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P1 『タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会』の開催準備のための 

シミュレーション研修会の開催について 

P2 令和３年度 認定認知症領域検査技師 日本認知症予防学会併設 JSDP 技師講座 

資格更新のためのセミナーおよび資格未取得者対象の開催について 

P3～P4 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種 実技研修開催報告（愛知県） 
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 令和３年８月８日（日）に日本臨床検査技師会館において「タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣

指定講習会の開催準備のためのシミュレーション研修会」を開催しました。この講習会の大きな目的は今後

各都道府県で開催される本講習会の運営を支援するためのデモンストレーションビデオを作成することと、

本講習会の実質的な運営を担う人材を育成することでした。当日は日臨技の７支部から選出された方々と当

会の執行理事を中心に参加者27名で、新型コロナウイルス感染対策の装備（消毒薬、マスク、手袋、フェイ

スシールド等）を準備の上で開催しました。これから都道府県で開催をしていくにあたり、今回の参加者は

支部での講習会の運営を取り仕切っていただく実務員を担う皆様ですので、それぞれ真剣なまなざしで一つ

一つの実技を確認していました。実際の会員の皆様への実技講習会は９月の中旬ごろから各都道府県で開催

されます。ぜひ多くの会員の皆様にご参加いただき各ご施設にてご活躍をお願いいたします。 

（担当：丸田副会長、山寺執行理事） 

［研修会の様子］ 
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資格更新のためのセミナーおよび資格未取得者対象の開催について  

 日本認知症予防学会併設 JSDP 技師講座資格更新のためのセミナーおよび日本認知症予防学会併設 JSDP 

技師講座（資格未取得者対象）が第10回日本認知症予防学会学術集会併設セミナーとして開催されました。

本セミナーはコロナ禍ということですべてオンデマンドにて開催されましたが、内容も豊富であり予定して

いた参加者を上回る希望者が出て、追加で枠を広げ開催したところです。第10回日本認知症予防学会学術集

会自体は2021年６月24日(木)～６月26日(土)パシフィコ横浜ノースにて現地で開催し、好評を博しました。

来年度は９月に福岡国際会議場で開催されますが、コロナを制圧して是非、現地で皆様とお会いしたいと

思っております。 

（担当理事 橘内 健一） 

 
視聴感想から抜粋・編集してご紹介します。 

【資格更新のためのセミナー】 

・大変わかりやすい説明でした。認知機能の低下と身体

的フレイルの関係、およびコグニティブフレイルは認知

症と要介護状態になる危険の関連性より、早期発見と早

期介入の必要性が大切であることがよく理解できまし

た。また高齢者かつ認知症患者ほどポリファーマシーに

なりやすいが、治療に関してはそれぞれの専門分野の処

方をコーディネートする医師の必要性を感じます。 

・一度取得したからと言ってそのままではデータが古く

なり、忘れてしまうもの。国家資格に付随する認定資格

なので新しい知識を吸収し、更なる高みを目指すために

努力を続けないとならないと思います。 

・資格更新については、2020年度の講習会が無く不安に

思っていましたが、１年延長されるとの情報が確認でき

て安心しました。 

・Web研修会が結構予定されていて、きちんと対応して

くれていることに安心しました。100単位はなかなか大

変ですが、計画的に取得していき、認定資格を継続して

いきたいと思います。 

・規則改定についてわかりやすく説明していただきとて

も参考になりました。更新時に必要なこと、今後の研修

会についても解説や紹介をしてもらえたので、ぜひ参加

したいなと思いました。 

・Webによる研修会のおかげで、自宅での参加ができる

ようになり、交通費をかけずに多くの研修会に参加がで

きるようになりました。数多く充実した研修やセミナー

を受講できることをうれしく思います。 

・認定認知症領域検査技師制度の充実が図られ、コロナ

禍でも勉強できる環境が整ってきました。これは、地方

の資格取得者の更新に際しても、勉強する気さえあれば

継続可能であり、また若い技師が自分の学びたいことを

学べる環境を作られたということで今後の検査技師の将

来に期待できると思います。 

【資格未取得者対象】 

・今回の講義を受講して、ますます検査技師の業務に携

わる緊張感を感じています。試験への取り組みは非常に

難しいことばかりですが、是非とも資格取得して職場で

活かしていきたいと思いました。さらに認知症患者への

対応においては様々な状況に対応できるように多職種の

方々との意見を聴き接することができるように努力して

いきます。 

・問題形式など、普段聞けない内容を知ることができて

よかったです。また、実際に起こりうる事例等も上げて

いただけたことで、現在、認知症の検査を行っている

我々にもすぐに役立つことであり、いいアドバイスをい

ただけました。 

・演題５は基本的な特徴から各検査法、実践と認定試験

問題と短い時間ながら大変分かりやすくまとめられてお

り、今回の研修のおさらいを一気にできた感じがありま

す。検査の現場では認知症の患者さんの検査で途中で中

断または全く検査ができない状況になることもしばしば

あり対処法は大変参考になりました。 

・予想される試験問題や４大認知症の大事なところがコ

ンパクトにまとまっていてわかりやすかったです。何度

も一時停止、巻き戻しを繰り返しながら視聴しました。

なんとなくバラバラに頭に入ってたことが少し整理がで

きました。例題も紹介していただき、よりイメージしや

すくなりました。 

・一通り講義を拝聴してきて認知症に対する理解度は深

まったと思います。実際に検査時ご家族に同席していた

だき、エコーをしてたこともあったな、と思い出しまし

た。認知症のあるなしにかかわらずバリデーション、

パーソン・センタード・ケア、ユマニチュードで対応さ

れて嫌な気がする人はいないと思うので今後はその精神

で患者さんに接していきたいと思いました。 

・認定試験のポイント、特に記述式の問題に関して、大

変分かりやすかったです。また、アルツハイマー型認知

症の方の心エコー検査の事例に関して、実際によく遭遇

するケースであるため大変勉強になりました。スタッフ

を変えたりすることはありましたが、看護師に付き添っ

てもらうことや部屋の電気を付けて明るくするといった

工夫はしていなかったため、今後参考にしていきたいで

す。 
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 令和３年６月11日（事務連絡）に厚生労働省より発出された「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン

接種のための筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修について」に基づいて、座学

研修を修了された方を対象に、必要に応じて都道府県及び市区町村が実技研修を実施しています。そのう

ち、都道府県技師会及び当会会員が委託または開催協力を行った事例・実際に接種を開始した事例について

紹介いたします。 

～ 愛知県における「新型コロナウイスル感染症に係る

ワクチン接種のための筋肉内注射実技研修会」開催と

臨床検査技師によるワクチン接種報告  ～ 

公益社団法人 愛知県臨床検査技師会 

 会長 中根 生弥          

【実技研修開催までの経緯】 

 令和３年６月４日付けの厚生労働省からの通達にお

いて、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を更

に迅速かつ円滑に進める観点から、各医療関係職種の

専門性を踏まえ、「臨床検査技師：接種（ワクチン接

種のための筋肉内注射）」が一定条件下で特例承認さ

れたことを受け、日臨技で開催（Web）された説明会

で、その概要が報告されました。 

愛知県の感染者数は、収まることもなく緊急事態宣

言が延長される中、県下では早期より大規模接種会場

の開設や市町村単位でも集団接種が行われており、行

政の対応も先行しておりました。また、すでに歯科医

師による実技研修の開催実績を報道で確認しており、

早速担当部局（感染対策課 ワクチン接種体制整備

室）へ愛知県臨床検査技師会として実技研修の申し入

れを行ったところ、「臨床検査技師および救急救命

士」を対象にした実技研修会開催の運びとなりまし

た。 

７月７日（水）には、大村秀章愛知県知事からのプ

レス報道にて、本実技研修の概要および臨床検査技師

と救急救命士によるワクチン接種担い手への期待を述

べられ、その責任の重さを再認識したところでした。

TVニュースで報道されたことで、多くの会員から問い

合わせが殺到し、当会の臨床検査技師の皆さんの心意

気にも背中を押された次第でした。 

実技研修は、愛知県から愛臨技への委託事業として

契約を締結し、当会が実務の全てを担う形で、愛知県

と共催で開催しました。 
 

【実技研修受講状況】 

 本実技研修会は、歯科医師への新型コロナウイスル

ワクチン接種実技研修会に続き、愛知県在住のもしく

は勤務をされている、臨床検査技師および救急救命士

で、指定の座学を受講された300名を対象に６回の日

程で開催しました。 

 ７月14日現在（一次募集①～④回の締め切り直

前）、愛知県での座学終了者788名は、全国で最も多

い受講者数であり、東京の599名を大きく上回り、愛

知県の臨床検査技師および救急救命士の皆さんの志に

日 時： 

①令和３年７月17日（土） 10:00 ～ 12:00 

13:00 ～ 15:00 

 ②令和３年７月25日（日） 10:00 ～ 12:00 

13:00 ～ 15:00 

③令和３年８月１日（日） 10:00 ～ 12:00 

13:00 ～ 15:00 

※各日午前50名、午後50名とし、定員300名の予定とする 
 

場  所：JA愛知厚生連 安城更生病院 講堂 
 

主催者：愛知県 

    公益社団法人愛知県臨床検査技師会  
 

講 師：安城更生病院の医師および豊田厚生病院の看護師

（のべ19名） 
 

対  象：愛知県在住もしくは勤務している臨床検査技師及び

救急救命士のうち、基礎研修（座学）を終了し本研

修を申し込んだ者の中から300名。 

基礎研修については一般社団法人日本臨床衛生検査

技師会ホームページより履修可能。 

≪実技研修概要≫ 

午前 午後 内容 

10:00 13:00 
挨拶（愛知県、公益社団法人愛知県臨

床検査技師会） 

10:10 13:10 
座学研修 

（①ワクチン接種時の注意事項等） 

10:25 13:25 座学研修（②接種会場での流れ等） 

10:40 13:40 （実技研修準備） 

10:45 13:45 
実技研修 

（③シミュレーターを用いた実技） 

11:45 14:45 質疑応答 研修履修証明書授与 

12:00 15:00 終了・解散 

≪プログラム≫ 

敬服する次第でした。また、実技研修においても、２

日間200名の受講枠に対し、600名近い受講希望があり

ました。また二次募集（⑤～⑥回）後の集計では、座

学履修者は982名、実技研修希望者は1,044名と依然希

望者が多く、急遽受講可能者数を増枠し、100名のと

ころ144名で開催しました。３日間で臨床検査技師324

名、救急救命士43名が実技研修を履修し、ワクチン接

種の担い手として活躍いただけることとなりました。 
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（編集後記）オリンピックが終わりました。感染拡大を危惧して当初は開催に反対する意見もありました

が、世界のアスリートの活躍に多くの人々が熱狂しました。一瞬で決まってしまう結果の裏には、長い長い

時間をかけた努力があったことを知っているからこそ感動や共感が生まれるのだと思います。自分自身が満

足した結果を残すためには努力が必要であることを改めて痛感しました。 

 いよいよ日臨技の新たな事業が動き出します。取組の成果が出るのはまだ先ですが、今ある努力は必ず将

来実を結びます。みんなで大切に育て、将来に向けて大きな花を咲かせましょう。       （上原） 

【講義および実技研修】 

はじめに、安城更生病院の鈴木大介医師・鈴木道雄

医師より、「ワクチン接種時の注意事項」を中心に、

三角筋の接種部位や筋注の合併症、接種時の注意事項

などの講義がありました。パワーポイントの画像だけ

でなく身振り手振りで説明いただき、安全に接種する

ために、正しい目線や、シリンジを固定して刺入する

など具体的な事項や、自身が接種し易い環境を整える

ことなどを教わりました。より実際的な内容で、自分

のペースで行うことの大切さや神経損傷の回避、イレ

ギュラーへの対応などについて詳細な説明が行われま

した。続いて豊田厚生病院の駒井博子看護師より、自

施設での「接種会場での流れ」を事例として、接種会

場全体の役割分担と、接種時リスクについて詳細な説

明と感染対策や転倒防止など医療安全への配慮に心が

けるよう指導していただきました。 

実技研修ではシミュレーターを用いて順番に接種実

技を行い、医師・看護師の指導のもと、各自５～10回

の実技を実施しました。シリンジの持ち方、薬液注入

方法について慣れてしまえば、手際良く接種していく

様子が確認できました。それまで静かに講義を聞いて

いた参加者たちと「シリンジの穿刺角度がちょっと斜

めになっているよ」とお互いに指摘しながら、和やか

な雰囲気ながらも、真剣に練習を行い、最後には自分

のペースで行えば大丈夫と思えた研修会でした。また

座学研修（講義）の様子 

医師が各グループを巡回し、質問にはその都度マイク

を用いて全体へ周知すると同時に、実技研修後に改め

て技術的な質問や運用上の疑問点など全体に紹介する

ことで参加者と共有しました。更に日臨技で公開され

ているQ＆Aに加え、これまでの実技研修で寄せられた

質問も事前にQ＆Aを作成し受講者への参考資料として

配布しました。参加者の声としても「救急救命士の方

と一緒に受講したことで、異なる職種間との妙な一体

感が生まれ、自身の士気も一段と向上した」との意見

や職域接種会場での打ち手として期待されており、明

日からワクチン接種を担う会員もおり、大変有意義な

実技研修を開催することができました。最後に中根会

長より「研修履修証明書」を手渡し、６回の実技研修

会を終了しました。 
 

【職域接種会場での活躍】 

７月14日から半田市商工

会議所主催、半田市医師会

ならびに半田市医師会健康

管理センタ－の医療支援で

職域接種が実施されてお

り、７月20日より看護師４

名と研修を修了した臨床検

査技師２名が打ち手として

実務に当たっています。本

職域接種事業は、約１万人

の接種を計画されており、

２万回の接種を10月末まで

に終了する計画で、１日600名の予約者に対し、臨床

検査技師は200名程度実施しているとのことでした。 

７月25日（日）には、日臨技 宮島会長も愛知県で

の職域接種会場および実技研修会会場へ足を運んでい

ただき、実際に臨床検査技師がワクチン接種を行って

いる現場を視察され、活躍されている臨床検査技師の

皆さんに激励と感謝も言葉をかけられていました。 
 

【さいごに】 

本来ワクチン接種は、臨床検査技師および救急救命

士には認められていない医療行為であることを再認識

し、安全にワクチン接種を実施する技術を、医師およ

び看護師の皆さんより直接指導していただきました。

依然、感染拡大が収まらない現状、ワクチン接種が感

染を抑える要であることは周知の事実であり、履修修

了された臨床検査技師および救急救命士の皆さんの活

躍を願っております。最後に、愛知県の感染状況は再

び上昇傾向が認められる中、実技研修のために、会場

を提供いただきました、安城更生病院および講師とし

てご指導いただきました、鈴木医師ならびに豊田厚生

病院の看護師の皆さんに、心より感謝申し上げます。 シミュレーターによる実技研修の様子 

宮島会長が接種会場を訪問 


