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P1 令和３年度 「地域ニューリーダー育成研修会（第７回）」開催される 

P2 令和３年度 職能拡大推進事業 PSG 研修会（第３回）を開催 

P2 栄研化学 株式会社  様より寄付を賜りました 

P3 ４月15日は“Biomedical Laboratory Science Day”（世界検査医学デー） 
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令和３年度 

 令和４年３月５日にWebを用いた「地域ニューリーダー育成研修会（第７回）」を開催しました。今回の開催

の目的は①「タスク・シフト／シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」が開始されたことを受け、臨床検査技

師へのタスク・シフト/シェアの推進方策についての意見を集約し、共有する。②リーダーに必要なスキルを習

得し、都道府県技師会を牽引するとともに日臨技への運営にも携わることとができる人材となる。の２つ大前提

をもとにタスクシフト推進するための「意識」「技術」「余力」の３つのテーマについてグループワークを行い

ました。当日の参加者は以前開催した「地域ニューリーダー育成研修会」の１回から６回の参加者の中から都道

府県技師会より推薦のあった１～２名程度の方をWebにご招待し、33都道府県42名の参加者が８つのグループに

分かれ、活発な意見交換を行いました。新型コロナウイルスの感染拡大でタスク実技講習会の開催が停滞してい

る中で、４月から５月の再開に向けて、各施設での実践の意識確認を行いました。                                    

（専務理事 深澤） 

「地域ニューリーダー育成研修会」の目的と内容について 

太田 安彦（香川県：香川県立保健医療大学） 
 

昨年５月の医師の働き方改革の法改正に伴い、タス

ク・シフト/シェア推進が日臨技主導のもと各都道府

県で進められている中、今回の研修会に参加し全国の

医療機関の状況を知る機会を得た。参加者の中で私は

唯一現場の人間ではない。その私が一番に感じたこと

は都道府県ごとに進捗状況に差があるということであ

る。一部の検査室においては既に講習を修了した技師

による対応が行われているが、まだ始まっていない所

が多くを占めている。その理由に今回の研修会の中で

日臨技が掲げる「意識」、「技術」、「余力」の３分

野において特に「意識」の壁が高いのではないかと考

える。つまり、技師一人一人がタスク・シフト/シェ

ア推進に二の足を踏んでいるのではないかと思う。

「業務が増える」、「人手が足りない」、「時間がな

い」、「他職種への配慮」といった声が多いのではな

いだろうか。まずこの部分を払拭するための行動を起

こすことが推進への第一歩ではないだろうか。意識改

革ができたとき、今回の法改正が臨床検査技師の業務

拡大、地位向上のチャンスであると私は考える。教育

機関では既に法改正に対応したカリキュラムが作成さ

れ４月から運用される。 

田中 義成（長崎県：佐世保共済病院） 
 

2022年３月５日、オンラインで開催された令和３年

度「地域ニューリーダー育成研修会（第７回）」に参

加しました。第３回、６回に続く３回目の参加となり

ますが、今回は「臨床検査技師へのタスク・シフト/

シェアの推進方策について」というテーマが設定され

ていました。 

宮島会長の挨拶、丸田副会長の「法改正概要の説

明」の後、８つのグループに分かれ、「意識」、「技

術」、「余力」のサブテーマでのグループディスカッ

ションが行われました。我々のグループは「意識」に

ついて「タスク・シフト/シェアの意義」、「検査

室、院内の受け止め方」、「検査室、院内、検査技師

の意識改革」、「自分の行動、けん引について」の細

項目で討論しました。「講習会参加には概ね前向きだ

が業務への落とし込みに難しさを感じている」「先ず

は現状把握をしてよりニーズのあることから実践して

はどうか」などの意見が出されました。最後にそれぞ

れ10分程度のグループ発表があり、横地副会長の総評

後、研修会本体は終了となりました。 

今回の法改正は臨床検査技師に限ったものではあり

ません。医師労働時間短縮計画作成の必要性も有り、

医師、看護師を含めた他職種との連携を深め、必要性

を見極め、相互理解のもとタスク・シフト/シェアが

推進されれば良いと思われました。 
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 当会では各領域で活躍している臨床検査技師と連携し、知識、技術の習得はもとより、従来の事業にとら

われず、臨床から望まれる臨床検査技師を育成することを目的とし、職能拡大推進のための研修会を開催し

ています。第３回目となる「PSG研修会」が令和４年２月27日（日）にWebinarによるリアルタイム配信で開

催されました。今回の研修会では「睡眠ポリグラフ検査（PSG）判定の更なる応用と臨床事例を考える」を

テーマに、前半はPSGを解析する上で必要な判定ルールや睡眠関連運動障害群などの診断基準について、後半

は睡眠関連呼吸障害の治療に用いられる在宅持続陽圧呼吸(CPAP)機器の原理や使用上の注意点について、研

修会の最後はPSGやCPAP内部データの所見を読み解き、その結果を患者指導にどう活かしていくか、臨床事例

をもとに考える内容となりました。 

 受講者からの感想をいただきましたので、ご紹介いたします。 

高道 小百合（金沢大学附属病院） 

 PSGの勉強会は近場で開催されることが少ないので

すが、今回の研修会はWeb開催ということでチャンス

とばかりに申し込みました。 

 興味深かったのは睡眠関連呼吸障害と他の疾患の合

併についての講義です。閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）

と相互作用のある疾患や、OSAが見逃される例が紹介

されました。たしかに、教科書とは違って実際の患者

さんは複数の病気を合併しているものです。今後は、

OSAを見たら他の疾患が隠れているかも、こういう状

態だからOSAがあるかも、という視点をもって検査に

取り組みたいと思います。 

 また、私が苦手意識を持っているPSG判定ルールに

関する講義では、図を多く盛り込んで解説していただ

いたので、すんなりと理解することができました。ポ

イントや注意事項も示してくださったので、今後もい

ただいた資料を繰り返し確認し、スキルを定着させた

いと思います。 

 この度は、有意義な研修会を企画していただき、あ

りがとうございました。 

竹部 美穂（つくばセントラル病院）  

 PSG検査に携わる事になり、解析する際の判定ルール

やその後のCPAP療法について学ぶため、今回の研修に

参加させていただきました。  

 講義では睡眠関連運動障害の診断に重要なPLMS (睡

眠時周期性四肢運動)の判定ルールや、レム睡眠行動障

害の診断に重要なRWAの判定ルールなど、図を用いなが

ら解説していただき、とても分かりやすく勉強になり

ました。また過眠症に関して、診断手順と反復睡眠潜時

検査(MSLT)の評価について学ぶことができました。当

院ではMSLTを行っていないため、検査概要を知る良い

機会となりました。CPAP療法の講義ではCPAPの原理か

らマニュアルタイトレーションによる適正圧の決定方

法、さらには症例を用いてCPAPの使用データの見方を

学びました。CPAPは生活の一部となります。この使用

データから実際に患者指導を行っている施設もあり、

睡眠医療において検査技師の役割は幅広いと感じまし

た。  

 今後のPSG検査、CPAP療法共に、研修で学んだことを

活かして質の高い睡眠医療を提供できる様に努めてい

きたいと思います。講師の先生方、お忙しい中ありがと

うございました。  

栄研化学 株式会社  様より寄付を賜りました 

栄研化学株式会社  

納富継宣 代表執行役社長（写真左） 

当会 宮島会長（写真右） 

 新型コロナウイルス感染症に対する当会の活動

に対し、栄研化学株式会社様より多額の寄付を賜

りました。 

 令和４年３月25日に代表執行役社長 納富継宣様

より寄付金の目録を頂戴し、そのご厚意に対し、

当会宮島会長よりに感謝状が贈られました。 
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＝ International Federation of Biomedical Laboratory Science ＝ 

＝ (IFBLS)からのお知らせ ＝ 

“Biomedical Laboratory Science Day” 

（世界検査医学デー） 

毎年４月15日 は 

Biomedical Laboratory Science Day”(BLS day) 
 

 2022年のテーマは昨年に引き続き、Testing Times - Biomedical 

Laboratory Scientists' Role in the Covid-19 Pandemicです。 
 

 皆様も是非、IFBLSのホームページでポスターや今までのテーマ、

BSL dayについてのガイドラインをご覧ください。 
 

 また、今年は第35回IFBLS学会（The International Federation of 

Biomedical Laboratory Science)が韓国のスウォン（水原市）で開催

されます。日臨技でも発表者参加者を募集しております。興味のある

方は下記の概要をご確認のうえ、是非、ご応募ください。 
 

 IFBLS Board Member（日臨理事）片山 博徳 
今回のBLS DAY ポスター  

IFBLS HP: http://www.ifbls.org/ 

 

第35回IFBLS学会（The International Federation of Biomedical Laboratory Science) 

発表参加者募集についてのお知らせ 

 

学会発表を行う会員に限り、韓国での国内移動費（指定日時のみ）、宿泊費、学会登録費、海外旅行傷害保険費

等を当会が負担いたします。この機会にぜひ奮ってご応募ください。 

なお、参加者は韓国の金浦又は仁川国際空港へ指定時間に集合・解散になりますので、ご自身で韓国までの移動

を自費手配のうえお越しください。 
 

＜学会概要＞  

◇開催期間    2022 年 10 月 5 日（水）～ 2022 年 10 月 9 日（日） 

◇ホームページ  https://ifbls2022.org/ 

◇開催場所    韓国・スウォンコンベンションセンター（Suwon Convention Center） 

◇学会日程       最新情報は学会 HP をご参照ください。 

◇参加資格       日本臨床衛生検査技師会会員 

◇発表者募集人数 10名程度（応募者多数の場合は日臨技担当部門で選考いたします。） 

◇演題登録締切  2022 年 6 月 30 日（木）迄に日臨技で一括登録します。 
 

＜応募について＞  

◇応募条件    第 35 回 IFBLS 世界医学検査学会で一般示説発表又は口演発表を行い、 原則は下記の学会

行事に参加すること。 

10/5（水）17:00-21:00 開会式・ウエルカムレセプション 

10/6（木） 9:00-11:00 ポスターセッション 

10/7（金）午後 ラボツアー 

10/8（土）18:00-20:00 ガラディナー 

10/9（日）12:00-13:00 閉会式 
 

◇応募申込方法  日臨技HPをご参照ください。  

https://www.jamt.or.jp/news/2022/news_004346.html 
 

◇参加申込締切日 2022 年 5 月 31 日（火） 

＊コロナ禍の状況により、Web開催となる可能性もありますことをご承知おきください。 

 なお、自費登録・参加することを制限するものではありません。 

（編集後記）うららかな春を迎え、長くなってきた「おうち時間」にも少し疲れが出てきました。人間関

係の理解を深め、自分についても理解してもらえる場でもある「飲みニケーション」もなくなり、寂しい

限りです。これからの将来を担うニューリーダーたちにも、多くの人にめぐり逢える貴重な時間が戻り、

春の芽吹きとともに一 日も早く穏やかな日が訪れることを祈ります。新たな一年、よろしくお願いいたし

ます。                                        （日高）                              


