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横地常広 

P1 日本認知症予防学会担当主催 技師講座、スキルアップセミナーに多くの技師会員が参加 

P2～P3 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～P7 病棟業務推進ミニシンポジウム企画 

P7 全国「検査と健康展」2016 
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 毎年２月の日臨技主催指定講習会が基礎的内容の網

羅的講義となるところから、今回はそれを補う分野に

焦点が当てられました（試験の出題範囲でもある）。 

 講演１：「嗅覚検査と認知症」 

 河月稔（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座） 

 講演２：「睡眠障害と認知症」 

 野田明子（中部大学生命健康科学部生命医科学科） 

 実践セミナー：「ロールプレイ」 

 當山房子（有限会社福祉ネットワーク・やえやま） 

 講演１と２は近年、注目されている認知症関連検査

分野として詳しく解説されました。 

 最後の「ロールプレイ」は昨年の技師講座で試行さ

れた内容が改善されて実施されました。 

 今回は、用意されたシナリオをもとに、当日、立候

補した受講者が自ら患者役・技師役・看護師役などを

即興で演じる方式。シナリオの打ち合わせは５分程度

ですが、２回のロー

ルプレイ中、患者役

は見事にアルツハイ

マー型認知症と前頭

側頭型認知症の患者

を演じ切り、全員の

喝さいを浴びまし

た。設定シナリオは

１回目は心電図をとる、２回目は採血をするという状

況設定で、看護師の當山講師が事前にいくつかの病院

の検査現場を回って実情を把握して作ったシナリオ設

定に、「こんなことってよくある」とうなづきなが

ら、受講者は共感してロールプレイ後のグループ討議

を行っていました。それぞれの発表を受けて當山講師

が総括的に補講を行いました。 

＊ 

 認知症に関連する情報共有や意見交換を目的とする

サイボウズLiveグループサイト「認知症研究サーク

ル」には現在約140名の方が参加されています。参加希

望の方は、ご招待メールを送ります。下記アドレスへ

招待希望のメールをお送りください（定員300名）。 

 ninchisho@jamt.or.jp  

 仙台市の東北大学キャンパス内で開催された平成28 

年９月24日（土）の認定認知症領域検査技師スキル

アップセミナー（認定者向け）に29名、同25日（日）

の技師講座（非認定者向け）に84名、計113名の技師会

員が参加しました。 

＊ 

 スキルアップセミナーは今回、初めて企画開催され

たもので、日臨技の認定試験に合格後、資格者がより

実践的な活動を行うための一助となる内容でした。 

 講演１：「神経心理学的検査について」 

 黒田 陽子（島根大学病院認知症疾患医療センター） 

 講演２：「認知症と臨床検査」 

 澤田 浩秀（神戸常盤大学保健科学部医療検査学科） 

 グループワーク：「認定資格を生かすために」 

 黒田講師は作業療法士として日常的に神経心理学的

検査を担当する立場から、患者さんへの検査時の接し

方や検査説明方法を含めわかりやすく講義されまし

た。 

 澤田講師の講義では、検査技師として自らが行った

検査方法研究の経験も紹介しながら、原理的に今後の

バイオマーカーへの期待を含めました。 

 折しも第32回世界医学検査学会特別記念講演で田中

耕一先生が認知症早期診断のための質量分析研究開発

を紹介したこともあり、追加してこの部分の講演ビデ

オも視聴しました。 

 その後のグループワークでは、神経心理学的検査は

検査技師ができるようになる！という目標で意見が一

致しました。以下のような熱い思いを込めた意見が発

表されました。 
 

・神経心理学的検査の実技マニュアルがほしい 

・神経心理学的検査の実技研修会を全国、支部で行う 

・院内の認知症関連委員会の委員になる 

・在宅分野へも進出するきっかけにする 

・ワンコイン検診として物忘れ検診を導入する 

・認定技師そのものの「認知」をあげる 

・検査技師全員が認知症サポーターになろう（※日本      

認知症予防学会には「認知症フレンド」制度もある） 

・認定技師の「バッジ」を作って着用して活動したい 

  

■認知症の予防と早期発見は検査技師の務め！ 
 

日本認知症予防学会担当主催 

技師講座、スキルアップセミナーに多くの技師会員が参加 
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本情報連絡会が始動し、大きな取り組みが皆様の力によって動き始めました。本企画では、本情報連絡会内で施設間共有さ

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10.15 

■ 検査業務は当たり前をいかに束ねて展開するか！ 

 図は第65回日本医学検査学会の病棟業務推進ミニシンポジウム企画で公開された資料です。多くの施設で専門性を

活かした業務の取組みをされていますが、単体で見た場合に各施設において今ではごく当たり前のように行われてい

る業務となります。病棟勤務者からの評価と比較すると、相関するものも認めますが一部では現場ニーズに合わせた

視点の検討を行なう必要がある業務項目も散見されます。 

 業務の拡大と共に、一度立ち止まって取組みを振り返ることも重要なことであるように感じられます。難易度か

ら、拡大する業務の選定をしてみることも必要と思えるため、今回の資料を参考にしていただけると幸いです。 

病棟配置における経時的変化と課題 

ICT・NST活動への参画による専門性を活かした業務拡大が多くの施設で行われている。 

各検査の説明は3割以下の施設でのみ実践されている。 

ICT活動への参画 

  ⇒医療安全への貢献 

各カンファレンスへの参画、検査結果確認･報告 

  ⇒治療への貢献 

各検査説明 

  ⇒患者ニーズへの貢献 

これら活動があってこそ、初めて臨床検査に

対する新しいニーズが生まれるのではないだ

ろうか。 

病棟配置における経時的変化と課題 

ICT・NST活動への参画による専門性を活かした業務が高い評価を受けている。 

次いで、血糖に関する検査説明が病棟勤務者から評価を受けている。 

【病棟で実践している業務】 

①血糖測定、SMBGに関する説明 

②簡易血糖測定器による血糖測定 

測定よりも患者説明に高いニーズが認められる。 

各施設における実施予定業務とニーズに差を認める。 

【病棟で実施している業務】 

【病棟で評価を受けている業務】 

現場ニーズに合わせた、業務拡大の視点を検

討する余地があるのではないだろうか。  

① 

② 
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実施施設からみた病棟配置までの難易度 

既に実施している業務では多くの施設が相関してスムーズに業務配置が行なえている。 

カンファレンスへの参画、検査結果の確認報告で、高い評価が比較的多く認められる。 

【病棟業務配置がスムーズに行えた業務】 

治療への貢献に繋がりやすい、各カンファレンスへの

参画、検査結果確認･報告に必要な技能 

 ⇒検査データを正しく多角的に読み取り、説明し伝

える力 

患者中心のチーム医療に中で不可欠な存在となるた

めには、治療への貢献は不可欠ではないだろうか。 

■ 広がる！臨床検査技師の業務拡大！！  

 日臨技は重点事業として、臨床検査技師の病棟業務や業務拡大といった取組みが開始し、多くのご施設の理解を得ら

れて拡大が進んできました。この取組みは臨床検査技師だけでなく、患者を取り巻く医療関係職種からも評価を得てお

り、本情報連絡会加盟施設の方々も各地で講師を務められています。 

 下記は、日臨技が主催ではなく各地で開催されることが決定している関連内容の学会・研修会です。 

あくまで本情報連絡会の加盟施設より政策調査課へいただきました情報のため、掲載分以外でも取り組みは行われてい

るかと思われます。より多くの情報を共有、公開できればと考えておりますので、小規模の研修会～学会企画など大き

さを問わず今後も是非、政策調査課（Tel:03-5767-5541）へご連絡をいただけると幸いです。 

第65回日本農村医学会学術総会 
（ワークショップ 3）  

三重県 

10月28日（金）10:30～12:00  

伊勢志摩ロイヤルホテル２階 グランドホール  

【ベッドサイドにおける専門性を活かした患者サービス】  

司会：中村 正明 雄勝中央病院 院長 

    豊田 妙子 鈴鹿中央総合病院 看護部長 
 

患者さんに寄り添うことのできる臨床検査技師としての役割  

 豊田厚生病院 青山 敦子 

医療機関における認定看護師の活動の充実に向けた検討 

－分野の違う認定看護師が協働して病棟訪問を行って－ 

  久美愛厚生病院 沖本 貴秀  
 

経腸栄養ポンプを使用しながら在宅療養が可能になったNST介入の1例  

土浦協同病院なめがた地域医療センター 田山 優子  
 

無床精神科総合病院のリエゾンチームで活動する 

精神科病院看護師の役割  

鈴鹿厚生病院 堀 弘幸   

【将来の臨床検査業務について考えよう：チーム医療への貢献】 
  

地域医療連携の現状と課題 

～検査技師に於けるチーム医療参画の必要性～  

シスメックス株式会社 東日本トータルソリューション課 甲斐 直樹  
 

臨床検査技師の病棟業務への試み 

光ケ丘スペルマン病院臨床検査科主任  三宅 温子    

臨床検査総合部門研修会  宮城県 
平成28年11月5日(土)14：00～16：30  

パレットおおさき 視聴覚室  

愛媛県 愛媛県臨床検査技師会学術研修会（第2回）  

平成28年11月12日（土）14:55～17:30  

八幡浜道の駅みなっと みなと交流館多目的ホール  

【中小規模施設の臨床検査技師･･  

“求めていること”“求められていること”】  
 

中小規模施設の取組み報告   

≪報告１≫ 一般財団法人新居浜精神衛生研究所 財団新居浜病院  

検査室長代理 竹下 和宏  

≪報告２≫ 医療法人結和会 松山西病院  

 検査室 山田 真菜美 

≪報告３≫ 医療法人沖縄徳洲会 宇和島徳洲会 

検査科 薬師寺 志都  

≪報告 4≫ 市立大洲病院 

 検査科 上岡 一寿 

 ≪エキシビション≫ 南予生理検査ミーティングの紹介  

市立八幡浜総合病院 検査科 山村 展央 

当院における多職種の関わりについて 〜チーム医療の推進と地域医療構想〜  

医療法人杏仁会 松尾内科病院 新川 俊也 

こういうところを皆さんに期待しています！   

国民健康保健 久万町立病院 森實 岳史 

グループワーク『技師会を活発に！ 〜意見交換をしてみませんか?～』 

  住友別子病院検査部 臨床検査センター 河口 喜治  

埼玉県 第45回埼玉県医学検査学会   

平成28年12月４日（日） 

大宮ソニックシティ  

学会企画 ：  『 挑戦 』シリーズ  

臨床検査技師としての幅を広げるためにも 『挑戦』しましょう！  
 

『挑戦』ーLet`s 検体採取！ 新たなる領域へー  

練馬総合病院 遊佐 洋子  

富家病院 大竹 京子  

かしま病院  柴田 昭浩 

『挑戦』ーいざ！ 病棟採血ー  

   済生会川口総合病院 各務 初恵 

川口市立医療センター 生天目 和義 

済生会川口総合病院 栗田 佳子 

『挑戦』ー神山が教える統計学ー  

        浦和医師会メディカルセンター 神山 清志 

『挑戦』ーディズニーから学ぶ患者接遇ー   

さいたま赤十字病院 大河原 侑司 

『挑戦』ー広げよう！臨床検査技師の可能性ー   

済生会栗橋病院 竹内 和也 

白岡中央総合病院 永島 彬  

自治医科大学附属さいたま医療センター 浅子 瑞穂 

前橋赤十字病院 大崎 泰章        

(敬称略） 
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第65回学会・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。 

今回は第65回医学検査学会での４演題を紹介します。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑥～ 
  
 
 

マンパワー不足でも病棟業務に関わる 

メリットについて 

演者 齋藤 由枝 （医療法人社団茶畑会 相馬中央病院） 

座長 實原正明、山田哲司     

座長推薦理由：病棟業務を実践する先駆的施設です。検査技

師の増員はなく限られた人員の中で職員が連携を図り病棟業務に

取り組まれています。時間的制約のある血糖測定ならびに糖尿病

関連業務、同時に患者さんあるいは他職種とのコミュニケーショ

ンを図り、まさしくチーム医療を実践されています。そこには新

たな遣り甲斐をも見出されています。  

 チーム医療が求められる現在、臨床検査技師の役割

は多岐にわたります。97床の小規模病院である相馬中

央病院では、職種を超えた協力関係が常に求められて

いました。看護部の業務削減の想いと、臨床検査技師

の職場に貢献したいとの想いが、一致した事が業務拡

大のきっかけとなりました。 

 糖尿病チームの一員として、糖尿病療養指導士の資

格取得を目指していた事もあり、病棟の血糖測定から

開始しました。検査業務の効率化を図りながら、病棟

へ出向く時間を作り、検査技師が病棟に行けない際に

は、看護師がフォローするという状況で開始しまし

た。 

 病棟では血糖測定を行いながら、自己血糖測定器の

手技チェックや、糖尿病患者の話を伺ったり、ワンポ

イントアドバイスを行ったりします。毎日患者の顔を

見て、会話をする事で親しみが沸き、色々な話を聞か

せてくれます。何気ない会話からでも多くの学びがあ

り、時に癒しにもなります。患者の質問で、分からな

いことがあった際にも、病棟に出向いている事で、カ

ルテを見たり、医師や看護師に意見を伺ったりがしや

すい状況です。 

 現在当院で検査技師が関わっている病棟業務は血糖

測定と糖尿病療養指導の他に、採血管の準備ですが、

ICT・NSTでもチームの一員として病棟業務の一端を

担っていると思っています。看護部のサポートと、シ

ステム更新というITの力を借りることで、検査技師の

病棟業務を可能にしています。 

 糖尿病カンファレンス・NSTカンファレンスに臨床検

査技師が参加することで、医師、看護師、栄養士な

ど、他職種の方の話を伺う事が可能です。ディスカッ

ションの場でありますので、検査データに関する意見

を述べる、問題点をその場で解決して頂ける等のメ

リットがあります。 

 病棟業務並びにチーム医療に加わることで、自分自

身の見聞が広がると感じています。病棟業務に携わっ

ている事で、他部署との良好な人間関係も作れ、患者

データを提示する事で、医師や看護師の患者評価にも

貢献していると思っています。患者の話を伺ったり、共

感したり、問題点に答えることで、患者との信頼関係も

できてきます。さらに、顔が見える検査データの解釈

は、より面白く感じられます。 

 東日本大震災によって、ここ福島県相双地区は大きく

環境の変化がありました。津波で家や家族を失ったスト

レス、原発事故という先の見えない不安等から、糖尿

病・高脂血症や、精神疾患に悩まされる方も多く、私

達、医療従事者も例外ではありませんでした。多忙な状

況での、職域拡大は一見逆行している取り組みにも思わ

れがちですが、職員同士の良好な人間関係や患者の笑顔

で癒されるメリットはかけがえのないものと感じます。

自分自身のメリットも感じながら、病院や患者に貢献で

きる検査科でありたいと思っています。共感し行動して

頂けましたら嬉しく思います。また、今回、発表の機会

を頂けました事に深く感謝申し上げます。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑦～ 
 

「当院での病棟における糖尿病関連検査の紹介」 

～経管者OGTTを中心に～ 
 

演者 吉本 みどり (医療法人弘誠会 浦田病院 ）   

座長 實原正明、山田哲司     

座長推薦理由：職員間で連携を図り、多くの業務を遂行する

中、糖尿病関連検査を中心に病棟で活躍されている施設です。専

門知識を有する検査技師として院長から信頼され、今日の病棟業

務へと繋がっています。限られた環境の中で新たな領域を切り開

き定着に至った本例から、信頼関係の重要性を再認識しました。 

病院概要：徳島県の個人病院。診療科は内科、外科、消化

器科、皮膚科、歯科、放射線科、リハビリテーション科、

透析。病床数は一般・療養合わせて100床で、4つの建物が

2つの病棟に分かれている。 

臨床検査室：常勤３名。勤務時間は８時半から17時15分

(月～土)、週一回早朝採血で早出をおこなっている。週休

２日制のため、実際週２日は２人体制での検査業務であ

る。 

検査項目：生化学、免疫血清、血液、一般、輸血、心電

図、血圧脈波、超音波、呼吸機能等を浅く広くおこなって

いる。また、各種健康診断も受けており、採血、各種機能

検査及び説明や、最近では、検体採取(鼻腔・口腔粘膜、

皮膚)も行っている。 

病棟に出向くきっかけ：院長の専門知識のあるものにさせ

るという考えのもと、鶴の一声で決まる。病棟業務は入院

患者様の心電図から始めたが、病棟に出向くようになった

当初は、看護師の皆さんに本当にお世話になった。 

病棟における糖尿病関連の検査：当院では、OGTT・血糖持

続測定・自己血糖測定指導を行っている。今回は、経管者

のOGTTを中心に紹介する。 

OGTT検査(経管者の場合)：食事されている方もほぼ同じで

あるが、病棟からの指示を受けるとマニュアルに沿って確

認・説明・準備を前日までに行う。前日準備は、患者様の 
 

（次ページへ続く） 
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 血液ガス分析や血糖測定などに代表されるPOCT

(Point of care testing)は、簡便な操作且つ迅速に検

査結果が得られるため、大小規模を問わず多くの医療

機関で導入されている。しかしながら、POCTはベッド

サイドで行われているため、測定機器の状態維持や測

定データの精度保証、測定データの管理、トラブル時

の対応などについて苦慮する場面が散見される。この

ような現状において、臨床検査のエキスパートである

臨床検査技師がPOCT全般の管理に積極的に介入するこ

とが、医療の質の向上に繋がると考えられる。院内各

所に存在し不特定多数の医療者が携わる血液ガス分析

に対して、当院での臨床検査科集中管理の運用につい

て報告する。 

情報収集（状態、意思疎通の程度、食事形態、糖尿病

関連薬剤、入浴やリハビリの時間、他の検査の有無な

ど）をし、必要であれば看護師や病棟クラークに当日

の朝食止め、入浴やリハビリなどの時間の変更、経管

ボトルの準備などを確認・指示する。当院では検査用

サイダーを経管の場合も使用しているので、出来るだ

け炭酸を抜くように工夫している。ベットサイドには

検査のため食止めであることを書いた掲示物を掲示し

に行き、その時に直接患者様の状態観察と意思疎通が

できる患者様には簡単な説明などを行う。 

 当院では開始後3時間まで行うので、当日は8時半前

後に検査を開始する。担当看護師に検査を始める旨を

伝え、一緒に患者様のもとを訪問。空腹時採血後、検

査糖液を入れた経管ボトルをカテーテルに繋いでもら

い投与を開始。投与がすべて終わるまで様子を観察す

る。採血予定を記入した用紙をオーバーテーブルの上

に置き、検査中であることが分かるようにしておく。

看護師には検査終了まで昼の経管を繋がないように確

認、終了後連絡する。 

病棟での検査業務についての感想 

１．病棟に出向くことは、患者様一人一人の顔が認識

できる。患者様の顔を見て検査ができるため、状態の

把握ができ、検査データの変化を理解することができ

る。 

２．患者様に一番接しているのは看護師であるため、

情報収集や検査協力をお願いするためにも日々のコ

ミュニケーションが大切である。 

３．病棟では一人の患者様に対し多くのコメディカル

が関わっている。検査を行っていることを明確にする

ため、目立つ掲示物などで視覚的にわかりやすくする

必要がある。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑧～ 
 

「血液ガス分析装置の 

臨床検査科集中管理の経験」  
 

演者 山上 慎二  (聖路加国際大学 聖路加国際病院 ）   

座長 山田哲司、實原正明       

 当院の血液ガス分析はベンチトップタイプのABLシ

リーズ（ラジオメーター株式会社）とハンディタイプ

のi-STAT（アボットジャパン株式会社）の２機種を導

入している。両血液ガス分析装置ともに管理端末を介

して、機器管理（各測定器の状態監視）や精度管理

（キャリブレーションやコントロールの実施とその結

果確認）、データ管理（患者測定記録の確認、未送

信・誤送信データの対応、測定エラー管理）などをリ

アルタイムに実施し、対応を行っている。また、上記

だけではなく、測定者に対する教育も臨床検査科が主

体となって行っている。その手段として、正しい操作

法と知識の習得を企図したe-learningを開講し、血液

ガス分析に関連する医師や看護師などを含む全スタッ

フは、院内ネットワークを介して受講している。e-

learningの具体的な内容は、検体の取扱い方法から始

まり、気泡や溶血、抗凝固剤、検体放置などが与える

測定値への影響、適当な測定方法、測定結果の見方な

どであり、血液ガス分析般に関する学術的、技術的な

指導となっている。最終的にテスト形式にて理解度を

判定し、合格点に達しないスタッフには再試を実施し

ている。当院では以上のような取り組みを経て、適正

な血液ガス分析の実施を図っている。 

 POCTの役割は「その時、その場」で検査を行うこと

だけではなく、その結果を踏まえた速やかな診断と治

療を行うことである。この意義が達成出来なければ、

本当の意味でのPOCTとは言えない。血液ガス分析が真

のPOCTとなるためには、測定機器全般の管理と測定者

教育の２本柱での支援が肝要であり、検査を生業とす

る臨床検査技師が一括管理することが望ましい。そし

てこのような取り組みはチーム医療に繋がり、結果と

して、患者の迅速且つ正確な診断と治療に貢献出来る

と考えられる。 

 臨床検査技師の職務は検査結果を報告することだけ

ではない。検査のプロフェッショナルとして様々な役

割が求められており、血液ガス分析の管理はその1つで

ある。検査室から他職種に積極的にアプローチし、病

院内のひとつの歯車として、医療に参画していくこと

が重要であると考える。 

～第65回 日本医学検査学会座長推薦演題 ⑨～ 
 

「心臓リハビリを始めるにあたっての 

検査科の役割は何か」 

～管理の立場から～   
 

演者 佐藤 孝男(社会福祉法人函館厚生会 函館五稜郭病院 ）   

座長 實原正明、山田哲司         

座長推薦理由：院内のメディカルスタッフとして、血液ガス

検査を真のPOCTとすべく積極的にチーム医療に関っている事象で

ある。測定機器の管理とスタッフ教育の2本柱で関っている。ス

タッフ教育にe-learningを導入しているところも特徴的である。 

座長推薦理由：チーム医療とは医療従事者がお互い対等に連

携することで患者中心の医療を実現するものであり、臨床検査技

師の知識を生かし、それを実践している施設です。こうした取り

組みが、検査件数の増加あるいは収益増、延いては良質な医療の

提供へと繋がり、病棟業務（業務拡充）への足掛かりとなるもの

と期待します。 

【心臓リハとCPX検査】 

 心臓病の患者さんが低下した体力の回復、再発予

防、社会・職場復帰など快適で良い生活を取り戻すた

めには心臓リハビリテ－ション（心リハ）が必要で

  （次ページへ続く） 
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す。心リハを始めるには病状に合わせて軽い歩行によ

る心電図変化を見る検査以外に呼吸・循環・代謝動態

などを評価し、安全で効果的な運動負荷量（嫌気性代

謝閾値：AT値）を導きだすために心肺運動負荷試験

（CPX）が有効とされています。今回、検査科は心リハ

チ－ムの一員に加わり、CPX検査を2015年10月から開始

したので、その経緯について簡単にお話します。 

【メリット】 

 心リハのための効果的な運動量を算出するCPX検査や

歩行負荷検査はDPC病院では包括に含まれ、検査科とし

ての収入実績のメリットはありません。その点リハビ

リ科は出来高制なので収入として大いに期待できま

す。当院の2013-14年DPCデ－タ試算では１年間で532人

の患者に対して心大血管リハビリⅠ（心リハⅠ）基準

で1回2.5単位（１単位＝20分）、19.9日間の心リハを

実施した場合7,362万円の保険収入が期待できます。患

者１人当たり138,390円の収入となります。 

【協力に至った経緯】 

 理由は大きく３つあり、①リハビリ科から心疾患の

患者に対してリスクの高い運動負荷検査を行うので、

心電図に詳しい臨床検査技師の力を貸してほしいとの

要請があった。②検査科では心臓負荷検査装置の老朽

化による機器更新と結果の電子化を模索中であった。

また、臨床検査技師の院内での業務拡大の狙いもあっ

 

2016 

た。③資材課では診療科単位で購入された同種類の医

療機器（超音波装置など）の維持費や更新について苦

慮しており、共同使用による購入費や維持費の抑制を

模索していた。これら３部署の思いは個々の収益によ

る業績アピ－ルではなく、患者への質の高い医療提供

と病院の安定経営を考えている点で一致し、検査科は

心リハチームの一員として協力するに至った次第で

す。 

【効果】 

 心リハⅠ患者数も開始から４カ月は月20名を下回っ

ていたが、今年７月には30名を超えています。CPX検査

件数も２～４件で推移していましたが６月は８件、７

月12件と急増しています。開始から10ヵ月間の心リハ

Ⅰの延べ患者数は224人、１回あたり平均リハ1.9単

位、平均リハ期間17.6日で、心リハⅠ患者の平均収入

単価は96,554円でした。当初の試算単価よりは30％ほ

ど下回ってはいますが、設備投資にかかった費用は１

年で回収出来る見込みです。 

【まとめ】 

 患者へ質の高い医療を提供するためには多職種によ

る協力が必要です。2年目からはリハ効果やスタッフの

適正人数の検証が大切となります。検査科もチームの

一員となって臨床検査技師の持っている知識や技術を

生かして行ければと思います。 

今年も全国で「検査と健康展」を開催します。国民の皆様の健康

維持、病気の早期発見のために定期的な健康診断お勧めします。

お近くの会場へ是非、ご参加ください。 
 

中央会場 奈良100年会館 (JR奈良駅西口) 
日時 平成28年11月12日(土) 10:00～16:00 

中央会場では、無料健康相談、検査体験コーナーなどを開催します 

全国各会場の開催日程・会場は当会HPの特設ページでご確認いただけます。 

http://www.jamt.or.jp/kenken/ 


