HECTEFセミナー（第7回）

臨床検査室におけるISO 15189の認定取得とその意義
検査ラボのISOに関する著名な方々をお招きして、取得方法の実際や検査室の品質
保証を中心にISOに関する最新情報と導入現場からの声をお送りします。

2017年1月31日（火） 16:00～19:00（受付15:50～）
コンベンションルームAP西新宿 5階B会議室
司会

〆谷

直人（国際医療福祉大学熱海病院教授、HECTEF理事）

16：10

開会の挨拶：櫻林

郁之介

16：20

１．臨床検査室におけるISO認定制度
講演：町田 幸雄 先生

17：00

２．ISO 15189認定取得と取得後の実際
講演：古川 泰司 先生

17：40

＜休憩 （１０分）＞

17：50

3.「臨床検査及び体外診断検査システム」を扱う
国際標準化機構（ISO)／専門委員会（TC)２１２の役割と展望
講演：宮地 勇人 先生

18：40

ディスカッション
(敬称略)

主催：一般社団法人ＨＥＣＴＥＦ 協賛：株式会社プロップジーン

講師のご紹介
臨床検査室におけるISO認定制度

町田 幸雄（まちだゆきお）先生
所

属

公益財団法人日本適合性認定協会 参事補

学

歴

平成23年3月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医歯科学専攻修士課程修了

経

歴

昭和６０年
平成 ５年

４月 日本医科大学付属病院 中央検査部勤務
７月 日本医科大学 印旛校地計画部病院開設準備室勤務

平成 ６年
平成２７年

１月 日本医科大学千葉北総病院 中央検査室勤務
１月 公益財団法人日本適合性認定協会 認定センター
現在に至る。

公職歴

(一社)日本臨床衛生検査技師会
平成18年4月～平成20年3月 理事
平成20年4月～平成22年3月 常務理事
平成22年4月～平成24年3月 理事
(一社)千葉県臨床検査技師会
平成17年4月～平成19年3月 理事
平成19年4月～平成21年3月 副会長
平成23年4月～平成25年3月 常務理事

健康 ・医療戦略が平成 26 年 7 月に閣議決定されたがこれ は日本経済の再生に向けた「3本の矢Jの
ひとつである成長戦略「日本再興戦略－JAPAN is BACK－」にある成長実現に向けた具体的な取組の一
つである「戦略的市場創造プラン」において，『国民の「健康寿命」の延伸』がテーマのひとつとされ
たことに由来している。基本理念の中には，世界最高水準の技術を用いた医療の提供がうたわれている
。また、「治験における臨床検査等の精度管理に関する基本的な考え方について」の厚生労働省事務連
絡発出，「臨床研究中核病院」の承認要件，「国際標準検査管理加算Jの新設と，前述の国を挙げての国
際化の流れの中で，臨床検査室にも技術能力の国際認定を一つの指標として活用する流れが顕著になっ
た。国際認定として、国際標準化機構の定めたISO 15189を用いた臨床検査室認定制度が世界中で活用
され始めて10 年以上の実績がある。欧州圏では臨床検査室は国際認定を取得していることが強制規格と
なり，ニュージーランドでは高度な医療画像では保険償還の要件となるなど全体的に臨床検査室の認定
取得は最低要件となりつつあり，認定数は増加傾向にある。一方国内では、平成 24 年 12 に厚労省課
長通知として，治験における臨床検査の精度管理については，国際規格（ISO 15189）の外部認定の取
得と維持が明記され，各施設の認定が進んでいるところである。

ＨＥＣＴＥＦについて
Health Care Technology Foundation
臨床検査の総合的発展をめざして、その方法論の研究・開発、標準物質の開発・頒布、海外学術雑誌の翻訳・
紹介、およびセミナー企画・開催などを行っています。

講師のご紹介
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古川 泰司

(ふるかわたいじ)

先生

所

属

帝京大学医学部

学

歴

昭和５９年３月 京都府立医科大学医学部卒業
昭和６２年４月 京都府立医科大学大学院入学
平成 ２年５月 在学中に米国ノースウエスタン大学留学（シカゴ）
（所属ラインゴールド心電
図センター：人心筋電気生理の研究）
平成 ３年３月 京都府立医科大学大学院卒業
平成 ３年６月 医学博士

経

歴

昭和５９年５月 京都府立医科大学附属病院 第三内科研修医
平成５年１０月 市立福知山市民病院循環器科 医長
平成 ７年５月 帝京大学医学部 第一内科 助手
平成１３年４月 帝京大学医学部 内科 講師
平成１８年５月 帝京大学医学部 内科 准教授
平成２３年４月 帝京大学医学部 臨床検査医学 教授 現在に至る

学

会

日本臨床検査医学会員、日本臨床検査専門医会員、日本自動化学会会員、
日本睡眠学会会員、日本循環器病学会会員、日本心電図学会会員、日本内科学会会員、
日本高血圧学会会員、日本糖尿病学会会員、日本臨床化学学会会員、
日本感染症学会会員、日本臨床微生物学会会員、
その他、日本臨床生理学会会員、脈波・加速度脈波研究会 等

活

動

臨床検査医学

教授

日本臨床検査医学会：ガイドライン作成委員長、臨床検査点数委員長
日本臨床検査専門医会：保険点数委員長

帝京大学医学部附属病院・中央検査部では、概ね3年間の準備期間を経て、2016年2月24日、ISO
15189：2012の認定を取得することができた。同年の診療報酬改定で、国際標準検査管理加算が新設さ
れ、認定のタイミングとしては非常に良かった訳であるが、当然その様な報酬上の評価を見込んで取得
に取り組めたわけではない。今後、同認定を取得する施設は増えていくと想定されるが、これを目指す
にあたって、この加算以外の病院を取り巻く外的環境は説明する価値があると考え、認定取得までのプ
ロセスを概説させていただく。また、同認定の部門における意義、施設内における意義も、具体的事例
として情報提供させていただければと思う。この認定システムは、継続的精度担保にかかわるプロセス
構築に極めて有効なツールである、と一般的に言われていることが、取得後の感想であるが、一方、結
局実際に取ってみないと、どういう物かはわからないだろう、というのが偽らざる実感でもある。

ＨＥＣＴＥＦ取扱品
Health Care Technology Foundation
NIBSC,NIST,IRMM等の海外メーカー品をお取り寄せ致します。
（JCCLS推奨） HbA1c ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰｾｯﾄ、 HbA1cｺﾝﾄﾛｰﾙｾｯﾄを販売しております。
お問い合わせはtoiawase@hectef.jpまで

講師のご紹介
「臨床検査及び体外診断検査システム」を扱う国際標準化
機構（ISO)／専門委員会（TC)２１２の役割と展望

宮地 勇人（みやちはやと）先生
所
学
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認定医
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公的活動

東海大学医学部附属病院院内感染対策室室長,臨床検査科科長
1981年 慶応義塾大学医学部卒業
医学博士
1981年9月-慶応義塾大学病院、臨床研修医、内科研修医
1984年5月-慶応義塾大学医学部内科学教室（血液内科）、助手
1987年7月-米国シティオブホープ国立医療センター研究員
1990年1月-東海大学医学部臨床病理学教室（現基盤診療学系臨床検査学）、助手
2004年4月-東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学、教授
2001年4月-東海大学医学部附属病院院内感染対策室室長
2003年4月-同、臨床検査科科長
検査専門医、内科認定医、血液専門医・指導医、ICD
アジア臨床病理・検査医学会（副会長）
日本臨床検査医学会（理事、評議員、試験委員会委員長）、
日本検査血液学会（理事、評議員）
日本遺伝子診療学会（理事、評議員）、日本臨床検査同学院（副理事長）
日本遺伝子分析科学同学院（理事）、日本血液学会（代議員）、日本感染症学会（評議員）
日本臨床微生物学会（評議員）、臨床検査専門医会（会員）、日本がん学会（会員）
1994年 松前賞学術部門受賞、
1996年 日本臨床病理学会 学会賞(Bergmeyer-Kawai賞)受賞、黒住研究振興基金受賞
2005年 小酒井望賞受賞
日本臨床検査標準協議会（理事、遺伝子関連検査標準化専門委員会委員長）
ISO/TC212国内検討委員会（委員長、WG1代表）、ISO/TC272国内審議委員会（委員長）
神奈川県精度管理委員会（委員長）

かISO/TC212（臨床検査と体外診断検査システム）は、医療システムにまで踏み込んだ初めてのISO専門
委員会として、1994年に設置された。その作業範囲は、臨床検査医学分野及び体外診断検査システムに
おける標準化とガイダンスであり、品質マネジメント、分析前及び分析後の手順、分析性能、検査室の安
全、基準システム及び品質（精度）保証を含む。幹事国は米国、事務局は米国規格協会(ANSI)／臨床・
検査標準協会（CLSI）である。P-メンバー39ヶ国（日本はじめ）、 O-メンバー23ヶ国が参画している。
現在までに国際規格27項目が発行されている。我が国の事務局は日本工業標準調査会（JISC）からの委
嘱で日本臨床検査標準協議会（JCCLS）が担う。本委員会は5つの作業グループ（WG）、すなわち、
WG1「臨床検査における品質と能力」、WG2「基準システム」、WG3「体外診断用製品」、WG4「微
生物検査と分子診断」、WG5（試験室のバイオリスク・マネジメント）から構成される。WG1で策定さ
れた国際規格ISO 15189（臨床検査室：品質と能力に関する要求事項）は、臨床検査室の質的な向上に大
きく貢献してきた。本委員会では、ISO 15189の要求事項を補完する多くの規格文書について審議して
いる。それらには、ISO 15190（臨床検査室－安全に関する要求事項）、ISO 22367（臨床検査室－リ
スク・マネジメントと継続的改善による検査過誤の削減）、ISO 22870（POCT－品質と能力に関する要
求事項）、ISO 20658 （臨床検査室試験－検体の収集、搬送、受領と取扱いに関する要求事項）、ISO
35001（試験室のバイオリスク・マネジメントシステム－要求事項）などが挙げられる。本講演では、
ISO/TC 212組織と活動、ISO規格の策定プロセスおよびISO 15189を補完する関連規格の意義と展開に
ついて紹介する。セミナーの参加者において、臨床検査関連の国際標準化に関する理解を深めることを目
的とする。

株式会社プロップジーンについて（協賛企業）
創薬・臨床研究に必要な遺伝子・タンパク解析技術を蓄積し、より良い検査試薬の開発と 受託検査事業を
展開しております。
お問い合わせはpgi1@pgi.jpまで

