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横地常広 

P1 厚生労働省「霞が関子ども見学デー」が今年も開催されました！ 

P2～P5  在宅医療特集「患者さんのために使えるものは全部使う」 

一人から始まった在宅現場とそこで働く臨床検査技師の未来予想図 

P6 シリーズ職域拡大への取り組み第３回 病棟業務の取り組み５ 

平成28年度診療報酬改定について（６） 
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～子ども達の未来のために、社会を広く知るための各府省庁の施策と親子体験活動～ 

7月27日（水）、28日（木）の２日間、今年も子ども達

に政府の仕事を紹介するための夏休みイベント「子ども

霞が関見学デー」が霞が関の各府省庁で開催されまし

た。昨年に続き、臨床検査振興協議会広報委員会委員長 

佐守友博先生を総責任者として日臨技からは深澤恵治執

行理事、小澤優理事および数名の臨床検査技師が参画さ

せていただきました。 

 このイベントは文部科学省が主催している「子ども見

学デー」の一環として実施しており、各府省庁の特色を

生かした、夏休み中に広く社会を知る体験活動となるよ

う、また行政の仕事について理解を深めてもらうための

イベントです。普段はなかなか入れない省庁舎を見学で

きるほか、抽選で国会図書館の地下や大臣室、宮内庁の

内部などへ行くことができます。 

当日は、子ども達が自由に霞が関を歩けるよう、各府

省庁などのプログラムと地図が入った「日本国霞が関子

ども旅券」（パスポート）が配布されました。厚生労働

省では保護者も含め沢山の方々に、ご参加を頂き小・中

学生が対象のイベントですが、参加者のほとんどは小学

校低学年で中には未就学の子も体験していきました。ま

た、他のイベントブースでは人の命を救う最先端医療機

器の体験型プログラムとして、実際の医療機器を用いて

腹腔鏡検査や胃内視鏡操作、調剤体験、AED操作体験、造

血肝移植のお手伝い体験、またおうちで治療するための

機械使用体験が行われました。身近なこととなってきて

いる在宅医療の世界について、体験を通し感じてもらえ

るよう努め、２日通し多くの家族連れでにぎわいを見せ

ていました。 

臨床検査コーナー「臨床検査を体験してみよう！」 

血液検査体験コーナー  
「臨床検査」を体験してもらうプログラムでは、訪れた子どもに白衣を着ていただき、臨床検査技師

を体験していただきました。 

ヒトの血液細胞について大型モニターを使用し学んでいただき、その後にディスカッション顕微鏡で

実際の血液細胞を観察してもらいました。体験を行なう子どもだけでなく保護者も顕微鏡に覗き込

み、熱心に細胞観察を行なっていました。 

血糖検査体験コーナー 
血糖検査体験コーナーでは、検体にみたてた

清涼飲料水を簡易血糖測定器にて測定しても

らい、糖分の測定を体験してもらいました。

このコーナーまで体験を終えた子どもたち

は、臨床検査技師の卵といえる顔つきとなっ

ており、将来を期待したくなりました。 

尿検査体験コーナー  
尿検査体験コーナーでは、清涼飲料水を検体に

みたて尿試験紙を用いて、糖分の測定を体験し

てもらいました。真剣になって糖の測定を楽し

む横顔に保護者の方々は微笑みを浮かべてい

らっしゃいました。 

臨床検査コーナーに訪れた子ども達の人数は、１

日目333人、２日目305人で、保護者を含むと1,000名

を超える人々が訪れたのではと思います。２日続けて

来てくれた子もおり、閉会時の締めの挨拶では厚生労

働省久保木室長から、「来年度についてもよろしくお

願いいたします 」との嬉しいお言葉をいただきまし

た。 

 子どもデーは、これから進路を決めていく小中学生

とそのご家族に知っていただくとても良い機会です。

臨床検査の体験を通して、検査の楽しさを感じていた

だけたのではと思っています。参加してくれた子供た

ちの反応が良かったこと、親御さんも興味を持って一

緒に説明を聞いてくれたことは喜ばしかったです。子

どもにだけではなく大人にも臨床検査について理解を

深めていただけたのなら、今年もわれわれにとってよ

り意義のあるイベントになったと言えるのではないで

しょうか。       （政策調査課 板橋匠美）  
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在宅医療特集 

「患者さんのために使えるものは全部使う」 

一人から始まった在宅現場と 

そこで働く臨床検査技師の未来予想図 

医療法人社団 杏生会 文京根津クリニック 

院長 任
にん

 博
ひろし

 先生 

 読売新聞の長期連載シリーズ「医療ルネサンス」（3/28朝刊）に在

宅医療の最前線が掲載され、臨床検査技師が大きくクローズアップさ

れました。患者を地域で支える「地域完結型」に大きく変貌する医療

環境の中で、我々の仲間である「臨床検査技師」が在宅医の指示の

下に、在宅医療の現場で大きな役割を果たしている姿を、全国の会

員へご紹介いたします。 
                                                 

事務局 政策調査課 

トップランナーたちの仕事の中身 
 

 東京都文京区を中心に訪問診療をおこなう文京根津

クリニックは、年間3,000回以上の往診・訪問診療を行

う地域でトップクラスの在宅医療提供施設である。ま

た、大学医学部の地域医療の実習施設として医学生を

受け入れている。 

 看護師と訪問診療を行う在宅医は多いが、任先生は

臨床検査技師と同行することで、患者のもとへ赴き聴

診を主におこなう診察に、各種検査を取り入れること

ができるようになったという。採血、心電図、超音

波、尿検査といった検査から、小型化した医療機器、

家族が管理する医療機器の操作説明にいたるまで臨床

検査技師の専門性を生かして、在宅医療に貢献してい

る。 

この文京根津クリニックには臨床検査技師が２名在

籍している。そのうちの一名はもともと他の医療機関

（検体検査）で勤務をしていた。在宅という領域があ

ることを知り、チャレンジしたい気持ちから任先生の

ところへ来たという。来たばかりの頃は採血業務の経

験は乏しく、超音波検査の経験も全くない。在宅では

採血をおこなうことが度々あるため、職員の腕を借り

て練習をおこない、今では採血はもちろん、超音波検

査も習得し、頸動脈や表在からのエコーも担当してい

る。 

 

「在宅の現場において臨床検査技師は現行法で十分活

躍する場所がある」 

 

と任先生は語った。 

社会的チーム医療における 

臨床検査技師医療ニーズの存在 
 

地域医療や在宅医療で、臨床検査技師が働ける場は

多いが、臨床検査の若い人が活躍するとなると訪問看

護をはじめ、既に在宅医療の現場で活躍されている看

護師の方々とも協力して、それぞれの専門性に根差し

た役割分担を構築することが肝要と思われる。 

 

厚生労働省としては医療費の削減を図らなければな

らない。ちょっとした細かいことや患者さんとの事務

的な電話連絡にベテランの看護師さんをあてがうと人

件費がかかる。在宅に興味を持った看護師が少ない

中、ただでさえ、不足している人材をあっちこっち動

かすと今度は穴があく。そうすると地域医療が成り立

たなくなり、悪循環が出来上がってしまう。だからこ

そ色々な職種が色々な形・視点をもって参画する“社

会的チーム医療”の構築が大切なのではないか。 

 

「臨床検査技師は看護師に比べ検査に対する感性は

鋭いですよ。在宅の検査はどうしても病院に比べて、

偶然誤差、経年誤差が起こりやすい。そのような中、

採血時刻や状況をふまえて医師に報告ができる。ま

た、投薬状況や患者の状態を見て、例えば採血指示が

出た際に“前回と同じ項目でよいでしょうか？ワー

ファリンを使っているからAPTT,PTも追加したらどうで

しょうか？”といったように検査項目の提案も出来

る。在宅医療には臨床検査技師としての役割つまり医

療ニーズがある。」（任先生） 
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在宅は看取りの現場？答えは“NO”！ 
 

2025年の医療に向け、国が動きだしている中、今な

お在宅医療の現場では、どちらかというと“看取り”

というイメージがどうしても強くある。「検査がなく

ても事足りる」、「検査は医療の無駄」と考える在宅

医が数多く存在する中、任先生は語る。 

 

「在宅医療というものは外来診療よりも制限が多く、

検査の必要、不必要については、在宅医の価値観の問

題となっている。だから血圧だけ測り他の検査は何も

しなくとも経営は成り立つ。しかし機器の小型化、薬

剤の応用がきくようになったため、ちょっと工夫する

だけで、在宅でも幅広い診療ができるようになった。

今まで来院してもらわなければできなかったことも自

宅でできるようになった。在宅医療は自宅にいて医療

を受けられることに意義がある。だから在宅の先生で

も昔のまま行なう施設よりは現状のニーズを押さえ工

夫する施設は、患者に必要とされる傾向にあるのでは

ないだろうか。人材構成、機材、薬剤も自分なりにひ

と工夫すれば医療ニーズは非常に高い。」 

 

 

今後さらに高齢化が進み在宅の領域が広がってい

く。臨床検査技師が活躍する場が在宅医療へと拡がれ

ば、地域医療チーム、あるいは地域医療を行う側の組

織全体がプラスになる。つまり“社会的チーム医療”

が形成されていく。在宅領域の人材が不足している現

状へ臨床検査技師が参画することに、国として、ある

いは厚生労働省として、“No”は出てこないと思われ

る。つまり在宅は看取りだけの現場ではないというこ

とである。 

 

国は病院から在宅医療へシフト 
 

厚生労働省は平成26年度の診療報酬改定により、入

院医療から在宅復帰の促進を図り、具体的な医療提供

体制を変えようと動いている 。（図１） 

しかし、在宅医療を担う側から見た場合、病院とし

ては在宅医療へ早く帰そうとしているものの、地域の

在宅医療自体が受け皿として整っていない現状があ

る。 

一方、国の立場から在宅医療を進めていきたい理由

には経済的な側面もある。現在は、少子高齢化に伴い

国民医療費の増加が経済的な影響を与えている。その

ような中、在宅医療というシステムは入院医療よりは

るかに安く済むため、医療費削減に大変都合のいい政

策となる。（図２） 

図１：入院医療について＜在宅復帰の促進＞  

図２： 各種取組と医療費適正化の関係  

 電子カルテは利用していない。iPadにてアプリDropbox

で画像を送信、即決が必要な連絡手段には、携帯電話で

すべて対応する。 
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現場が求める医療ニーズ 
 

「国は入院医療から在宅復帰促進のための医療提供

体制を整える動きを開始した。臨床検査技師は医療

ニーズを切り口とすることで、在宅医療に参画する術

を持っていると思われる。臨床検査技師が在宅医療へ

の参画をすることを厚生労働省は応援をしてくれるだ

ろう。臨床検査技師は組織として、国の政策に対して

連携を取り、地域医療で活躍する姿をもっとアピール

すべきだ。」 

任先生からは、こう力強く助言をいただいた。 

 

今回お話を聞かせていただくうちに再認識したこと

が一つだけある。それはメディカル・スタッフの中で

唯一、看護師は医師の指示のもと絶対医行為を除き、

すべての診療行為が可能となるが、その次に看護師に

近い職種は、臨床検査技師しかない。すべての臨床検

査技師はこの立ち位置に早く気付いてほしい。その後

は臨床検査技師の意識の問題である。 

いきなり在宅医療への参画は難しいかもしれないた

め、まずはできるだけ業務を合理化した上で病棟業務

への参画を行なえるようにするべきではないか。病棟

で様々な患者と接し、色々な業務を行なうことで在宅

医療に参画しやすくなると考えられる。同時に在宅医

療に参画した臨床検査技師は、救急など様々な医療現

場でも、十分に通用するのではないだろうか？ 

今、まさに臨床検査技師は現場が求める医療ニーズ

に応えるべきである。 

 

はじめは消去法だった 
 

文京根津クリニックでも当初から臨床検査技師を採

用していたわけではない。全国的にも在宅領域を志望

する看護師は不足している傾向にあり、その例にもれ

ず看護師がなかなか見つからなかった。現役を過ぎた

ご年配の看護師はみつかるものの、さすがにゼロから

の教育は難しい。    

そこで訪問診療において看護職に代わる職種は？と

考えたとき、臨床検査技師が対応できるのではと思い

つき、臨床検査技師の採用にシフトしていったとい

う。 

 

「点滴や各種処置については訪問看護ステーション

にお願いすればよい。また臨床検査の技術を持って卒

業した若い方で、在宅医療に興味を持つ方は比較的み

つけやすかった。言葉は悪いが消去法的なものだっ

た。」 

 

採用してきて初めて気が付いた！ 

臨床検査技師の使い道 
 

実際、現場に出てみると、臨床検査技師のモチベー

ションは高く、また若い方は吸収力があり、在宅医療

で一番重要な要件である“患者さんの話をよく聞き、

まわりに対する「目配り・気配り・心配り」を実践で

きる”存在であった。 

 「現場で患者さんが脱水気味のときなど、点滴をす

る機会は少なくない。国の方針として、点滴を実施す

る場合、訪問看護での保険点数は医師が往診して行う

よりも低く設定されており、これは患者さんのところ

で医師が時間をかけて点滴をするよりも看護師が行う

ことで、医療費の無駄を削減したいという意図があ

る。点滴は訪問看護でおこなったほうが患者さんの負

担も安くなる。ならば点滴は訪問看護に任せて、医師

は少しでもたくさんの患者宅を回って指示を飛ばした

ほうが医療費削減と同時に効率が上がるので、当院に

おいては、点滴をするという行為は外部の訪問看護ス

テーションにお任せし、当院の業務としては行わな

い。」 

点滴は下準備から血管の確保、そして点滴をおこな

うとなり、少々時間がかかる。文京根津クリニックで

は、点滴が必要な場合には、現場に輸液バッグを置

き、外部の訪問看護へ連絡を入れることで、看護師が

身一つで向かってもらい点滴をしてもらうというスタ

イルをとっていた。これにより、自施設では臨床検査

技師がいれば看護師を雇用しなくても成り立つとい

う。 

臨床検査技師が在宅医療の中で働く場所は多くあ

り、看護師が行なう業務範疇を担当できるようになる

より、むしろ周りへの「目配り・気配り・心配り」を

しつつ、在宅の現場の仕事を臨床検査技師の目線から

取り組んでほしいとのことである。 

 

在宅医療に Next Innovation！ 
 

文京根津クリニックでは採血した検体は全て検査業

者に委託しているという。現在、任先生のもとで働く

臨床検査技師は２名であり、フル稼働しているため、

マンパワー的に難しい。しかし、人員を増やし、POCを

使ったその場での検査体制をとることを考慮している

と語る。 

文京根津クリニックでは医師１名、臨床検査技師１

名、運転手１名で１組とし、２組が10～15宅/日を巡回

し訪問診療を行なっている。（図３） 

 

図３：一般的な訪問診療の流れ 

（文京根津クリニック提供）  
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「基本的には当院の臨床検査技師は医師に同行する

ことで、医師の介助者としての診療補助、患者家族と

の仲介人、医療機関との連携役を担っているが、臨床

検査技師が医師とは時間差で30分程先に訪問診療先へ

向かい、各検査関連業務（心電図、超音波、採血、

POCTなど）を行ない、検査結果を患者家族へ渡した状

態で次の訪問診療先へ向かう業務の流れができれば、

大変効率良く訪問診療先を巡回することが可能とな

る。これにより、通常日に８件しか診療できなかった

ものが、11件可能になれば、その３件分の経費という

のはとても大きい。」 

「医師の診察時間を短縮しその分でより多くの患者

の診察ができれば、医師の過密業務の緩和にもなり、

ひいては全国の医師不足の解消の一助になるかもしれ

ない。臨床検査技師ならそういうことができると思

う。」 

他職種との連携を社会的立ち位置で行なう。また国

に対しては臨床検査技師が在宅医療に参入することで

①看護師不足対応に貢献ができ、かつ②高額医療の削

減にも貢献するというアプローチを行なう。さらに③

教育で在宅医療を知ってもらい、最後に④在宅医療に

必要視されている人材や検査機器、備品についてニー

ズを調査し、関係団体へ情報提供する、という４つの

柱を準備し、臨床検査技師の在宅医療への参画につい

て構築することがよいのではと現場目線で感じている

と、任先生は在宅医療への新しい持論を展開された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

在宅医療現場で必要なスキルとは？ 
 

在宅の現場では医師と行動をともにし、自宅や、介

護施設を巡回し、訪問診療を行うこととなるが、同行

してもらうスタッフには、採血するよりもまず患者さ

んの話に耳を傾けてほしいという。また、臨床検査技

師の教育カリキュラムは在宅に対する分野がない。臨

床検査技師のカリキュラムは患者との接し方における

内容が少ない。臨床の場で医療をおこなう以上、患者

の目を見て話しをするスキルは絶対的に必須となる。

教育の中に僅かでも社会学や社会全体としてどのよう

な取り組みをしていくべきか考える視点を、また地域

医療がどのような形になっているのか在宅の現場で実

習することで触れる機会を設け、患者さんに対するア

プローチの仕方を少しでも学んでほしいともされた。 

実際に任先生に同行している臨床検査技師は、当日

訪問診療を行う患者さんのカルテ情報は全て内容を把

握したうえで、医師に同行している。精度の高い検査

を行ない、結果が正しいか判断し医師に伝える。重要

なことではあるが、それ以前に患者さんとの何気ない

会話情報も含め、患者さんの臨床的な部分を把握した

うえで検査結果を医師に伝えなければ、臨床の現場で

は意味がない。これは臨床検査技師が在宅医療に参画

するうえで必要不可欠な技術といえる。 
 

 

臨床検査技師の“未来予想図”！？ 
 

今回、任先生のお話を聞かせていただくうちに、現

在の私たち臨床検査技師の立ち位置について考えさせ

られた。在宅で必要なスキルは傾聴と目配り、気配

り、心配りなど患者への接し方やアプローチの方法で

ある。しかし、現状の臨床検査技師の事情を考える

と、多くの臨床検査技師が在籍する病院においては１

人の患者に対し、そこまで情報収集できる時間はな

い。集中した時間に多量検体を捌き、受け持ったパー

トについて正確な精度保証を担保したデータを返すこ

とが精いっぱいで、血液や生理機能といった他のデー

タと合わせてみて、自分の担当しているデータが正し

いのかどうかを判断するなど、じっくり見ている時間

はあまりない環境で働いているのが実情である。もち

ろん、そのこと自体を否定するつもりはない。日臨技

でも生涯教育システムの再構築を実施する予定であ

り、その中には高度に専門化した臨床検査技師の在り

方や管理者に進む人材育成も打ち出している。 

そのラダーの一部分に病棟や在宅で活躍する臨床検

査技師のコースも設けている。実際、厚生労働省は

2025年の医療に向け地域包括ケアシステムの導入を決

め、患者を地域で医療・介護、そして予防を一体化す

る方針を打ち出している。私たち臨床検査技師が現状

の考えを変える必要もあるのではないかと思う。その

中で、ある程度合理化できる業務は、手放すことも一

つの方法と考えられる。他に委託できる検査は外注と

し、今必要とされている別の業務を増やすといったこ

とも必要である。我々臨床検査技師に“臨床”と冠が

ついている以上、医療の現場の中で、臨床により近い

ところで仕事ができるようシフトし、臨床をもっと知

る必要がある。 

現在、日臨技では2025年問題に対する様々な事業を

展開中である。たとえば病棟業務推進施設情報連絡会

では病棟に臨床検査技師を配置した場合の効果の検証

を行い、臨床検査技師の病棟配置が必須になるような

データ取りを始めたところだ。また2025年に800万人に

も増えると予想されている認知症患者への対応とし

て、認定認知症領域検査技師制度を創設した。この制

度は病棟や在宅で臨床検査技師が活躍する上で、必要

不可欠な認定資格と思っている。様々なスキルを持っ

た臨床検査技師が病棟・救急そして在宅の現場で活躍

する時期はもうすぐそこに来ている。私たち日臨技も

2025年問題に向けて臨床検査技師の存在価値を見出す

事業について真摯に向き合い、そして発展させること

に尽力していく方針である。 

本記事に目をとめ、在宅で臨床検査を行うことに興

味をもった方は、是非連絡（政策調査課 03-5767-

5541）をもらいたい。 

最後に今回私たちに在宅医療の実情を詳しくご教授

いただいた任先生に感謝の言葉を申し上げながら本特

集の結びの言葉とする。 

往診車に 

積んでいる 

機材等 



（編集後記） この後記を書いている７月28日、関東地方では梅雨明けとなった。各地で高校野球の地方大会が大

詰めを迎えて甲子園への出場校が決まりつつある。真夏本番！仮想現実の世界でモンスター捕獲に熱くなるより、リ

アル世界のファインプレーに注目したいと思うのは私だけでしょうか？                【横地】     
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 今回改定の議論の過程で「質の高い臨床検査の適正な評価」の仕組みとして、新規の体外診断用医薬品の保

健適用に係る評価にあたっては「保険医療材料等専門組織」において審議されることなりました。また、体外

診断用医薬品の保険適用に係る制度設計等の専門事項について、保険医療材料等専門部会において審議を行う

こととされました。                                 （政策調査課） 

病棟業務導入の取り組みを開始した施設や既に実践している施設の事例を収集し、導入までの経過、実際の運用などについ

てシリーズで紹介します。 

 第５回目は全病棟において備品、機器定期保守管理を臨床検査技師が行なっているご施設の紹介です。臨床検査技師の職制

を生かし、積極的なチーム医療への参画が他の医療技術職種からの評価となっている事例としてご紹介します。 

事務局政策調査課 板橋 匠美 

第３回 

 各分野の職域拡大に関する日臨技の取り組みをシリーズでご紹介します。 

■  病棟業務の取り組み５ 

 

【施設名】 
学校法人福岡大学 福岡大学病院 臨床検査部 
 

【病院概要】 
 当院は、福岡市南西部に位置する救命救急センター及び総合

周産期母子医療センターなどを併設した特定機能病院である。

病床数は915床、23診療科と３診療部で１日平均1,250人の外来

患者が来院し、入院患者と合わせて約2,000名の患者に、医師

約600名、看護師約1,000名、メディカル・スタッフや事務職員

など約400名で対応している。 
 

【検査部概要】 
臨床検査部は60名の臨床検査技師が、中央採血室、一般・血

液・染色体検査、臨床化学検査、細菌検査、遺伝子検査、緊急

検査と循環器機能、呼吸器機能、脳波・筋電図等の生理系検

査、検査相談室を担当している。また、交代制で24時間検査を

準夜、深夜２名の技師が実施している。外来採血は専任の検査

技師３名とアルバイト看護師５名、各検査室からの応援技師で

約320名/日の採血患者に対応している。 
 

【実践している取組み】 
取り組んでいる業務としては、病棟採血用の採血管準備や

SMBG指導、病棟に配置されている測定機器の定期保守、医療ス

タッフからの相談窓口となる検査相談室設置、NSTへの検査

データ提供と回診準備及び参加、専任感染防止対策臨床検査技

師としてICTへの参画の他、クリニカルパス委員会、医療安全

管理などのチーム医療への参画も含め、外来、病棟業務に関わ

りがあり検査技師が担当できる業務を実施している。 
 

【導入までの経過】 
臨床検査部の取り巻く環境が厳しさを増し、積極的に検査部

外の業務に参画する必要性があると考え、1998年に検査相談室

を立上げ、医療スタッフからの検査に関する相談を開始した。

2001年から糖尿病内科からの要請もあり、SMBG指導や糖尿病教

室に参画をした。その後、感染対策室（現感染制御部）に細菌

検査室の技師が兼務し、感染対策業務へ参画した。治験業務は

2003年から専任の検査技師を配置し、治験コーディネーターと

連携して、検体採取から引き渡しなど行っている。その他、

2004年に院内で立ち上げられたNSTやクリニカルパス委員会への

参加、医療安全管理などの活動を行っている。 
 

【実際の運用】 
NSTや感染対策などの専任者を１～３名決めて、毎週病棟ラウ

ンドに参加している。SMBGは中央採血室の技師を中心に各検査室

から選任した６名で、２名/日の予約制で、病棟及び外来患者に

対する指導を実施している。また、各病棟に置いている約100台

の自己血糖測定器の管理を以前より行っていたが、一昨年、

ISO15189の取得に伴い検査部管理機器とし、年に１～２回各病棟

に出向いて機器の状態のチェックを実施している。 
 

【取組みへの評価や課題】 
チーム医療へ参画し、臨床検査技師の職制を生かした的確な

情報提供を行うとともに、回診などに参加して積極的な貢献を

行っていることが各チームから高評価を受けている。しかし、病

棟での医師や看護師の業務、患者への直接的な支援が十分ではな

いので、今後の課題と考えている。 
 

【結語】 
今後、大学病院の臨床検査技師は専門性の追求に限らず、専

門に偏らない幅広い検査の知識とコミュニケーション能力を持っ

て、チーム医療や医師、看護師の業務分担などの診療支援を積極

的に行っていく必要があると考えている。 

自 己 血 糖 測 定 器

データ確認の様子 


