
ISO 15189 を取得して

NHO 埼玉病院　臨床検査科　菅　原　恵　子　

【はじめに】
埼玉病院は 2012 年 5 月に ISO 9001（品質マネジメントシステム：QMS）の認証を取得した後、2014 年

には ISO 22301（事業継続マネジメントシステム：BCMS）、ISO 50001（エネルギーマネジメントシステム：
EnMS）認証を取得し、「医療と経営の質をシステムで管理する」
をモットーに国際規格のマネジメントシステムを活用して病院内
のすべてのシステムを見直し改善していく活動を行っています。
臨床検査科では検査室の質・検査精度を高めるため、国際規格
である ISO 15189：2012 の認定取得に向け 2016 年 11 月から活動
を開始しました。2017 年 8 月に受審申請、10 月に現地審査を受
審し、是正処置後フォローアップ審査を受け、2018 年 3 月に認
定を取得しました。事前に、受審施設の現地審査にオブザーバー
参加させていただいたことや、国臨協本部品質管理推進委員長で
ある前澤直樹氏（現 NHO まつもと医療センター臨床検査技師長）
から受審準備状況のチェックや助言をしていただくことができた
のは幸運でした。しかし、初回審査でシステムの不備により多く
の指摘を受け QMS に規格が反映できていないことが判り、ISO
教育が十分ではないことを痛感しました。一人一人が ISO の規
格要求事項を理解し、埼玉病院臨床検査科の運用にマッチした
QMS を構築しなければなりません。QMS の改善活動のために
ISO 要求事項に関する教育研修は重要であると思いました。

【認定取得までの経緯と経過】
　2016 年 4 月の診療報酬点数改正で「国際標準化機構に定められた国際規格に基づく技能能力の認定を

受けている施設において行われる検体検査の評価を行う」として国際標準検査加算 40 点が新設されたこと
もあり、藤澤紀良前臨床検査技師長の懸命な働きかけにより施設から受審申請の許可がおりました。また、
当院の検体検査部門はブランチラボとなっているため受審のための協力を得、コンサルティング契約も結ん
でもらい申請までの準備期間を 1 年間と設定し、2016 年 11 月 1 日にキックオフしました。

当院職員 21 名とブランチラボ職員 10 名が一丸となり、規格要求事項を理解するため e -ラーニングによ
る事前学習の実施、主要メンバーは QMS セミナーへ参加し QMS 構築に着手しました。共通文書の作成は
主任中心に振分け、各部門（生理・病理・細菌・輸血・検体検査）の標準作業手順書（SOP）、記録類など
は事前に担当を決め、分担で作業を進めました。文書の整備には時間がかかりましたが概ね計画に沿って進
めることができました。

内部監査は 2 回実施、是正予防処置を行い、マネジメントレビューを 2 回実施し申請書類を揃え、2017
年 8 月に受審申請することができました。認定範囲は検体検査の基幹項目、非基幹項目、病理学的検査およ
び生理学的検査とし、9 月予備訪問、10 月現地審査、是正処置完了後 2018 年 2 月にフォローアップ審査を
受け 3 月 15 日に晴れて認定を取得することができました。今年度は技師長の退官とブランチラボ受託検査
責任者の異動でトップ二人が代わりましたが基本方針はそのまま継続しています。品質管理部門は若い世代
へ引き継ぐため 2 名から 3 名となり年間計画に従い 7 月には内部監査を実施し改善活動を行なっています。
また、1 年目のサーベイランスに備え初回審査の指摘事項の是正状況を確認し準備をすすめています。
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【ISO 教育研修について】
ISO 教育研修としては e -ラーニングによる事前学習と内部監査員養成セミナーを実施していましたが、

定期的な研修は行なっていませ
んでした。初回審査での指摘に
より是正処置として ISO 規格要
求事項についての勉強会を実施
しています。今年度は年間計画
を立て、月 1 回勉強会を開催し
終了後ミニテストを実施し評価
しています。勉強会の開催や評
価方法については、教育研修委
員会で検討し決定しました。講
師は品質管理部門で担当し、要
求事項について解説する形で進
めています。内部監査を実施す
るため 5 月と 6 月は内部監査を
テーマとし、シナリオから指摘
として考える項番と理由を考え
てもらう問題にチャレンジして
もらいました。

ISO 15189 の規格要求事項に
ついて、私自身も十分理解して
いるわけではありません。繰り
返し読み解くことが必要だと
思っています。

【まとめ】
ISO 15189 認定を取得し、1 年目のサーベイランスに向け改善活動を行なっています。QMS を維持・改善

活動を進めるためにはスタッフ全員の協力が不可欠であり、全員が要求事項を理解することで、PDCA サイ
クルを効果的に回すことが可能となります。そのためには ISO 教育研修を継続的に実施していくことが必要
であると考えています。

最後に、ISO 15189 認定取得はスタートラインであり、これからの改善活動が有効となるよう努めて行か
なければなりません。自施設に
即した QMS を構築し、改善活
動を行なっていくには人も時間
も必要です。

デメリットもありますが臨床
や患者からの信頼を得ることも
でき、環境整備をすることで患
者の安全はもちろんスタッフの
安全も確保することができます。

ISO を推進する活動は、検査
の精度保証の推進と医療安全文
化の醸成につながります。これ
からも安全で精度の高い検査を
提供できるよう努めていきます。
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