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精度保証担当執行理事

◆精度保証のキーワード
日臨技では、「いつでも、どこでも、品質保証、精度
保証」をキーワードに、検査室の精度向上を図り、医療
の質の向上、国民の健康増進および公衆衛生の向上に寄
与することを意義として活動しています。
今年度から、精度管理調査事業・検査データ標準化事
業・精度保証施設認証制度の３つの事業を一体化した精
度保証事業の確立に取り組んで行くことになりました。
◆精度管理調査事業
昭和40年度(1965年度)から開始された日臨技精度管理
調査は、参加数3,853施設・3,895件、臨床検査のすべて
の分野を対象とした、日本最大の外部精度管理調査と
なっています。毎年100前後の参加施設数の増加がありま
す。また、広く国民の健康増進・公衆衛生の向上に寄与
する公益目的のため会員不在施設の参加も認めておりま
す。
今年度50回の節目を迎え、平成27年３月７日(土)の日
臨技精度管理調査総合報告会に記念式典を開催する予定
です。会員皆様の参加をお待ちしています。
◆臨床検査データ標準化事業
平成19年度(2007年度)から日臨技が組織的に推進した
臨床検査データ標準化事業は、７年が経過し、日本の検
査室の検査データの精確さは世界のトップクラスとなっ
ています。
今までの臨床化学・血算の標準化活動は、基幹施設管
理WGとして精度管理調査と連携して活動します。基幹施
設は自施設だけでなく、地域の施設の標準化・精度管理
に指導的役割を担うことになります。
また、臨床化学・血算に限らず、臨床検査のすべての
分野に標準化事業を広げる必要があります。現在、検査
血液学会と協働の血球形態標準化合同WG、免疫血清ハー

岩上

みゆき

モナイゼーションWG、基準検査室WGが活動を開始してい
ます。今後、遺伝子検査、血液凝固検査、病理検査等の
標準化WGが発足する予定です。学術企画委員会とも連携
を取りながら進めていきます。
◆精度保証施設認証制度
平成22年度(2010年度)に日臨技では、『標準化を実践
し、精度が十分保証されていると評価できる施設』に対
して精度保証認証施設として認証する制度を構築しまし
た。現在の認証施設数は、583施設になりました。これ
は、医療施設を対象とした第三者評価としては病院機能
評価の認定施設数に次ぐ取得施設数です。
昨年(2013年)、厚生労働省医薬食品局審査管理課から
『治験における臨床検査等の精度管理に関する基本的考
え方について』の通知がありました。これ以降、国立大
学病院のみならず、私学の大学病院や治験を実施してい
る国立病院機構の病院においてISO15189 等の外部評価に
よる認定を取得する気運が急速に高まっています。
また、「検査の精度管理は、治験に係わる検査である
か否かにかかわらず、非常に重要な課題である。各施設
は適切な品質管理システムの導入や外部認定の取得等に
より、自施設の検査の精度を対外的に確保できる体制を
積極的に検討する」とあり、精度管理の重要さや検査室
は第三者評価を取得することが望まれています。
第三者評価としての日臨技施設認証をさらに確かなも
のにするべく、日本病院機能評価機構や臨床検査振興協
議会およびJCCLS等と連携し、活動を推進して行きます。
さらに、本施設認証取得が診療報酬に反映されるように
活動を展開する予定です。
これらの事業を着実に定着させ、精度保証を実行する
には、都道府県技師会および会員各位の理解と積極的な
参画が不可欠です。よろしくお願い申し上げます。

平成26年度 精度保証施設認証申請のご案内
申 請 期 間 ：平成26年10月1日(水)～11月28日(金)
申請書類送付先：〒143-0016 東京都大田区大森北4－10－7
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
精度保証認証WG宛
※申請書類等の詳細は、9月中旬にHPに掲載します。
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無料職業紹介所WEBサイト開設のお知らせ

※は当サイトのシステム上で行うことができます。

登録から採用までのながれ
《 求人施設 》

《 求職者 》

日臨技臨床・衛生検査技師無料職業紹介所をご利用にな
るためには、当紹介所へ求人施設（事業所）登録が必要となり
ます。 当サイトでは、求人施設（事業所）登録、求人情報登
録を行っていただき、求職者を無料でご紹介いたします。求
人をお考えの施設（事業所）は是非ご利用ください。

日臨技臨床・衛生検査技師無料職業紹介所をご利用
になるためには、当紹介所への求職者登録が必要となり
ます。求人の情報提供を行っております。登録から応募ま
で、求職者と求人施設の間に当紹介所が入って橋渡しを
いたしますので、不安なこと、ご質問がございましたら、当
紹介所へご相談ください。
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平成25・26年度
Vol.20No.11 で6月開催講習会のレポートを掲載していますが、今回は8月最終講習会を終えた受講者の感想をご紹介します。

認定管理技師コースの基本的考え方
１.コースの概要
日常遭遇しやすい問題や業務管理法を中心に指定
講習を行い、基礎知識の再確認と演習と討論を実施
することにより定着を図る。講習期間を通じて、基
礎知識の定着が図られたと認められる者を認定管理
検査技師として認定する。

ても理解し検査技師として積極的に病院運営に関与し
ていく必要性を感じました。
「医療政策と病院経営についての受講生の疑問解決」
では、受講生から前もって提出された質問・疑問書を
もとに22の疑問として検査関連から医療全般について
解説して頂きました。

2.受講資格
1）臨床検査技師免許資格取得後３年以上の実務
経験があること。
2）日臨技会員であること。
3)生涯教育研修制度を修了していること。

認定管理検査技師コースカリキュラムを
修了して
第25年度受講生
天野陽生（地域医療機能推進機構 山梨病院）
河合正行（山梨勤労者医療協会 甲府共立病院）
認定管理検査技師とは、臨床検査部門の管理運
営に携わることの出来る臨床検査技師および臨床検
査部門に留まらず、医療機関のリーダーと成り得る
資質を持った臨床検査技師を認定することを目的に
したものであります。
今回我々は、第25年度生として平成25年12月21日
から３回（全６日間）に渡り講習会を受講しまし
た。最 終 回 で あ る ８ 月23日（土）～24日（日）AP
品川にておいて実施された研修会について報告しま
す。
【8月23日（土）】
「検査技師に求められる統計学」では、臨床検査業
務をする上で重要な統計処理を実行するために必要
な基礎知識とともに誤りやすい結果の解釈について
解説されました。
「管理者に必要な労務知識」では、主な労働関連法
規の中で労働基準法・就業規則ならびに労働時間に
ついて解説され、管理者に求められる役割と職務に
ついては管理者がより良い職場をつくるキーマンで
あるという言葉が印象的でありました。
「院内感染の管理」では、琉球大学病院における病
院感染対策システムにおける質の高い院内感染の管
理を紹介され、また医療従事者に対する感染対策教
育の重要性を改めて認識しました。
「病院情報の管理～病院内で保有する診療情報の管
理～」では、診療情報管理の基本から実際の活用事
例について紹介され、また、診療報酬やDPCについ

各種の疑問に答える近藤俊之講師（VHJ機構専務理事）

【8月24日（日）】
「女性幹部の育成に向けて」では、女性の能力を生か
し組織全体で更なる成果をあげること、組織の成長は
組織における最大の成果を考えずには通れないことを
学びました。講義だけでなくペアやグループで女性の
気持ちや理想の上司などについてディスカッションを
実施しました。また、「アプローチ８か条」から女性
職員と男性職員との関わり方・感じ方の違いを痛感し
ました。
「病 院 運 営 改 革 と 臨 床 検 査 技 師 へ の 期 待」で は、保
健・医療・福祉複合体である二次救急病院から回復期
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン、慢 性 期、在 宅、療 養 支 援 診 療
所、老 人 保 健 施 設、在 宅 看 護、介 護 ま で、地 域 の 医
療・介護を一気通貫で提供している医療法人社団永生
会についての紹介がありました。また、検査技師に対
し、病院において存在感を出すよう活躍してもらいた
いと話されました。
最後に「グループワーク」では、DMMとDFDの作成
方法と展開を学び、そのあと提供された課題をグルー
プに分 かれて実践し まし た。グル ープ内で討論し た
後、発表する形式で行い、各グループの考え方・特徴
も知ることが出来とても有意義でありました。
認定管理検査技師コースカリキュラムを受講し、検
査室内の管理運営能力についてだけでなく、病院経営
全般について学ぶことが出来ました。検査部はもとよ
り、他部署も含めて病院全体の経営に対し、どこでど
のように管理能力を発揮すべきか、また検査技師とし
てどのように参画していくべきか、常に挑戦意識を持
つべきだと感じました。
これからの検査技師と未来の病院像を重ねると、決
して暗くはないと感じる研修会でした。
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認定管理検査技師コースを受講して
踏み出す一歩
平成26年度受講生
木村尚貴 （労働者健康福祉機構 大阪労災病院）
日臨技総合監理検査技師制度は制定されて間もない
制度です。臨床検査部門に留まらず医療機関の中での
リーダーを養成するための資格で、まずは認定管理検
査技師となることがその第一歩になります。今回は認
定管理検査技師コース受講のためのべ６日間の講義・
グループワークを受講しました。私たち平成26年度受
講生は連続３日間の講義を２クール受講するといった
形が採用され、様々な分野で活躍する先生を講師に大
変有意義なお話を伺うことができました。
講義内容はどれも日常直面しうる問題にアプローチ
する形で構成されておりました。グループワークでは
初めてお会いした人たちと知識を出し合って一つのも
のを完成させていく過程を共有しました。いずれも臨
床の現場では学ぶ機会が多くない内容であり非常に新
鮮でした。特にグループワークではチームワークの大
事さを知りお互いの絆を深めることができてとても有
意義な時間でありました。
また講習全体を通して、グループワークのみになら
ずディベートをする機会をいくつか設定していただき
ました。ディベート形式を採用した講義内容は特に良
く定着しておりその有効性を実感します。次回以降の
講習では可能な分野であればディベートする機会を増
やすと受講生の定着度もあがるのではないでしょう
か。
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新たな知識と考え方を基に次世代のチームをマネジ
メントする能力、他職種と良好なコミュニケーション
を図れる能力をもった人材がこれからは必要とされて
いきます。
今回の講習を通して得たことは多かったですが、
たった６日間の講習でリーダーとしての能力が完全に
養成されたかというと正直不十分であると言わざるを
得ません。認定管理検査技師という資格は日臨技総合
監理検査技師制度の第一歩です。私たちが目標に到
達、すなわち医療界で必要とされている人材になるた
めには次の一歩を順に踏み出さないといけません。こ
こから先は自らの力で歩んで行かないといけないと感
じました。それを意識できるようになったことは私自
身として非常に大きな収穫であり、今回の講習を無駄
にしないように成長していきたいと思いました。
「管理職に必要な労務知識」当日アンケート結果から
就業規則の内容
を理解していま
すか

労働時間の定義
を知っています
か

ハラスメント”
の定義を知って
いますか

臨床検査技師は特殊なコミュニティの中で検査のこ
とだけを考えていればよかった頃もありました。しか
しチーム医療が言われだした昨今では他職種と交流す
ることも増え、検査室だけではなく病院全体に目を向
けないといけない時代になっています。私たち臨床検
査技師は質のいいデータを提供するだけでは医療界の
ニーズに応えられなくなっているのです。検査説明や
検体採取など法改正が進んだことで臨床検査技師が病
棟や外来に出て行くチャンスが増えておりそれをもっ
と積極的に採用していかないといけません。

職場で発生する
人事・労務に関
する問題につい
て，自分だけで
は自信が持てず
第三者に相談し
たいケースがあ
りますか

（編集後記）漢字ってなかなか面白いと思います。それぞれに意味があります。聞く（両方の耳で音を捉える）と聴く
（目と耳と心で捉える）の違いとか、忍という字は心に刃を乗せる（古い歌の歌詞でした）。「忙しい」は心を亡くす
ということらしく、忙しさを言い訳にしていては良い仕事はできないと自分に言い聞かせました。ところで「幸」って
字は「辛いと言う字に１本足すと幸になる」と聞いたことがありましたが、反対（上下裏表）にしても「幸」だったっ
て知っていました？
【中井】

