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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に参加して 

奈良県立医科大学附属病院 宮林知誉 

令和 3 年 5 月 28 日、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一

部を改正する法律」が公布されました。改正の趣旨は、医師の働き方改革推進のために各医療関係職種の専

門性を活用し業務範囲の見直しを行うことや地域医療構想の実現に向けた医療機関の取り組みに対する支

援を行うことが挙げられます。さらに同 10 月 1 日には各医療職種の業務範囲拡大に際して臨床検査技師、

診療放射線技師、臨床工学技士、救急救命士に関する法律の一部改正が施行されました。法改正が行われた

業務の実施にあたっては、平成 27 年の検体採取業務の追加時と同様に厚生労働大臣が指定する講習の受講

が必要になります。表題の講習会はその実務担当者向けの研修会であり 10 月 31 日に森ノ宮医療大学で開催

されました。奈良県からは 11 名が参加し、今後は中村理事を中心とした当該メンバー主体のもと奈臨技で

講習会が展開されていくことになります。 

会場内では白衣にマスク装着、検温と手指消毒を行い、感染防止対策万全の上、全 60 名程度が 3 会場に

分かれて講習を受講しました。内容は直腸肛門検査におけるトランスデューサ挿入、内視鏡検査における生

検鉗子操作、静脈路確保・造影剤注入、皮下グルコース検査、喀痰吸引操作・喀痰採取まで多岐に渡るもの

で、手技の説明動画視聴の後、各操作のレクチャーを講師の先生方にしていただき、実習が行われました。

全て初めて体験する操作でしたが、講師の先生方から丁寧な説明を受けながら同じ班の方々と手技のコツに

ついて話し合い、実際にたくさん手を動かしていくうちにお互い打ち解けて有意義な時間を過ごすことがで

きました。9 時半から 17 時半に及ぶ全研修を終えた後、当講習会の実務委員長より、「今日でタスクシフト

の運転免許を得たわけだが、まだペーパードライバーだということです。」とのお言葉をいただきました。実

臨床で上記の業務をはじめから完璧にこなすことはほぼ不可能です。各病院の臨床検査部から看護部へ実務

研修の打診をしたり、臨床工学技士や放射線技師と議論を重ねながら各診療科と連携をとって各医療職種の

現場デビューをマネージメントする必要性が生じてくると感じました。また、講師の看護師の方からタスク

シフトと聞くと仕事が降りかかってきて荷が重い感じがするが、根底にはタスクシェアの考えがあり医師や

看護師、コメディカルが共に業務をシェアするのですから、慣れない作業で立ち止まるなどしたらすぐに看

護師を頼ってくれていいのだという優しさのこもった激励のお言葉をいただきました。今回法改正が行われ

た新たな業務に、すぐさま自分が関わるイメージを持てる方やそのような境遇におられる方は比較的少ない

と思いますが、新規の業務に一切触れずにやり過ごすことの方が難しい気もいたします。どの道やることに

なるのなら前向きに、皆様と共に歩んで参りたいと思っています。今後開催予定の奈臨技でのタスクシフト

/シェア講習会で皆様に会えることを楽しみにしております。 
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第 38回奈良県医学検査学会のご案内 

 

 

1. 名 称   第 38 回奈良県医学検査学会 

2. テーマ   『高まるニーズに応えられる臨床検査技師を目指して』 

3. 期 日   2022 年 5 月 15 日（日）9:00 より 

4. 会 場   未定（web 開催予定） 

5. 主 催   一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 

6. 学会長   大和高田市立病院 勝山 政彦 

(一般社団法人 奈良県臨床検査技師会会長) 

7. 担 当   奈良県臨床検査技師会検査研究部門運営委員会 

8. 実行委員長 天理よろづ相談所病院 木下 真紀 

(奈良県臨床検査技師会検査研究部門運営委員会委員長)  

9. 特別企画  1) シンポジウム 

          「(仮)タスクシフト・シェアに関する今後の展望」 

           検体検査：猪田猛久（済生会中和病院） 

           病理検査：西浦宏和（大和高田市立病院） 

           生体検査：北川孝道（奈良県総合医療センター） 

2) 奈臨技講演 

   「(仮)タスクシフト・シェアに関する現在、今後の動向について」 

   講師：中村彰宏（天理医療大学） 

 

10. 一般演題公募 

           演題受付期間：2022 年 1 月 3 日（月）〜 2 月 28 日（月） 

抄録受付期間：2022 年 1 月 3 日（月）〜 3 月 31 日（木） 

申し込み方法：日臨技総合情報管理システム（JAMTIS）からご入力ください。 

なお、演題は先着 6 題とし、これを超えた場合の採否は委員会の判断とさせ 

ていただきます。 

発表時間：発表 6 分、質疑応答 3 分 

なお、優秀演題には会長賞および学術奨励賞が授与され、機関誌『まほろば』 

に論文掲載されます、多数ご応募ください。   

11. 参加費  会員・賛助会員：無料 

非会員（奈臨技会員でない方、日臨技会員のみの方）：参加不可 

学生：無料 

12. 問い合わせ先 

            第 38 回奈良県医学検査学会 事務局 森嶋 良一 

奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部 

TEL: 0744-22-3051（内線 4221） 

E-mail: morisima@naramed-u.ac.jp 

 

＊今後のコロナ感染状況の推移により内容を変更する場合があります。 
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＜ 生涯教育研修会のお知らせ ＞ 

 

「動画を用いた症例検討会 骨髄系、リンパ系腫瘍の見方、考え方」〔専門-20〕 

 

      

 講師：高橋 陸 会員（天理よろづ相談所病院） 

      永井 直治 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年2月4日（金）18時00分〜20時00分 

      会場：Web開催 

      担当：血液（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】造血器腫瘍症例の動画を配信し、骨髄像の見方、考え方についてディスカッショ 

ンしていきます。従来の顕微鏡実技講習会に代わるものとして複数の症例をご用意 

いたします。多くの方のご参加をお待ちしています。 

※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。 

※研修会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力 

し参加登録を行なってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/36419/apply 

【問い合わせ先】永井 直治（天理よろづ相談所病院）         （QRコード） 

 Tel  00743-63-5611 内線7437  

e-mail na.nagai@tenriyorozu.jp 
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「超音波定期勉強会5 症例検討会 

（腹部領域・頸部リンパ節領域）」〔専門-20〕 

      

講師：鈴木 眞子 会員（天理よろづ相談所病院） 

   藤高 衣里 会員（奈良県総合医療センター） 

      日時：2022年2月9日（水）18時30分〜19時15分 

      会場：Web開催 

      担当：生理（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】今回は腹部領域と頸部リンパ節領域について症例検討会を行います。 

会員みなさまの多数のご参加をお待ちしております。 

※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。 

※研修会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力 

し参加登録を行なってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/37670/apply 

【問い合わせ先】馬場 創汰（天理よろづ相談所病院）         （QRコード） 

 Tel  0743-63-5611 内線7447  

e-mail bfc_souta30@yahoo.co.jp 
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「超音波定期勉強会6 症例検討会（心臓領域）」  〔専門-20〕 

 

 講師：畑野 真以子 会員（県立医科大学付属病院） 

     瀬良 章 会員（天理よろづ相談所病院） 

       清水 博美 会員（県立医科大学付属病院） 

       松谷 勇人 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年2月16日（水）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催 

      担当：生理（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】今回は心臓領域について2例の症例検討会を行います。会員みなさまの多数の 

ご参加をお待ちしております。 

※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。 

※研修会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力 

し参加登録を行なってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/37671/apply 

【問い合わせ先】馬場 創汰（天理よろづ相談所病院）         （QRコード） 

 Tel  0743-63-5611 内線7447  

e-mail  bfc_souta30@yahoo.co.jp 
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「心臓の解剖」〔専門-20〕 

      

講師：森嶋 良一 会員（県立医科大学附属病院） 

      日時：2022年2月17日（木）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催 

      担当：生理（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】心電図を判読するための基礎知識として心臓の解剖はとても重要です。 

今回の勉強会では正しく標準12誘導心電図を理解するために、 

心臓の全体像から刺激伝導系と冠動脈の走行をやさしく解説します。 

※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。 

※研修会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力 

し参加登録を行なってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/36451/apply 

【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学附属病院）         （QRコード） 

 Tel  0744-22-3051 内線4220  

e-mail mshiratsuchi@naramed-u.ac.jp 
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「AmoyDx肺癌マルチ遺伝子PCRパネル解説と 

  奈良県の病理遺伝子検査の現状」〔専門-20〕 

 

      講師：シスメックス株式会社（LS事業本部LS市場開発部エリアマーケティング課） 

      泉屋 直輝 会員（奈良県総合医療センター） 

      日時：2022年2月18日（金）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催 

      担当：病理（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】「Amoy Dx® 肺癌マルチ遺伝子PCRパネル」は2段階のRT-PCR法を原理として、 

EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子 、BRAF V600E変異、METエク 

ソン14スキッピング変異を一回の測定で同時に検出可能であり、10種の抗悪性腫 

瘍剤の適応判定の補助が可能となる検査です。現在広く用いられている「オンコ 

マイン Dx Target Test マルチ CDxシステム」との違い等が注目されています。 

それらAmoyDx検査の詳細と現行の検査との違いを踏まえて解説していただきます。 

また、上記勉強会に併せて「奈良県内の病理遺伝子検査の現状」を先日の調査結 

果を元にお話させていただきます。 

※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。 

※研修会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力 

し参加登録を行なってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/37653/apply 

【問い合わせ先】泉屋 直輝（奈良県総合医療センター）         （QRコード） 

 Tel  0742-46-6001 内線2521  

e-mail izumiyanaoki0702@gmail.com 
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「超音波定期勉強会7 皮下腫瘤の超音波検査」〔専門-20〕 

 

      講師：吉岡 明治 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年2月24日（木）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催 

      担当：生理（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】超音波検査は皮膚科・形成外科領域においても広く活用され、特に皮下腫瘤の検 

査を実施する機会は増加傾向にあると思います。しかし、皮下腫瘤の病変は多彩 

であり、いざ検査の依頼がされるとどのように検査すればよいのか迷う症例も多 

くあります。今回は皮下腫瘤の超音波検査のポイント・評価すべき点について解 

説し、少しでも日常検査の参考になればと思います。会員みなさまの多数のご参 

加をお待ちしております。 

※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。 

※研修会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力 

し参加登録を行なってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/37672/apply 

【問い合わせ先】馬場 創汰（天理よろづ相談所病院）         （QRコード） 

 Tel  0743-63-5611 内線7447  

e-mail  bfc_souta30@yahoo.co.jp 
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「呼吸機能（実技編）」〔専門-20〕 

      

講師：川邊 晴樹 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年2月25日（金）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催 

      担当：生理（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】2021年7月日本呼吸器学会より呼吸機能検査ハンドブックが発行され、17年ぶり 

にガイドラインが改訂されました。 

今回の勉強会ではガイドラインの変更点を踏まえ、スパイロメトリー（VC・ 

FVC）を測定するにあたっての注意点について解説します。 

基礎中心に解説しますので呼吸機能をはじめて間もない方、是非ご参加ください。 

※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。 

※研修会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力 

し参加登録を行なってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/36453/apply 

【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学附属病院）         （QRコード） 

 Tel  0744-22-3051 内線4220  

e-mail mshiratsuchi@naramed-u.ac.jp 
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「2021年度日臨技・奈臨技サーベイ(心電図)解説会」 

〔専門-20〕 

 

      講師：森嶋 良一 会員（県立医科大学附属病院） 

      日時：2022年3月17日（木）18時00分〜19時30分 

      会場：Web開催 

      担当：生理（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】2021年度の日臨技・奈臨技サーベイ(心電図)の解説会です。 

生理検査における精度保証が大きく取り上げられている中、心電図検査の品質管 

理の上で外部精度管理はとても重要な役割を果たしています。サーベイの回答は 

施設ごとですが、本来生理検査においては臨床検査技師一人一人の技量が検査室 

の品質管理へとつながります。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。当日は 

お手元にサーベイの問題をご準備ください。 

※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。 

※研修会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力 

し参加登録を行なってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/37474/apply 

【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学附属病院）         （QRコード） 

 Tel  0744-22-3051 内線4220  

e-mail mshiratsuchi@naramed-u.ac.jp 
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「2021年度日臨技・奈臨技サーベイ(呼吸機能)解説会」〔専門-20〕 

 

 

      講師：川邊 晴樹 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年3月25日（金）18時00分〜19時00分 

      会場：Web開催 

      担当：生理（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】2021年度日臨技・奈臨技サーベイ（呼吸機能）の解説会 です。一つ一つ問題を 

確認しながら解答のポイントをおさらいしたいと思います。当日はサーベイの問 

題をお手元にご準備ください。皆さまの参加をお待ちしております。 

※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。 

※研修会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力 

し参加登録を行なってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/37387/apply 

【問い合わせ先】白土 美佳（県立医科大学附属病院）         （QRコード） 

 Tel  0744-22-3051 内線4220  

e-mail mshiratsuchi@naramed-u.ac.jp 
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「免疫検査のイロハニホヘト」〔専門-20〕 

 

 

      講師：繁 正志 先生（大阪医科薬科大学病院 中央検査部） 

      高橋 光一郎 会員（天理よろづ相談所病院） 

      日時：2022年4月8日（金）18時30分〜20時00分 

      会場：Web開催 

      担当：免疫血清（生涯教育研修：専門－20） 

   会費：＜奈臨技・日臨技会員＞無料  

    【要旨】免疫検査の基礎から応用までを丁寧に振り返り、習得しやすい内容となるように 

企画いたしました。実際の症例を通して、異常反応への対応方法を皆さんと一緒 

に考える機会としたいと考えております。 

※奈臨技オンライン研修会登録済みの方は、マイページからお申込みください。 

※研修会は申し込み制となっておりますので、下記URLでメールアドレスを入力 

し参加登録を行なってください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/37294/apply 

【問い合わせ先】松村 充子（天理よろづ相談所病院）         （QRコード） 

 Tel  00743-63-5611 内線7435  

e-mail mitsuko@tenriyorozu.jp 

 

 

  会員・施設状況  （2022 年 1月 1日現在）  

［正会員数］      689名 

 [新入会]          0 名             [再入会]   0 名 

 [変 更]            3 名              [退 会]   3 名 

 

 

編集後記 

 冬本番の厳しい寒さになりました。 

新型コロナウイルス感染症患者数が急激に増加してきました。 

感染対策、健康管理に十分注意してお過ごしください。            

広報委員 K  

 

 


