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P1～P2 全国「検査と健康展」2016開催報告 

P3～P4 医療施設間の連携で創り上げる「臨床検査技師による病棟業務推進施設情報連絡会」 

P4～P5 病棟業務推進ミニシンポジウム企画 

P5 日臨技医療政策企画 病棟業務に必要な能力開発実践研修会シリーズ企画１ 

 本年度も平成28年10月～12月にかけて全国各地で「検査と健康展」が開催され、多くの市民の皆様にご来場いた

だきました。開催報告を寄稿していただいた都道府県技師会の様子を報告いたします。全国でご協力いただきまし

た会員の皆様ありがとうございました。 

愛媛県臨床検査技師会では、平成28年

10月15日（土）と10月16日（日）の２

日間、松山市大街道商店街において

「検査と健康展」を開催しました。 

一般市民を対象にした健康増進と成人病予防に関する啓

発、そして臨床検査技師のことをより知って頂くことを目

的に、商店街を行き交う人に声をかけながら健康チェック

を勧めました。健康チェックでは超音波による骨密度測

定、健康モニタリング装置でのヘモグロビン推定値の計

測、希望者には血圧測定を行うなど、２日間で712名の

方々がこのイベントを体験されました。また、イベント期

間中は常に15～20名の待ち時間が出るほどの大盛況で、あ

らためて健康への関心の深さを実感いたしました。来場さ

れた方々には、検査の待ち時間を利用して糖尿病や成人病

の予防のお話、臨床検査についてのパンフレットを見た

り、臨床検査振興協議会作成の“みんなの臨床検査”“医

療を支える臨床検査技師”のビデオを観るなど、臨床検査

技師についても知って頂く機会となりました。 

こうしたイベントを開催して思うことは、毎年楽しみに

して来場される方もいらっしゃ

り、継続して開催することの大切

さを感じました。今回の参加頂い

た最高齢は94歳の女性の方で、

“来年も元気で来てください”と

声をかけると嬉しそうに笑顔で

“はい、また来ます”と言ってい

たのが印象的でした。 

臨床検査技師の知名度はまだ低

く、特に業務内容までは知らない

との意見が多いのが現状で、こう

したイベントを通じて広く知って

頂く機会となれば幸いです。 

（愛媛県臨床検査技師会 河口 喜治) 

 11月20日（日）８時45分に実務委員が

集合し、一斉に会場を設営し、10時に

は検査と健康展を開始した。30分経過

した時点で60人ほどが受付をすませ、会場は例年のよう

なにぎわいとなった。 

 今年、特に力を入れたのが検査技師による検査説明で

 岐阜県臨床検査技師会では、平成28

年11月20日（日）にアル・プラザ鶴見

にて「～臨床検査の世界を体験しませ

んか～現場の臨床検査技師がやさしくご説明いたしま

す。」という思いのもと「検査と健康展」を開催しまし

た。 

今回のイベントを通して、一般市民に対し健康に関す

る意識向上のお手伝いと、臨床検査の仕事に興味をもっ

ていただくことを目的としました。 

来場者数は420名を超えたいへん盛況でした。当技師会

の全ての学術部門が協力して企画したおかげで、どの

ブースもたくさんの市民で賑わいました。 

エコー検査ではどんな見え方がしているのか。ヒトの

ある。それぞれの検査のマニュアルを作成し、事前に検

査説明のシュミレーションを行い当日に臨んだ。検査が

終わった人から、技師の検査説明コーナーで医師同席の

もと、検査の説明および結果の説明を行った。臨床的な

質問には医師から説明していただき、健康相談は保健師

さんのコーナーに回ってもらった。検査説明には約20人

の技師が交代で担当し、説明がうまくできた人、今一歩

だった人、それぞれがとても勉強になったと思う。検査

を受けた人からは「丁寧に説明してもらいとてもよかっ

た」と感謝の言葉が多く、同席した医師からも、このよ

うな検査説明をする形ができあがったことは臨床検査技

師のスキルアップ、および知名度のアップになり来年に

つなげてほしいとエールをいただいた。 

 約180人の検査を実施し、15時には終了。皆さんご苦

労様でした。 

 

（秋田県臨床検査技師会 横山 一二美） 
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 日臨技公益委託事業として、今年で

４年目を迎える全国「検査と健康展」

を11月27日（日）イオンモール宮崎

「イオンホール」にて開催しました。会場は公益事業性が

認められ、イオン側が当技師会の実績を評価してくれ５月

には、仮予約が出来、８月には開催日が確定しました。そ

して県会員、協賛団体等に連絡等行い、準備を進めて来ま

した。 

 企画内容は、子供

や大人でも楽しく体

験できるよう①みん

なでできる心肺蘇生

法（宮崎ICLS普及委

員会）、②臨床検査

体験コーナー（頸動

脈エコー検査、下腿

静脈エコー、ヘモグ

ロビン推定値測定、

体内糖化度AGE測定、臨床検査技師体験尿試験）、④がん

予防啓発（がん細胞標本、パネル）、⑤健康相談コー

ナー、栄養相談コーナーで構成し、スタンプラリー形式に

してアンケートを実施しました。 

 開催当日の設営は、３年目を迎えスムーズに行うことが

でき、事故やトラブル等もなく、入場者376名という大盛

況に終わることができました。 

 今年度は、子供から大人までの体験コーナーを増やすこ

とで、来場者に多くの検査を体験してもらい、健康への意

識を高めてもらうことに重点を置きました。 

アンケート回答では、189名（17未満35名、18才以上 

154名）、「イベントの満足度」は、大変満足・満足を含

めて、17才未満83.78%、18才以上92.2%でした。そして、

「臨床検査技師を知っていますか。」の質問では、17才未

満13.51%、18才以上62.34%が知っているとの回答が得ら

れ、17才未満への職業として認知度の低さを感じ、来年度

への課題として、このイベントを活用し、若い世代へのア

ピールの場としていきたいと思います。 

次に、イベントの良い点を上げてもらったところ、他の

イベントにない体験ができた、親子が一緒に参加でき、ス

タッフのわかりやすい説明が良かった等の意見を頂きまし

た。改善点としては時間帯での入場者のばらつきが観ら

れ、来場者への積極的な声掛けの必要性を感じました。 

開催を重ねる度に来場者の健康への関心の高まりと検査

技師の公益事業への参加の重要性も確認できました。 

 全国「検査と健康展」を終えて、あらためて協力してい

ただいた県会員や協賛会員及び団体の皆様に心から感謝

し、お礼を申し上げます。 

(宮崎県臨床検査技師会 神田 一夫)  

腔粘膜細胞を顕微鏡で観察すると何がわかるのかなど、市 

民の皆様に実際に体験してもてもらい、臨床検査技師とは

どんな仕事なのか、少なからず知っていただけたと思いま

す。 

ストレスチェック、血管年齢測定、骨密度測定、及び健

康相談コーナーは特に人気が高かったようです。市民の皆

様の健康への関心の高さが伺えました。また直接お話しを

することで臨床検査が社会に大きく貢献していることも実

感できました。 

一方で若い世代、特に学生の来場が非常に少なく、検査

技師の魅力を十分に伝達できたとは言えませんでした。会

場設営や広報、開催時期など検討課題はたくさんあります

が、来年にいかせればいいと思います。  

今後は何らかの講演、チーム医療の中の検査技師の係り

も企画内容に加えるなどしてより魅力的なイベントにして

いきたいです。 

(岐阜県臨床検査技師会 清水 康之)  

 長野県では11月27日（日）に北信支

部が担当し「検査と健康展」を長野市

芸術館アクトスペースで開催しまし

た。会場となった長野市芸術館は今年の５月にオープン

したばかりの施設で、芸術監督にあの久石譲氏が就任し

ており、様々なコンサートやイベントが開催されていま

す。会場としては申し分ないので、あとは来ていただく

県民の皆様に満足してもらう健康展になるよう、実行委

員一同、半年かけて準備をしました。 

 健康チェックには血糖・HBA1c測定、脂肪肝チェック、

体組成成分検査、骨密度検査、動脈硬化測定、ストレス

チェックと多くの無料検査を実施。パネルやビデオによ

る検査技師や日臨技の紹介をし、実施した検査の説明を

検査技師が説明するコーナーを設けました。そのほかに

も医師、看護師、栄養士の相談コーナーも開設し、何処

も行列ができるほど盛況で、寒い時期にもかかわらず270

名の来場者に来ていただくことができました。 

 体験コーナーでは採

血体験や顕微鏡による

血液像の観察、エコー

で風船の中身を当てる

クイズ等盛りだくさん

でした。水風船の中に

生きた金魚を入れ、観

察すると動く金魚が化

石のようにモニターに

映り、技師の私たちも

興味をそそられました。 

 来場した県民の皆様には「こういうイベントは是非、 

毎年やってほしい」「自分の状態が知れる良い機会に

なった。」等、とても喜んでいただき、開催した意義が

あったと感じました。技師会としても他団体と協力する

ことで職種を超えた繋がりをもち、非常に有意義な事業

となったと感じています。 

 このようなイベントに参加される方は、もとから健康

管理の大切さを理解している人が多いですが、日頃から

検診等が大切だということを改めて知ってもらえたと思

います。私たちも「灯台下暗し」とならぬよう、自己管

理を怠らず、日頃の業務に尽力したいと思います。 

 （長野県臨床検査技師会 町田 孝文） 
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病棟業務推進施設情報連絡会が臨床検査技師の力によって動き始めました。本企画は検査技師の大きな取り組みであり、情

報連絡会内の施設間で共有された情報をリアルタイムにお届けしていきます。 

事務局政策調査課 板橋匠美 

運営報告1.15 

病棟における検査関連業務の実態調査 

日臨技より協力施設長へ検証結果を報告！ 

調査協力施設： 

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 

聖隷横浜病院 林 泰広 院長 

平成28年12月27日（火）、深澤執行理事及び事務局が

林院長を訪問し、臨床検査技師の病棟配置における有用

性についてのデータを報告の上、検証を終えての感想を

お伺いしました。 
＊ 

聖隷横浜病院は病床数300床（一般・地域包括ケア）、

一般病棟７：１入院基本料の二次救急拠点病院です。全

国で病院、検診施設、介護施設など147施設、300事業を

展開している日本最大規模の社会福祉法人、聖隷福祉事

業団を母体としています。聖隷横浜病院は横浜市保土ケ

谷区にあり、横浜旧市街地の約50万人のエリアをカバー

しています。大都市とは言え、この地域でも急速な高齢

化と将来の人口減少が予想されており、将来をみすえて

①「救急診療体制の再構築と強化」②「高齢者医療の充

実」③「将来を見据えた診療体制の再編」④「地域連携

部門強化」を運営の４つの柱として定め、医療サービス

の提供をしています。 
 

◆病棟における検査関連業務の実検証協力依頼の経緯 

平成22年４月30日付の厚労省医政局通知、「医療ス

タッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」

において、「医師等の包括指示の下、各医療スタッフの

専門性に積極的に委ねるとともに、医療スタッフ間の連

携・補完を一層進めることが重要である」という医師、

看護職員の業務負担の軽減に向けた内容が提示されまし

た。これをふまえて日臨技も職能団体として、検査技師

の病棟における検査関連業務への積極的な取り組みの展

開を検討しました。まず実検証として、聖隷横浜病院に

ご協力いただき、病棟へ臨床検査技師を配置した場合の

効果を検討しました。その結果は以下の４つの視点をふ

まえて検討され、第65回日本医学検査学会（神戸市）で

報告資料として報告されました。 
1. 病棟における検査関連業務の把握（事前調査） 

2. 病棟に臨床検査技師を配置し、業務内容、業務量などの実

証検証 

3. 医師、看護師を対象のアンケート調査 

4.入院患者を対象のアンケート調査（調査期間の退院患者） 
 

その結果から、臨床検査技師の病棟配置により、①検

査関連業務量が実質的に約６時間/日程度はあること、②

多職種からのニーズがあることが明らかとなりました。

さらに、臨床検査関連のインシデントが減少することへ

表：臨床検査関連業務内容 

の期待が医師、看護師から寄せられました。 
 

◆だからこそ臨床検査技師はよりアピールをしてほしい 

臨床検査技師はこれまで検査室からあまり患者の前に

出てくる印象のない職種でした。毎日膨大な検査件数に

追われ、自分で患者情報を取得する余裕などないかもし

れません。しかし、林院長より管理者の立場から臨床検

査技師へ期待を込め、何のための臨床検査であるのか、

含みを持たせて語っていただきました。 

林院長：医療は患者のためにあるもので、臨床検査も当

然例外ではありません。医師は患者の病態を把握するた

めに情報を集め、それを基に治療計画を立てていきま

す。臨床検査データはそのうち最も重要な要素ですし、

正確・精密は前提となります。ただしすべての医師が検

査の意義を必ずしも熟知しているとは限りません。場合

によってはせっかくのデータが患者のために活かされな

いことも起こりえます。臨床検査技師には、検査のプロ

の視点で積極的に患者に関わることで、なぜその検査を

依頼したのか、をみてもらえたらと思います。その上で

より有用な別な検査がないのか、提言してもらえればと

も思います。臨床検査技師が実際に患者をみた上で提供

される検査情報はとても価値があるものになると思いま

す。 
 

◆評価と同時にでる懸念要素 
聖隷横浜病院では実検証の後も、病棟業務担当者とし

て臨床検査技師が継続して病棟業務を行なっています。

臨床検査技師の病棟での日々の業務は表に示すような内

容ですが、現在臨床検査技師が配置されている病棟が循

環器系ということもあり心電図検査の回数が多くなって

います。心電図検査では通常の12誘導に加え、歩行負荷

やホルター、心電図モニターにも関わっています。 

 

林院長：臨床検査技師が病棟に常駐することで医師も看

護師も大変に感謝しています。今では臨床検査技師が病

棟になくてはならない存在だと感じていると思います。

チーム医療推進のもとで徐々に医師や看護師の負担が軽

（次ページへつづく） 



座長推薦理由：病棟へ臨床検査技師が出て行き業務すること

は患者の為のみならず、施設全体のチーム医療協働意識が高

まった事例です。病棟検査技師活動の実現に向けての取り組

みや、病棟で検査技師がいかに活躍しているか、それによる

施設全体への効果など多くの会員に参考になる発表です。 

日臨技医療政策企画 病棟業務課題解決実践講習会 

受講者募集中！！ 
 
 

（関西）あべのメディックス平成29年2月12日（日） 
 

（関東）日本臨床検査技師会館平成29年2月18日（土） 
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減し、多くの業務が次第に他の専門職種へ移っていきま

した。これは患者さんにも良いことですが、課題も出て

きています。業務を担当する機会が減った分、検査など

に関して看護師の技術が低下しているという点です。例

えば、心電図の12誘導検査など、かつてはどの病棟でも

普通に看護師が行う業務でした。それを今では臨床検査

技師が行ってくれます。とは言え臨床検査技師が病棟に

いない時間帯では、技術力が不足した看護師が行わなけ

ればなりません。人によっては正しく実施できるのか不

安も残るかも知れません。それで質が担保できるのかと

いう点も問題になります。必然的に臨床検査技師にも24

時間配置を求める声が上がるなどということが起こりえ

ます。 

病院の管理者として専門職の病棟配置を評価する一

方、専門技術を専門職へ動かす流れと同時に施設状況に

合わせて専門技術の不足時間帯のカバー体制を検討する

必要があること強調されました。 
 

◆データの明確化から初めてわかる本当の効果？ 
今回、臨床検査部門長による足場作りと病棟業務兼任

者の尽力の結果、病院の管理者へ臨床検査技師の病棟配

置の効果をデータとして報告することができました。 

林院長：臨床検査技師が今後何をやっていきたいのか、

いろいろな意見やアイデアがあることと思います。検査

部門の中だけでどうしたらよいかを考えるのではなく、

その実現に向けて管理者へ積極的に提言してもらえれば

と思います。管理者側には提言の内容をできるだけ価値

あるものとしていく用意があります。 

病院の管理者としての臨床検査技師への期待の言葉が

印象的に感じられました。 
＊ 

なお、林院長には下記講習会にてご講演をお願いして

います。病院の管理者が臨床検査技師に対してどのよう

な思いをもっているか話していただく予定です。 

是非とも多くの方に聴講して頂ければと思います。 

全国学会・各支部学会で企画されている病棟業務推進ミニシンポジウムの座長推薦演題を紹介していきます。 

今回は中部圏支部医学検査学会の２演題を紹介します。 

～平成28年度 中部圏支部医学検査学会座長推薦演題 ①～ 
 

「検査科看護部ワーキングから 

病棟検査技師活動への試み 」 
 

演者  山田 幸司 （JA愛知厚生連足助病院 ）   

座長 山田 哲司      

【はじめに】 
 当院は愛知県中山間部におけるへき地医療拠点病院であり

病床数190床、検査技師数８名で検査室を稼働している。

チーム医療への関わりとしては採血管予約発行、SMBG指導、

糖尿病教室への参画、ICTラウンドなどの活動を行ってき

た。平成28年４月に更なる業務拡大(診療支援)を模索するな

かで病棟検査技師活動(WMT ward medical technologist)の

実現に向けて「検査科看護部ワーキング」を発足し、平成28

年10月より病棟出向を開始した。 
 

【検査科看護部ワーキング】 
理念：「患者にベネフィットが存在し、その過程で医師や看

護師をはじめチーム医療スタッフの診療支援に寄与するこ

と」を前提とした上で業務内容を協議し、患者満足度の向

上、看護業務の効率化、医療安全の確保等を目指す。 

派遣病棟：２病棟（４西病棟、4東病棟：全病棟の50％）に

１名の検査技師を兼任で派遣 

業務内容：採血、咽頭や鼻腔からの検体採取、随時血糖測

定、各種検査説明、自己血採取補助、輸血製剤搬送、患者搬

送、病棟スタッフへの卒後教育等。 

病棟出向時間：８時30分～９時、10時～11時40分、14時～病

棟検査関連業務終了まで。 

ワーキングポイント：病棟中堅スタッフを委員に選任し、現

場の意見を十分に取り入れるようにした。また組織横断的取

り組みという観点から、病棟出向に先駆けて、医局会、看護

課長会、病院運営会議などで活動支持を受けるとともに、他

部署との連携・協力体制の構築に取り組んだ。 
 

【結果・考察】 
 開始当初、検査技師に委託された病棟業務は決して多く

なく、病棟にはニーズが無いのではと誤解を招きかねない状

況もあったが、挫ける事なく電子カルテや検査システムから

出来そうなことを一つ一つ探し出し、こちらから積極的に病

棟スタッフに声を掛け業務拡充に努め、今では逆に業務制限

が必要なほど繁忙に追われている。病棟には病棟スタッフ、

検査技師が未だ気づいていないニーズが隠れていることが多

い。だからこそ、我々検査技師が現場に行って気づかせるこ

とも重要と考える。また、複数の病棟を兼任している為、依

頼が重なりマンパワー不足状態になることがある。可能な限

り調整し依頼を取りもらさないように努めているが更なる改

善を検討する。活動効果として看護師による患者ケア時間の

増加や検査関連インシデントの軽減以外にも、病棟検査技師

活動が病院に新たな息吹をもたらしたことにより、検査科以

外の他部門もチーム医療参画（協働）への意識が高まり、院

内のチーム医療活動の活性化が進んでいる。 
 

【結語】 
 当院においても医師・看護師不足の声を耳にするが、従

来看護師が行っていた検査関連業務を病棟検査技師が担うこ

とにより診療及び看護の充実とリスクマネージメント、患者

QOLの向上に役立てたものと確信している。 2025 年問題を

見据え医療改革が進む中、病棟には専門性を持つ多職種の協

働(チーム医療)が必要である。 



（編集後記）松の内も去ってこれから立春までがこの１年で最も寒くなる季節です。みなさまにおかれましては体調

管理には十分注意されお過ごしください。 

 今年は「酉年」です。みなさまもご存知のことと思いますが 「酉」は「にわとり」で明け方、最初ににわとりが

鳴きますが、新しい年も１番に鳴くことことから縁起が良いとされています。また「とり」は「とりこむ」と言われ

て商売などでは縁起の良い干支です。広報を担当する私たちも多方面より有用な情報をとりこみ、みなさまに発信で

きるようにしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。              【片山】 
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座長推薦理由：NICUに臨床検査技師が常駐し、チーム医療に

積極的に参加している実績の報告です。当初はNICUへ出向し

検査を行っていましたが、その効果を評価され駐在化が要望

され準備期間を経て常駐化が開始されました。1日の業務内容

や今後の課題について記載されています。多くの施設・会員

に参考になると考えます。 

～平成28年度 中部圏支部医学検査学会座長推薦演題 ②～ 
 

「 当院における新生児センター 

常駐技師の取り組みと役割」 
 

演者  水口 和代  （ JA愛知厚生連安城更生病院 ）   

座長 山田 哲司      

当院は、病床数749床を有する西三河南部圏域最大の地域

中核病院で有ります。西三河唯一の新生児センターを有する

当院は極めて多くの診療需要と高度な新生児医療を担ってい

るため、必然的に人手と時間が費やされ医師、看護師は日々

多忙な業務に追われていました。出向業務として検体回収と

脳波検査に赴いていた検査科に平成18年小児科より技師の常

駐が要請され、その後技師の養成、環境整備などの準備期間

を経て、検査科として「業務の効率化と合理化」を目的に

チーム医療の一環として平成20年に技師の常駐が開始されま

した。 

 平成22年８月に新生児専用救急車(人口呼吸器搭載ドク

ターカー)「きらり」が稼働し、同年12月には愛知県で３番

目、三河地方で初めての周産期母子医療センターの認可を受

けました。現在新生児センターとして新生児集中治療室（以

下NICU）18床、継続保育室（GCU）36床を有しています。今

回、検査科からの出向業務ではなくNICUに常駐し検査技師と

しての一日の勤務内容、技師が常駐したことによる効果、今

後の展望について報告をします。 

 一日の勤務内容の紹介をします。8：30～10:30 血液ガス

分析（ビリルビン含む）、CRP測定、各種機器メンテナン

ス、精度管理、検体検査データ入力及び検査結果管理などを

行っています。検体量が微量で失敗ができないため細心の注

意を払い測定を行います。10:30～16:00 主に脳波検査。皮

膚が脆弱なうえ呼吸管理を行っている児が多く、電極を付け

る際サチュレーションが低下してしまう事も有り、体位変換

の時には看護師に依頼することもあります。日頃のコミュニ

ケーションが取れているとスムーズに依頼することができま

す。その他、長時間脳波（a-EEG）、心電図、新生児簡易聴

覚検査（A-ABR）などを随時行っています。 

 また、月一回のセンター会議に参加し他部署との意見交換

を行なっています。 

 技師がNICUに常駐した事による効果として①迅速、かつ正

確な検査により診療効率や検査の質が向上②医師看護師の業

務軽減③発作時などの緊急の検査依頼に迅速に対応が可能④

機器トラブル時の迅速な対応などがあげられます。 

 また、センター会議への参加や緊急の依頼対応などにより

信頼関係が築かれ相互の連携も強化されました。 

 今後の展望として、現在は行っていない休日の対応や新た

な検査項目の提案や、患者家族に声を掛けられることも多く

あるため、検査説明を含めた患者家族との関わり方について

も今後の大きな課題だと思っています。 

 常駐技師として脳波の読影コメントを含めた付加価値のあ

る検査結果を臨床に反映させ、検査技師としての役割を積極

的に果たしていきたいと思っています。今後も、チーム医療

の一員として更に連携を強化し、当院が目指す総合周産期医

療の一翼を担えるよう努力していきます。 

日臨技医療政策企画 
 

病棟業務に必要な能力開発実践研修会 シリーズ企画１ 

～多職種連携のために臨床検査技師が知るべきこと～ 
 

日本臨床検査技師会館 ３階：平成29年3月18日（土）・19日（日） 

今回の企画内容は多職種連携のために臨床検査技師が

知るべきことを、多職種の団体へ依頼し講義いただくも

のとなっております。チーム医療による連携能力および

医療安全能力の強化を中心として構成された、実技強化

講座の前段として設けられた座学講座となります。講義

では、病棟に従事する多職種が臨床で臨む姿勢や、医療

スタッフに必要なコミュニケーションスキル、一次救命

処置、移乗介助など、シリーズの大枠を捉えることがで

きる能力を習得することを目標としています。 

 是非ともご参加の程、ご検討いただければ幸いです。 

 

 申込要領等詳細は当会HPをご確認ください。 
 

http://www.jamt.or.jp/studysession/jamt/index.html 

プログラム内容 
【１日目】 

①病棟業務に必要な能力開発実践研修会 

②臨床看護に臨む姿勢  

③医療スタッフに必要なコミュニケーションスキル 

④医療従事者として患者のそばにいること 
 

【２日目】 

①患者急変時の対応（座学①） 

②患者急変時の対応（座学②） 

③病棟で遭遇する適切な移乗介助方法（座学） 

④病棟専任薬剤師業務  

⑤病棟で診断・観察に用いる医療機器の読み方、使い

方、管理の仕方  

⑥病棟業務実践フリートーク～悩み相談プロジェクト 

http://www.jamt.or.jp/studysession/jamt/index.html

