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P1 臨地実習指導者講習会（ファシリテーター育成）を開催 

P2～P3 日臨技支部医学検査学会開催報告（1）［中部圏支部］［関甲信・首都圏支部] 

P4～P5 『タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会』開催報告 
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坂根 潤一（静岡県立こども病院）  

 この度、第２回臨地実習指導者講習会に参加させて

いただきました。講習会は、Zoomを利用したWeb形式

で行われ、各演習毎にブレイクアウトセッション機能

を利用し少人数でのグループワークを行い討論や発表

を行いました。Zoomの操作については、不慣れな方も

数名いらっしゃったように思いますが、事務局のご尽

力のおかげでストレスなく非常にスムーズに参加でき

ました。 

 講習会は、日曜日に行われ朝９時から夕方18時まで

と長丁場でしたが、司会進行の先生方、講師の先生方

の話がとても面白く、さらにはグループワークで全国

の方々と交流を持てたのであっという間に時間が過ぎ

ました。 

 講習会で特に印象に残ったのは、“学生の心理的な

特性を踏まえた臨地実習指導について”です。世代に

よって目まぐるしく変わる人間性やその特性、関わり

方について非常に勉強になりました。また、指導者と

してどのように振る舞うか、心構えはどうか？など考

える良い機会になりました。今後、各都道府県で実施

が進む本研修会について学生の学びを一番に考え、先

輩である我々がしっかりとサポートし、今後共に働く

（日本の臨床検査技師を支えていく）後輩達の道しる

齋藤 和（札幌医科大学附属病院） 

 私は今後、北日本支部で開催される臨地実習指導者

講習会のファシリテーターを担うため、第３回講習会

に参加しましたが、自分の臨地実習の今までの関わり

方を振り返る良い機会になると思いました。講習会は

グループワーク形式で主に２つの課題に取り組み、私

のグループは実習計画を立てる課題に対して心電図検

査を取り上げ、実習生に考えさせる臨地実習にするに

はどうしたら効果的かを話合いました。また事例対応

の課題は、多様性が重要視される中で実習生に対し

「こうしなければいけない」ではなく「こうしたらよ

い」という発想転換の重要性に気づくことができまし

た。講習会の始めは少し緊張していましたが、最後に

はグループメンバーで実習に対する色々な意見交換を

し、大変貴重な機会となりました。その一方で、実習

に対する現場負担が大きくなることから指導体制の構

築が重要であり、その取り組みに対し地臨技で何か関

わることができないかを今後の課題にしていきたいと

思いました。 

べになりたい！と思える内容の講習会でした。 

講師の先生方、ともにグループワークを行った先生

方、とても貴重な時間をありがとうございました。今

後もどうぞよろしくお願いいたします。 

10月17日・24日・31日の計３回、Web（Zoom）によ

る臨地実習指導者講習会のグループワークが開催さ

れ、合計93名の修了者を輩出いたしました。 

この講習会は臨床検査技師学校養成所指定規則（昭

和45年12月28日文部省・厚生省令第３号 以下「指定

規則」という。）の一部改正及び「臨床検査技師養成

所指導ガイドラインについて」(令和３年10月20日医

政発1020第２号厚生労働省医政局長）の通知に伴い、

令和４年以降の入学者は、臨地実習指導者を１名以上

配置する施設でのみ臨地実習を行うことができること

から、その臨地実習指導者と今後行われる講習会の

ファシリテーターを育成するために開催したもので

す。「臨床検査技師臨地実習指導者講習会の開催指針

について」(令和３年３月31日付 厚生労働省医政局長

通知)において厚生労働省が定める基準を満たす講習

会を受講後、厚生労働省、日臨技、日臨協の連名の修

了証が発行されることとなりました。講習会は私たち

日臨技と日本臨床検査学教育協議会の共催にて開催

し、令和４年２月13日（関甲信支部）を皮切りに今年

度は７支部で、今回育成されたファシリテーターの皆

様にご尽力していただき、開催していく予定です。 

本講習会の参加目標人数は全国で1,200名（2023年

度末）としていますので臨床検査技師の臨地実習生を

受け入れるご施設は、早めの受講をお願いしたいと思

います。 

（担当専務理事 深澤 恵治） 
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 本年度は、各日臨技支部で医学検査学会がWeb開催されています。本号より複数回に分けて各支部からの報

告を掲載いたします。 

学会長  南部 重一        

実行委員長 澤井 真史      「harmony」～ 次世代へ進む検査 繋がる検査 ～ 

新型コロナウイルス感染症拡大を考慮し、９月25日

（土）～10月24日（日）までWebによる開催（オンデ

マンド開催）で富山県が担当したこの学会は、おかげ

さまで無事に幕を閉じることができた。例年通り現地

開催を盛大に行うべく準備をしている中、昨年突如中

止となり、次年度に延期、「Web開催」となるので

は？と知らされたときには、実行委員の士気は一気に

ダウンした。今まで経験したことのない「Web（オン

デマンド）」による開催とはどのようなものであるの

かという基礎的な知識を、私自身得ることから始める

必要があった。６年ぶりの学会で、途中まで、胸の高

鳴りを感じながら設定していたスケジュール表のまま

準備できなくなり、どのように準備を進めていけばい

いのか、予算はどう設定していく必要があるのか、実

行委員の配置、担当はどう決定していけばいいのか、

現地開催とは異なった部分ばかりですべてが未知の領

域であり、実行委員長という役割を担いながらも、こ

の学会をどう動かしていけばいいのか、ずっと悩ん

だ。とにかくWeb開催した学会のサイトから、実際ど

のように行われているか分析していくしかないと考

え、思い当たる学会を探す日々が続いた。予約してい

たすべての施設、業者さんなどのキャンセルが必要で

あることにも気付き、学会会場、懇親会会場、音響設

備等の担当会社、参加者のために確保していたホテ

ル、そして公開講演の講師などなど…これは学会施設

部、事務局次長が中心となって進んで対応を行ってく

れた。「今年こそ現地開催で」と意気込んで作成しな

おしたポスターを見つめては、令和３年９月25日が無

事に迎えられるのか、いつも不安に感じていたので

あった。しかし私の心配をよそに、学会事務局長、学

術部長、広報部長が次第に頭角を現した。学会事務局

長はいくつかのWeb開催学会サイトを閲覧して研究

し、その開催方法などについて把握していた。さらに

現地開催とは異なり、やや複雑な予算の編成も難なく

やり遂げた。学術部長はWebでの演題発表の方法、学

会企画の進め方、質疑応答の方法などコンベンション

会社と十分な打ち合わせを行い、知識を身に付け、準

備の段取りを指示するまでになっていた。学会HPの再

構築が必要となり、その役割は広報部長に委ねられ

た。HPの作成会社と幾度も連絡を取り合い、修正が重

ねられ、新たな「令和３年度日臨技中部圏支部医学検

査学会（第59回）」HPが完成した。 今回の学会では

「富山県発見クイズラリー」を盛り込み、機器・試薬

展示を訪問した参加者には富山県に関わるクイズの回

答をしてもらい、抽選で賞品をお送りする企画を入れ

た。総務部長が発案し、賞品の準備、問題の作成担当

を行った。学会開始直前のPR動画の作成も手掛け、中

部圏支部初となるWeb学会を大いに盛り上げた。10月

24日に大きな問題もなく終了したこの学会の参加者は

991名に上り、中部圏のみならず全国からの参加があ

り、大成功を収めることができた。未知の中で最後ま

でやり遂げた実行委員たちの執念は想像以上のものが

あり、これは信念をもって準備を行った結果である。

また、オブザーバーとして協力していただいた前会長

の励ましも大変心強いものであったし、この成功を導

いた一番大きな要因は、やはり学会長を務めた南部会

長のリーダーシップであろう。厳しいながらも実行委

員たちを常に信頼して準備の進み具合を把握し、冷静

に分析し、指導を行っていた姿はとても雄偉であっ

て、今思えばとても自信に満ち溢れていたのである。 

私は、この学会の実行委員であった者の一人とし

て、彼らとともに２年間準備を進めてきたことをとて

も誇りに感じており、私の技師としての経験の中で、

もっとも思い出深く残るものとなるであろう。 

（実行委員長 澤井 真史） 
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学会長    池澤 剛         

実行委員長 根本 誠一       
「創造・進化」TSUKUBA2020+1 ～ 変異や変化に適応すっぺよ ～ 

これまで茨城県の担当は関甲信支部学会として第50

回（2012年：直井芳文学会長）、第41回（2004年：鈴

木悦学会長）とつくば国際会議場での開催となってお

り、今回も全館貸し切りの現地開催に向け準備してき

たところでありました。しかし、コロナ禍の状況を鑑

み、真に残念ではありますが、つくば国際会議場一部

屋を利用し、中継・録画の収録スタジオとして、10月

２日（土）と３日（日）ライブ配信を行いました。 

大塚 光一副学会長の開会宣言を皮切りに、日臨技宮

島 喜文会長よりご挨拶をいただき、現地、つくば国際

会議場にいた私は、台風一過となったつくばの青空の

下、正面ロータリーから中継し、挨拶しながら会議場

の中に入り（ここに皆様をお迎えしたい気持ちを堪え

つつ）、学会テーマの「創造・進化」について私論を

少しお話させていただきました。引き続き、特別講演

１の松崎一葉先生(筑波大学医学医療系教授) 「想定外

の時代のメンタルヘルス―レジリエンスを鍛える―」

と題し、ご自宅からのご講演でストレス回避や組織マ

ネージメントに関するヒント満載の話題をお話いただ

きました。午後は日臨技・茨臨技合同企画「タスクシ

フティング・シェアリングによる創造と進化」と題

し、基調講演「タスク・シフト/シェアにおける臨床検

査技師の創造と進化」川上康先生(筑波大学医学医療系

教授)より、たくさんのご助言をいただきました。その

後、パネルデスカッションとして、日臨技からの提言

を丸田秀夫日臨技副会長と、茨城県大規模病院の創造

と進化として、柳田篤技師(㈱日立製作所日立総合病院

検査技術科長)、野上達也技師(茨城県立中央病院臨床

検査技術科長)の３名から講演をいただき、根本誠一学

会実行委員長を進行役とし、川上先生を交えてタスク

シフト・シェアの在り方が議論されました。 

２日目は、特別講演２「新型コロナウイルス感染症

の臨床」と題して橋本英樹先生(東京大学感染症内科助

教)よりコロナの最新情報の話に始まり、市民公開講演

１「泣いて生まれて笑って逝こう」～お腹の底から

笑っていますか？笑いは心と体の良薬～昇幹夫先生(産

婦人科専門医・日本笑い学会副会長)、市民公開講演２

「常陸佐竹氏の祖・新羅三郎義光」～茨城の魅力は佐

竹氏の時代から始まった～高橋修先生(茨城大学人文社

会科学部教授)の講演がお昼を挟んで行われました。こ

の市民公開講演は事前登録者（会員）のみでなく、一

般市民の方々も募集し、プラス100名の方々にご視聴い

ただくことができました。さらに、日臨技企画１とし

て「タスクシフトの本質と臨床検査技師の未来」と題

し、宮島日臨技会長からタスクシフトの意義と我々の 

“茨の道” の将来についてお話いただきました。 

閉会式では、次期開催の栃木県臨床検査技師会内田 

雄二会長より挨拶をいただき、実行委員の皆様からコ

メントも頂戴しました。表彰式では「臨床検査写真展

大賞」に五十嵐健一技師（JAとりで総合医療セン

ター）と「工夫・改善展大賞」に菊池宏明技師（セン

トラル医学検査研究所）が授賞となりました。また、

支部長の挨拶として、中山茂首都圏支部支部長と直接

つくばにお出でいただいた神山清志関甲信支部支部長

から激励の言葉をいただきました。最後に、石川真由

美副学会長が茨城県の見どころ、美味しい食べ物とお

酒のご案内をして、ライブ配信の会は閉じました。 

次に、オンデマンド配信です。配信期間は2021年10

月９日(土)～11月８日(月)と長めの設定といたしまし

た。２日間のライブ配信を録画編集し、さらに、一般

演題88演題の他、日臨技企画２「新しい「日臨技 品質

保証施設認証制度」について」滝野寿日臨技専務理

事、９部門の学術研究部企画の講演やディスカッショ

ン、共催セミナーなどを配信。学生フォーラムとし

て、今回の目玉企画「Virtual Reality検査室」を開設

しました。茨城県内９施設の検査室をバーチャルで再

現し、臨地実習、施設見学がままならないなか、皆様

に「病院の検査室、検査センターの検査室」を見ても

らうべく企画しました。さらに、～先輩技師からの

メッセージ～として「臨床検査技師への覚悟」と題し

横山千恵技師(筑波大学附属病院)からあつ～いメッ

セージを視聴できるようにしました。以上が今回の令

和３年度日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学会

inつくば(第57回)の概要となります。 

参加登録者が1,000人にとどかない学会となってしま

い、反省すべき点は多々あると思います。最終の実行

委員会では、現地開催・Web開催・ハイブリッド開催な

ど学会の開催スタイルに合わせた企画運営に繋がるよ

う、きちんとした評価を行いたいと思います。 

 最後になりましたが、開催にあたりご支援ご協力い

ただいた、すべての皆様に御礼申し上げます。 

（学会長 池澤 剛） 

オンデマンド配信 

（閉会式）  

ライブ配信 

スタジオ風景 
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 「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、各都道府県技師会でも実技講習の開催が始まりま

した。各支部・都道府県技師会での開催の様子や参加者の感想、その後の医療現場で実践などをご紹介いた

します。 

タスクシフトの拡大業務、実践開始！ 
 

三重県臨床検査技師会会長 

済生会松阪総合病院 山本 幸治 
 

 タスクシフト・シェアについて都道府県単位の厚生

労働大臣指定講習会が始まり、参加者が所属する医療

機関で実際の業務を行う事例を報告いたします。 
 

 10月16〜17日の両日、全国に先駆けて三重県で講習

会が開かれ、県内の病院では10月の業務拡大以降、初

めて、臨床検査技師が造影超音波検査、直腸肛門検査

を行った。いずれも実績のある臨床検査技師が担当し

て実施することになった。 

済生会松阪総合病院（三重県松阪市 430床）。清

水敦哉病院長のもとで、私、山本幸治（同院事務部

長）は10月21日、肝臓腫瘤の精査目的依頼に対して造

中部圏支部実務担当者実技講習会に参加して 
 

三重県臨床検査技師会  

伊賀・名張地区理事 前澤文子 
 

 新型コロナウイルス感染の第５波が落ち着きつつあ

る９月26日、中部圏支部実務担当者向け対象の実技講

習会が藤田医科大学で開催されました。本来開催を予

定していた８月に、政府より緊急事態宣言の発令があ

り急遽延期となったため、１ヵ月遅れの開催となりま

した。 

 開催場所である藤田医科大学では、受付時に体温測

定、ワクチン接種証明書の提示、手指消毒の徹底、室

内の換気など感染防止対策を十分に行った上、会場内

を３グループに分け、それぞれのグループで各単元に

ついて120分の講習と実技を行いました。この120分の

内容は、まず初めに実技動画を視聴し、その後講師の

先生による手技説明を聞いたのち、シミュレーターを

用いて実技を行い、最後に質疑応答という形をとりま

した。１つのグループ講習120分を修了したのち、他

の２会場も同じように回り合計360分間の実技講習を

受けました。それぞれの会場ではまず、使用物品など

の配置等を確認しました。その後、受講者同志で操作

方法や声掛け方法などマニュアルに沿って手技確認を

行いました。さらに、愛知県臨床検査技師会の実務委

員の皆さんに講習会の設営・運営方法など、実際どの

ように準備をされてきたかなどの話を伺い、一緒に参

加した三重県臨床検査技師会の理事の皆さんと三重県

で開催する場合について話し合いを行いました。まず

は日臨技から配布される物品以外に必要な物品のリス

トアップおよび各グループの担当者割り振り、講習会

運営がスムーズに開催できる方法について意見を出し

あい、講習会当日の運営についての方向性を確認しま

した。 

 今回参加した実技講習会では、今後開催される県単

位での実技講習会での実務委員として役目を果たして

いくことになります。三重県臨床検査技師会ではこの

先５年間をかけて12回の講習会開催を予定しており、

県単位での中でも実務委員を増やす方向で検討してい

藤田医科大学での講習会の様子 

ます。私も実務委員の１人として県単位での講習会が

うまく進むように協力していきたいと考えています。

そして今後、すべての臨床検査技師の皆さんがこの実

技講習を受けられ、臨床の場で多くの業務に携わるこ

とができるよう、今後の動向を期待したいと考えてい

ます。 
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（編集後記） 全国的に新型コロナは落ち着いてきかと思ったら、オミクロン株でどうなるのでしょうか?さて、

今回の会報JAMTは、「臨地実習指導者講習会」と「臨床検査技師へのタスク・シフト/シエアに関する厚生労働

大臣指定講習会」の開催報告でした。小生も臨地実習指導者講習会は２回、タスク指定講習会は３回経験しまし

た。どちらもスタートするまでの準備がこのコロナ禍で、担当する方は悲愴感が漂っていました。いろいろなと

ころに携わった皆様にこの場をかりて感謝申し上げます。このように大変な思いをして各地で開催する講習会、

せめてもの救いが多くの会員が参加していただくことです。目指せ！臨地実習1,200名 タスク指定講習会

37,000名。                                         （竹浦）  

影超音波検査を行い、造影剤の注入から検査後の抜針

までを担当した。これまでは医師や看護師が造影剤を

注入し、検査の終了を待って抜針していたが、静脈路

確保以降の一連の関連行為を実施した。20～30分程度

だが、検査終了までの間、医師や看護師に待機しても

らう必要がなくなり業務軽減の効果があったと思われ

る。 

 同病院は、タスクシフトの院内委員会を設置。看護

師の特定医行為、医療技術３職種の業務拡大につい

て、病院長ら幹部３役が参加する医療従事者の業務負

担軽減および処遇改善委員会を開き、タスクシフトを

進めていくことを確認した。臨床検査技師について

は、造影超音波検査のほか、術中モニタリング検査で

の針電極の装脱着、直腸肛門内圧検査、持続皮下グル

コース検査装置の装脱着の４項目を実施する方向で、

救急外来での採血から静脈路確保も検討課題という。 

 同じ県内では、四日市羽津医療センター（四日市 

226床）で、直腸がん術後の直腸肛門内圧検査などを

臨床検査技師が担当した。 

 同日の講習会で講師を務めた同病院大腸肛門病・

IBDセンターの梅枝覚医師は、人口の高齢化などで排

尿・排便障害で悩む患者は増えているものの「必要な

検査がなかなかやられていない」とし、治療につなぐ

ための検査の重要性を強調している。「検査手技を

しっかり取得してもらえば医師からたくさんのオー

ダーが出るはず」と臨床検査技師の役割に期待を示し

た。同病院の木枝秀人主任技師は、医師の指導のもと

で、臨床検査技師が他職種とチームを組んで本格的に

検査をやれるようになると言われる。 

造影剤投与（写真左） 

抜針（写真右） 

直腸肛門内圧検査 

関係者からは「まずは医療安全の実績を積み上げ

る必要がある」とされる。今後、医療安全の担保と実

績を作ることが必要とし、医師や看護師と同じ手技レ

ベルが実施の前提になると思われる。さらなるトレー

ニングが必要とし、施設内での啓発と実績を積み上げ

る必要性があると思われる。 


