみご参加することができます。 

※外部に委託している検査項目は参加できません。 

１．基本項目   オプション項目 

① 臨床化学 ② 免疫血清   ２．微生物A 

グルコース（Glu）      フェリチン   グラム染色 

総ビリルビン（TB）     ＡＦＰ   フォトサーベイ等 【設問文からの菌推定など】 

直接ビリルビン（DB） 免疫グロブリンG（IgG）   ３．微生物B 

ナトリウム（Na） 免疫グロブリンA（IgA）   グラム染色 

カリウム（K） 免疫グロブリンM（IgM）   細菌同定２種 

クロール（Cl） HBｓ抗原（定性・定量）   細菌薬剤感受性2種 

カルシウム（Ca） HCV抗体（定性・定量）   フォトサーベイ等 【設問文からの菌推定など】 

無機リン（IP） 梅毒TP抗体（定性・定量）   ４．輸血A 

鉄（Fe） ＣＥＡ   ABO血液型 

マグネシウム（Mg） ＰＳＡ   RhD血液型 

総蛋白（TP） β2マイクログロブリン（β2M）   ５．輸血B 

アルブミン（Alb） リウマトイド因子(ＲＦ)定量   ABO血液型 

尿素窒素（UN） ③ 血 液   RhD血液型 

クレアチニン（Cre） ヘモグロビン濃度   不規則抗体スクリーニング 

尿酸（UA） 血小板数   不規則抗体同定 

総コレステロール（TC） 白血球数   試験管法による凝集反応 

中性脂肪（TG） 赤血球数   ６．遺伝子A 

ＨＤＬ-コレステロール（HDLC） 平均赤血球容積（ＭＣＶ）   結核菌群(TB)定性 

ＬＤＬ-コレステロール（LDLC） ヘマトクリット値   ７．遺伝子B 

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST） プロトロンビン時間   Ｃ型肝炎ウイルス(HCV)定量 

アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT） 活性化部分トロンボプラスチン時間   Ｂ型肝炎ウイルス(HBV)定量 

アルカリホスファターゼ（ALP） フィブリノゲン量   ８．生理 

乳酸デヒドロゲナーゼ（LD） フォトサーベイ 

 【血液像、その他】 

  フォトサーベイ 

 【心電図、超音波、神経生理、呼吸機能】 クレアチンキナーゼ（CK）   

γ-グルタミルトランスフェラーゼ（GGT） ④ 一 般   ９．細胞 

アミラーゼ（AMY） 尿蛋白（定性）   フォトサーベイ 

 【婦人科、呼吸器、その他】 コリンエステラーゼ（ChE） 尿糖（定性）   

尿グルコース（uGlu） 尿潜血（定性）   １０．病理 

尿蛋白（uPro） 便中ヒトヘモグロビン（定性・定量）   フォトサーベイ  

 【病理標本作製技術、その他】 尿クレアチニン（uCre） フォトサーベイ 

 【尿沈渣、脳脊髄液、寄生虫、その他】 

  

ヘモグロビンＡ1ｃ（HbA1c）※NGSP値    

Ｃ反応性蛋白（CRP）       



Vol.26No.5                会報JAMT ホームページ掲載                   令和2年3月1日号 

Ⅳ．参加申込み方法  ※申込み締切り後は、受付できません。  

１．申込みに当たって 

 本精度管理調査はWebを介してのみご参加申込み頂いております。 

 精度管理調査のWebサイトに入るためには、｢施設番号｣、および｢施設パスワード｣が必要となりま

す。当会登録施設には、｢施設番号｣、｢施設パスワード｣、および｢実施要領」を2020年３月17日（火)

に郵送いたします。なお、この「実施要領」は日臨技ホームページ、JAMTQC 参加施設向けシステム

にも掲載しております。 

 ※お申込みには、当会に施設登録が必要となります。 

 

２．申込み方法 

 当会のホームページ http://www.jamt.or.jp/ より、トップページの上段左から2番目の 

 

バナーをクリックし、『JAMTQC 参加施設向けシステム』から施設番号と施設パスワードを入力

してログイン、『事務メニュー』⇒『精度管理事業』を選択してお申し込みください。 

 なお、画面右上に『入力ガイド』を掲載していますので、ご参照ください。 
 

※試料は充分数用意していますが、申込期間内であっても参加申込数が試料準備数に達した 

場合は、その時点で受付を終了します。 

※申込み受付終了後の申込み内容の変更、キャンセル等は一切お受けできません。 

 

 ３．参加申込み期限 

  2020年３月17日（火）午前10時 ～ ４月10日（金）午後６時 まで 

Ⅴ．参加費の支払いについて 

参加費の振込期限：2020年８月３１日（月）厳守 

参加費の支払方法：銀行振込（指定口座「みずほ銀行 大森支店」への振込となります。） 

    ※参加費の支払方法にご注意ください。 
 

 JAMTQCシステムより出力が可能な請求書に「口座名」、貴施設の「送金番号」を記載していま

すので、送金する際、振込人名(貴施設名)の前に必ず《送金番号》を明記の上、お手続きをお願

いします。 

 請求書の出力方法は、JAMTQCシステムにログイン－『事務メニュー』－『精度管理事業』－

『請求書』から出力できます。 

※請求書の発行日は、参加申込締切日の2020年４月10日付となります。 
 

なお、送金番号の入力が困難な場合や参加施設名と振込名が異なる場合、複数の参加施設分を

まとめて振込まれる場合等は gyomuka@jamt.or.jp 宛に【様式1：振込通知書】をご請求くださ

い。 

必要事項をご記入後、上記アドレス宛にご返送をお願いします。 

また、以下の事項にご留意ください。 

1) 見積書、納品書、請求書は、参加申込み締切日以降に『事務メニュー』から打ち出し可能とな

りますので、必要な場合は印刷してご使用ください。当会で、参加費の入金確認後は領収書の

印刷が可能となります。 

2) 貴施設所定の請求書等がある場合は、参加申込み後に部署・ご担当者名を明記のうえ、日臨技

事務局に送付してください。 

mailto:gyomuka@jamt.or.jp
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Ⅵ.日臨技からのお願い 

◇データ提供について 

 この精度管理調査の集計結果は、各都道府県、支部、経営主体別技師会などより提供の依頼が

あった場合や、担当役員・委員が必要と判断した場合に、当会執行理事会にて、そのデータ利用目

的の妥当性を審議した後に、これを提供することがあります。また、不良評価に対してサポート事

業の目的で、都道府県技師会へ情報を提供し、検査の質向上のためフォローアップ対応を実施する

こともあります。また、当会の臨床検査データ標準化事業の解析に使用することもありますので申

し添えます。 
 

◇メールアドレスのご登録のお願い 

 精度管理調査期間中に緊急で大切なお知らせ等は、申込み時に登録されたメールアドレス 

宛にお送りすることがあります。必ず受信可能なメールアドレスのご登録をお願いします。ま

た、期間中はJAMTQCトップメニューのお知らせ、メールの確認を定期的にお願いします。 
 

◇評価について 

 評価は、指導改善を目的とし４段階での評価（評価A・B・C・D）とします。 

 具体的な評価方法については、施設別報告書に記載します。 
 

◇注意事項 

１．本精度管理調査の申込と報告は、Webからのみです。 

 『Webからの申込みと報告』が不可能な場合は、この調査に参加することができません。 

  動作確認サイトをアップしています。画面右上にPDFで掲載している『参加施設向けシステ

ム動作確認ガイド』を参照のうえ、動作確認を必ず行ってください。 

≪JAMTQCサイト≫ 

当会ホームページ (http://www.jamt.or.jp/)トップページバナー        ⇒ JAMTQC  参加

施設向けシステム⇒左下 動作確認用サイトはこちら 

２．調査の手引書、フォトサーベイ集はWeb画面に掲載しますので、必要なページをご覧くださ

い。当会から印刷物やCD-R等での配付はありません。 

３．施設別報告書、総括統計表、参加証は、2020年8月末頃にWeb画面へ掲載する予定です。また、

参加証は、総合報告書の送付時に印刷したものを同封します。 

施設別報告書と総括統計表は、当会から印刷物としての配付はありません。 

  ４．施設内内部精度管理調査データの入力にご協力ください（別送付資料参照）。 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 事務局 

〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7   Mail: jamtqc2@jamt.or.jp  

※お問い合わせはmailでお願いします。 

Ⅶ．お問い合わせ先 

（編集後記）新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の勢いが止まりません。当会としても厚生労働省からの要請

により４都県（東京、神奈川、千葉、埼玉）会員のご協力のもと横浜検疫所におけるクルーズ船の乗員乗客のPCR

検査検体の突合および搬送の準備等を実施し、藤田医科大学岡崎医療センターにおけるクルーズ船の濃厚接触者

（乗員乗客）の検体採取補助にも愛知県技師会の会員や日臨技職員を派遣しているところです。また政府も市中感

染対応に力を入れ始め、PCR検査の拡充のための法整備を始めました。その中で新型コロナウイルス感染症（COVID

-19）による影響のため当会の研修会が中止される等会員の皆様にもご不便おかけしています。この感染症は国民

の皆様一人ひとりが感染予防に努めることが解決の一歩となります。さらに感染拡大を防ぐには、国民一人ひとり

の冷静な受け止め、そして、実際の日々の生活の中での行動を積み重ねていただくことが何よりの大きな道筋とな

ります。ぜひご理解をいただくとともに、私たちは臨床検査の専門家として、国民の皆様に感染予防の模範を見せ

ていきたいと思っています。                                  （深澤） 

http://www.jamt.or.jp/
mailto:jamtqc2@jamt.or.jp

