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P1～P2 『タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会』実務担当者向け講習を各支部で開催［中部圏支部］ 

P3 JAMT海外短期留学からASCPi in Hematology取得まで 

P4 季刊誌『ピペット』に寄せられた感想をご紹介 
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 今後、各県で「タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」の実技講習を開催するにあた

り、運営・指導を行う実務担当者向けの講習が日臨技各支部で開催されています。支部からの開催報告をご

紹介いたします。 

【はじめに】 

第204回通常国会において医療法の一部を改正する

法律が成立したことを受け、臨床検査技師等に関する

法律の一部が改正され、令和３年10月１日から施行さ

れることとなりました。これに基づき、臨床検査技師

に認められている医療行為が拡大され、タスク・シフ

ト/シェアとして10行為が新たに追加されました。今

回全国に先駆け、９月26日（日）に藤田医科大学に

て、各県の実務担当者を対象とした講習会を中部圏支

部として開催したので報告します。 
 

【支部講習会開催準備】 

中部圏支部講習会は、中部地区各県の実務委員育成

を目的とした実技講習会（非公開）であり、本来８月

開催で準備していました。しかし新型コロナウイルス

の感染拡大が全国的に猛威を振るい、緊急事態宣言の

発出と重なったこともあり、１ヶ月延長することとな

りました。しかし第５波の影響が想像以上に大きく、

緊急事態宣言が更に延長されてしまい開催が危ぶまれ

たところでしたが、会場を提供していただいた藤田医

科大学のご配慮により、感染対策を万全に施して、無

事開催することができました。  

また、中部圏支部の参加者においても、緊急事態宣

言が延長されたことにより、県跨ぎの移動が難しく、

参加できない実務員も多数発生しました。急遽参加で

きなくなった欠員分は、愛知県下の会員でWEBによる

基礎研修終了者から急遽選抜し、受講予定数の60名を

確保し実施することができました。 

実際には、支部講習会予定が流動的であったこと

と、実務員は事前に700分の基礎研修を履修後、確認

試験を終了することが必須であり、開催案内と日臨技

システムへの登録が同時進行であったこともあり、入

金確認ができたのはギリギリのタイミングとなりまし

た。 
 

【実技講師と実務員】 

実技講師は、実技講習会場である藤田医科大学病院

および本学看護教員の先生方に担っていただいたこと

もあり、大変心強く当日を迎えることができました。

特に内視鏡生検鉗子の指導講師である前田耕太郎教授

は、８月に開催された日臨技でのシミュレーション講

習会でも講師を務めておられ、本タスク・シフト/

シェア事業における大腸・肛門内視鏡検査の代表であ

り、他県からの見学講師（医師）へのご指導も行って

いただきました。 

また、看護師講師として、近藤彰助教および景浦直

子助教には、静脈路確保や造影剤投与および吸痰と

CGMに関しご指導いただきました。看護師講師の先生

方も臨床経験が豊富であり、一方で看護教育に携わっ

ていることから、講習会の展開や説明がスムーズであ

り、受講者も数十年前の学生気分が蘇ったのではない

かと思います。 

今回の中部圏支部講習会は、各県の会員数按分にて

実務員数を割り振り、事前に日臨技システムで700分

の基礎研修を履修していただき、更には実務員専用の

実技動画（準備と後かたずけ）やシミュレーション講

習会の動画も事前に視聴していただき参加していただ

きました。実務員は各県開催のイメージを身に着けて

いただくことも目的でありましたので、当日は資材の

準備や補充・後片付けまでも時間の許す限りで参加し

ていただきました。 

また、前日には日臨技より深澤専務理事をはじめ加

日臨技理事 

愛知県臨床検査技師会 会長 中根 生弥  
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藤部長・白石事務員の支援をいただき、愛知県の実務

員を対象に事前研修会を愛臨技として開催しました。

愛知県の実務員が本番で他県の実務員の皆さんにある

程度ご支援ができるレベルまで理解を深め、準備等が

スムーズに展開できるように心がけました。 
 

【実技講習会の様子】 

支部講習会当日は、早朝より会場設営の再確認を行

い、各県からの受講者の皆さんの受け入れ態勢を整え

ました。受付では、体温測定やワクチン接種証明の確

認から始まり、受講証明書を提示していただき、受講

者の密を避けるため指定された受講会場（３会場）に

入室していただきました。開講式は３会場をリモート

で接続し、メイン会場より配信する形式で、中根生弥

愛臨技会長の挨拶および刑部恵介愛臨技担当理事の進

行で、日臨技プログラムに準じて開講されました。ま

た、講習会の趣旨説明や宮島喜文会長からの挨拶はそ

れぞれの会場で配信映像を供覧していただき、実技講

習会へと移りました。 

３会場での同時実技講習会（120分）ですが、やは

り静脈路確保の会場が最も資材が多く、実技内容も充

実していたため、時間的にタイトでしたが、それ以外

の会場では時間的余裕もあり、複数回の実技講習や意

見交換等で有意義な講習会となりました。 

受講者の声として、コメントをいただきましたので

紹介します。 
 

●実際に留置針や輸液ライン、三方活栓を使用するこ

とは初めてだったので、外針の硬さなど触れてみて理

解できることが多々ありました。輸液ライン内を生食

で満たしたり、外針だけを血管内に押し進める感覚や

内針を安全に引き抜くコツ、逆流を防ぎながら輸液

ルートを接続するなど、座学だけでは掴めなかった内

容の理解を体感することでより深めることができまし

た。実際にはまだまだ訓練が必要ですが、末梢静脈路

の確保は採血業務と合わせて行うことで技師が積極的

にチーム医療へ参画できる機会の多い行為であり、医

師・看護師と連携し業務拡大につなげていきたいと思

います。（M・S） 
 

●医師の立会の下、内視鏡用生検鉗子を用いて消化管

の病変部位組織を採取する行為が実施可能となりまし

たので、手技の訓練は必要ですが、採取検体の状態把

握やホルマリン管理等、臨床検査技師が内視鏡検査室

で携わることの優位性を見出してみたいと感じまし

た。（F・M） 
 

●アフェレーシスのための行為や喀痰吸引、消化管内

視鏡検査での検体採取補助、直腸肛門機能検査は、ど

こまで臨床検査技師が介入できるか医師や看護師と協

議を重ね検討していく必要があります。一方で、運動

誘発電位や体性感覚誘発電位に関わる電極の装着につ

ては当院で術件数が増加しているため、担当できる技

師を更に育成し臨床支援に貢献していきたいと思いま

す。また、講習会を受講したことで、患者さんへの安

心安全で精度の保たれた検査を提供するためには、医

師や看護師との連携をより深めていくことが重要であ

ると再認識しました。（M・S） 

●今まで医師や看護師が行ってきた業務を代わりに

行っていくことは、多大なエネルギーが必要と思いま

す。今回の法改正において、単に医師の働き方改革と

捉えるのではなく、臨床検査技師が今まで以上にチー

ム医療にかかわるチャンスと捉え、講習会で学んだこ

とを実践できるように自ら道を切り開けたらと思いま

す。（K・H） 
 

【今後の予定】 

中部圏支部では、愛知県と三重県で今年度５回の実

技講習会（各県開催）が予定されているため、今回参

加できなかった他県の実務員の皆さんが、実務員補助

者として研修できる体制を構築しています。また愛知

県では、全ての臨床検査技師の受講を目的としてお

り、愛知県下ではおよそ4,000名いる技師全てが受講

できるよう準備を進めております。なお、今年度は

11/7、12/19、1/30の開催を計画しており、さらに来

年度以降は３か所に拠点を置き年間10-15回開催でき

るよう計画しておりますので、会員の皆さんもぜひ基

礎研修を早期に履修していただきたいと思います。ま

た、講習会の運営においては多くの課題も明確になり

ましたので、日臨技と情報を共有しながら受講者に

とって有益な講習会となるようブラッシュアップして

いきます。 

最後に、実技講習を履修された会員の皆さんが、そ

れぞれの職場において、できることから少しでも実践

に移していただき、タスクの共有が図れることを切に

願っております。 

【実技講習の様子】 

≪静脈路確保≫ 

≪吸痰≫ 

≪内視鏡生検≫ 
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 当会では平成27年から臨床検査技師の国際化活動に対応するため、アメリカ臨床病理学会(American Society for 

Clinical Pathology, ASCP)に協力いただき、海外短期留学プログラムを実施しています。令和２年度・３年度は新

型コロナウイルス感染症の影響で実施を見送りましたが、令和元年度に留学された國廣まりさんが、この度

International Technologist in Hematology, H (ASCPi)を取得され、その体験をご寄稿いただきました。  

私は福山市民病院の國廣まりと

申します。この度、米国臨床検査

技師資格制度 ASCPi  (American 

Society for Clinical Pathology 

International) を 利 用 し、

International  Technologist  in 

Hematology, H (ASCPi)を取得し

ましたのでご報告させていただき

ます。 
 

ASCPは米国の州試験が課されな

い地域において、臨床検査技師資

格の承認を行っている非営利認定

団体です。米国外居住者が米国で

の履修状況と同水準と認められる

場合に、ASCPと同程度の受験ができるようになったもの

がASCPiです。2009年から日本でも受験が可能となりま

した。 

まず受験しようと思ったきっかけをお話させていただ

きます。私はかねてより国際交流に興味を持っており、

海外の臨床検査分野について見識を広げたいと思ってい

ました。学生の頃、国際資格について調べたことがあ

り、日本で受験可能な資格があることを知りました。し

かし当時は、国際細胞検査士が代表的なものであり分野

が限局的でした。入職してからは血液検査分野を担当さ

せていただくことになり、国際資格のことはすっかり頭

から離れていました。それから約10年が経ち、これまで

培った知識や疑問が海外ではどのようになっているのか

気になるようになりました。そこで、海外の臨床検査技

師について調べるうちに、日本から米国臨床検査技師資

格を受験できることを知りました。検体検査全般 

(Medical Laboratory Scientist; MLS)を担当する資格

だけではなく、血液検査に特化した資格(Hematology; 

H)があることも分かりました。これまで限られた分野に

しか国際資格は無いと思い込んでいた私にとって道が開

いた瞬間でした。 
 

この情報を収集すると同時に、日本臨床衛生検査技師

会が主催する海外短期留学に応募できるチャンスがある

ことも分かりました。募集人数１名という狭き枠でした

が、2019年11月に米国のシカゴにあるLoyola Universi-

ty Medical Centerで短期留学をさせていただく機会に

恵まれました。留学中は、自身が担当している血液検査

の部門を中心に日本との働き方の違い、検査内容の違

い、研修先のシステムなどについて学ばせていただきま

した。この経験を通していつか海外で臨床検査技師とし

て働いてみたいとも思うようになり、ASCPi受験を決め

ました。 
 

私は受験資格を得るために、学生時代の英文卒業証明

書及び英文成績証明書を取り寄せ、評価機関WESへ郵送

で送りました。WESのアプリがあるため、進捗状況はア

プリを通して確認できました。それらの証明書が米国と

同水準であると判断されると、ASCP認証委員会に報告さ

れます。その後、ASCPのホームページからどのルートで

受験をするか選択し、申し込みを行いました。H 

(ASCPi)のルートは５つあり、テクニシャン資格保有

者、大学での履修内容、修士号取得者、ISO 15189から

認定された施設での実務経験などにより申し込むルート

は異なります。福山市民病院は同時期にISO 15189取得

をしたため、私はその実務経験証明書も提出することに

しました。ついに受験資格が得られ、大阪にて受験する

ことが決まりました。 

しかし、シカゴから帰国後、新型コロナウイルス感染

症のパンデミックが起こり、受験することが厳しい状況

になりました。予約していた受験日をキャンセルしてリ

スケジュールするなど一筋縄には進みませんでしたが、

2021年８月に晴れて受験することできました。 
 

次に実際の受験勉強ですが、ASCPから出版されている

問題集（BOC Study Guide 5th edition Clinical Labor-

atory Certification Examinations）を購入することか

ら始めました。その問題集を解くことを基本に、分から

ないところは日本の参考書に戻り勉強し直しました。形

態学は染色の違いから細胞の見え方が若干異なっていま

した。また、国内では稀なサラセミアの遺伝性疾患の検

査方法についての出題があり、日本の参考書だけでは不

足する分野もありました。その場合は文献検索を行い、

情報を収集しました。総合的に解釈しないと解けないよ

うな問題もあり、これまで知らなかった解釈方法も勉強

できました。出題も英語ですので慣れることも考慮し、

日本の国家試験過去問から始めるのではなく、BOCの問

題集で対策することが有用だと思いました。 

試験会場では、感染症の予防対策がなされた中で、身

分証明を行い、静脈認証やポケットの中身など持ち物検

査が厳格に行われました。試験はパソコンで150分以内

に100問解答するものでした。受験者の解答を元に問題

の難易度が変更される出題形式が使われていました。全

ての回答が終わるとその場で合否が分かりますので、最

後のワンクリックは緊張しました。 

振り返ってみると、書類準備から始まり米国機関への

直接交渉、受験勉強など自身が行ったこと全てが自分の

力になり自信に繋がったと思います。いつかこの資格を

活かして米国で血液検査技師として働いてみたいです。

また、上位資格であるSpecialistにも挑戦するという目

標もできました。 

最後になりましたが、留学時から今日に至るまで支え

てくださった皆様に感謝申し上げます。長文となりまし

たが、最後までお読みいただきありがとうござました。 

 國廣さんの短期留学時の様子は、会報JAMT Vol.26No.1（令

和２年１月１日号）に掲載されています。興味のある方は当会HP

よりバックナンバーをご覧ください。               

2019年  

ASCP本部ビルの前にて  

左からMr.Baker, 

Mr.Patricia, 筆者  
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（編集後記）ワクチン接種のおかげか行動規制のたまものか、新型コロナウイルス感染の流行も第５波が終

息を迎え、やっと一息。飲食店の閉店時間が延び、いつも帰りの遅い一人暮らしの息子も夕飯が食べられる

ようになり、やっと一安心。２ヶ月おきにやってくる感染の波がこのまま起きないことを祈るばかりです。

タスク・シフト/シェア講習会が始まり、今年度のノルマもやっと果たせます。        （日高） 

当会では国民の皆様に臨床検査技師の存在をもっ

と知っていただくため『季刊誌 ピペット』を

年４回発行しています。 

 2021 夏号（vol.32）にも読後感想として、たくさんの応援メッセージ

をいただきました。 

 医療現場で働く会員の皆様にも励みにしていただきたく、寄せられた

メッセージをいくつかご紹介いたします。 

 『季刊誌ピペット』を配布いただける施設を募集しています。冊

子・送料は無料です。イベント等での単発の配布も承ります。 
 
 

ご協力いただける方は右のURLまたはQRコードから「配布協力施設登録申込用

紙」をダウンロードし、ご記入の上、当会事務局までFAXまたはメールでお申

込みください。 

https://www.jamt.or.jp/
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・夫が半年に一度検査で通院しています。親切に対応してくださり心強く感じます。（愛媛

県・女性） 

・臨床検査技師は女性が７割以上活躍している職種ということを知り嬉しいです。（山口

県・女性） 

・「胆石症」、「腫瘍マーカー」、「脂肪肝」の記事は自分にも関係があり興味深かったで

す。（福島県・男性） 

・脂肪肝、高コレステロールで通院しています。努力が検査値に表れるので、スピーディー

に検査結果を出してくれる皆さんに感謝しています。（神奈川県・男性） 

・臨床検査技師を身近に感じました。自分の身体にもっと注意しようと思いました（京都

府・女性） 

・ピペットは臨床検査技師さんの気づかいや努力を知るきっかけになりました。（岩手県・

女性） 

・おしっこの色の話は、まさに自分の病気のことで勉強になりました。（埼玉県・女性） 


