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横地常広 

P1 宮島よしふみ氏参議院議員選挙で当選！ 

P2～P3 「第２回経営管理夏季セミナー」開催報告 

P4～P5 平成28年度日臨技特別セミナー「人と組織の活性化をどう構築するか」 

グループディスカッション総括（紹介） 

P6～P7  「臨床検査技師による病棟業務推進施設情報連絡会」/平成28年度診療報酬改定について（５） 

P8 病棟業務推進施設連絡会サイボウズＬｉｖｅの利用方法 
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宮島よしふみ氏（当会会長） 
 

参議院議員選挙で当選！ 
 

 平成28年７月10日に投開票された第24回参議院議員選挙（比例代表）において、立候補してい

た宮島よしふみ氏が12万2833票を獲得し当選しました。 

 臨床検査技師としては、伊達忠一氏（現）、赤石清美氏（前）に続いて３人目の国会議員の誕

生となります。 

 日本臨床検査技師連盟、各技師会などからの推薦だけでなく、臨床検査・医療関連の団体、政

治連盟、さらには多くの篤志個人などからの支援を得て当選に至りました。 

 ＜臨床検査を通じて日本に健康と活力を！＞をメッセージに、①臨床検査を通じて国民の健康

保持・増進、②病院から在宅まで地域医療供給体制の確立、③医療関連業種の持続的発展の３つ

の「約束」を掲げた選挙戦で支持を訴えました。 

平成28年７月11日早朝、当選確実の報を受けて 
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 『第２回経営管理夏季セミ

ナー』が、６月25日（土）～

26日（日）の２日間の日程で

開講されました。 

 平成27年度の第１回セミ

ナーは、認定監理技師制度に

おける認定管理検査技師コー

ス認定者のための更新申請用

指定講習会としてDPC/PDPSとその対応に必要なクリ

ニカルパスについて学びました。 

本年度は第２回目となり、『有効な組織マネジメ

ントの実現～労務管理、人材評価育成のための必修

知識・スキル～』と題して、認定者のみならず認定

者以外も受講可能としました。労務管理や人材評価

育成に関する「苦手」を克服して、検査部門管理者

として必須知識・スキルを身に付けることが目標で

す。実践力を養成するための参加体験型のセミナー

でした。講師は、２日間を通して株式会社アクアブ

レインの久森英樹先生、補助講師・進行役は当会の

島村総務部長でした。 

参加体験型のセミナーという名の通り、受講者

は、様々な課題に頭を抱えながらも積極的に取り組

んでいました。グループ討議では課題に関する熱い

討論、ならびに、それぞれの施設での問題点や解決

策の情報交換で、大変盛り上がっていました。ま

た、「来年は部下を参加させたいので同じセミナー

を実施してほしい。」とのご要望を多くいただきま

した。 

さて、昨年度に進められた新生涯教育制度再構築

委員会の議論の中で、技術的・学術的キャリアの形

成だけでなく、経営管理分野のキャリア形成も新生

涯教育制度の中に組み込まれるとの試案が出まし

た。それを受けて、認定監理技師制度は、平成27年

度をもって認定管理検査技師コース認定のための新

規の指定講習会は開催せず、制度の見直しを行い、

新たな制度へ移行することとなりました。 

 

新たな管理者認定制度については、平成28年度内

に詳細を決定し、平成29年度内に第１回認定試験を

実施できるように取り組まれる予定です。 

実務委員 岩上 みゆき 

第２回経営管理夏季セミナー 

有効な組織マネジメントの実現 
～労務管理、人材評価育成のための必修知識・スキル～ 

 

講師：株式会社アクアブレイン代表取締役 

    久森 英樹先生 

６月25日（土） 

講義１ 「自己認識」 
自己マネジメント特性と強みと弱みを知る 

 

講義２ 「労務管理の基礎知識」 
最新の労務テーマを学び、 

問題のある職員への対応例を知る 

 

６月26日（日） 

講義３ 「人材評価」 
定量的な評価方式を体験する 

 

講義４ 「面接スキル」 
面接の必要性、注意点を知る 

 

○人材育成関連ビデオ視聴 
 

講義５ 「人材育成計画」 
部下を育てることで自分も育つことを知る 

 

講義６ 「まとめ」 
セミナーを振り返る 

1年後の自分に宛てる手紙 

セミナー風景 

自分の長所・短所

を書いた手製名刺

を楽しく交換 



セミナーを終えて～受講生の皆様へ
担当講師 久森 英樹 

 ２日間にわたるセミナーにご参加いただ

き、ありがとうございました。 

今回のセミナーで私がお伝えしたかったこ

とは、コミュニケーションの重要性です。

これは、人事労務の分野において、コミュ

ニケーションがすべてと言っても過言ではないためです。コ

ミュニケーションとは、対話であり、対話の前提条件は双方

向であるということです。周囲との円滑な対話を進めるにあ

たっては、自己と他者との違いを認識し、オープンマインド

で心の器を大きく持ち、「傾聴」することです。セミナーの

内容を今後に活かしていただくためには、まずは、自らの心

持ちと行動を変えることが第一歩となります。今回のセミ

ナーでは皆さんの積極的な参加により、活発な議論が行わ

れ、私も参加者の一人として大変有意義な時間を共有させて

いただいたことに感謝申し上げます。 

最後になりますが、皆さんの益々のご活躍を心より祈念

いたしております。 
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平成28年６月25日、

26日に第２回経営管理

夏季セミナーが開催さ

れた。テーマは「有効

な組織マネジメントの

実現～労務管理、人材

評価育成のための必須

知識・スキル～」であった。私は技師長になっ

て２年目で、的確な判断と行動によって部下を

統率していくために、必要な知識と技術を学ぶ

目的で参加した。     

労務管理、人材評価、面接、人材育成計画

は、管理者として当然身につけておくべき事柄

であり、大変参考になった。特に人材育成で

は、日常的に部下とのコミュニケーションを積

極的に図り、良好な関係を築くことの大切さを

再認識した。そして、組織の目標・方針を明確

に示し、部下に対して目標設定への助言や目標

達成に向けて支援することが管理者の大切な役

割であると感じた。 

 今回のセミナーでの経験を活かして、部下

と一緒に自分自身も成長していきたい。また、

同じ悩みや志を持つ方々に出会えたことも大き

な収穫であり、楽しく有意義なセミナーだっ

た。 
東京都監察医務院 本間 操 

今 回、本 セミナ ーに

オープン枠で参加致しま

した。 

 若くてユーモアたっぷ

りの久森英樹先生の講義

の下、活気あふれる雰囲

気であっという間の２日

間でした。数回にわたるグループ討論や第１日目

講義終了後の情報交換会を通して、全国各地の技

師の方々と触れ合い良い刺激を受けると共に、日

常業務の悩み等を共有でき、明日からの自身の頑

張る活力につながりました。 

かつて自分が思い描いた“理想の上司”と今の

自分を比較し、『心の器を広く持って』日々の業

務に臨みたいと思います。 

日臨技職員出演のビデオ・１年後の自分に宛て

る手紙等の素晴らしい演出にも感謝です。次回開

催を望む声が多数聞こえましたので、前向きにご

検討いただけたら幸いです。 

※『心の器を広く！』…早速仕

事における“座右の銘”として

デスクに飾りました（笑）。 

横浜掖済会病院 吉澤 麗子 

受講者を代表してお二人から寄稿していただきました。 

セミナーの企画意図説明 
担当事務局 島村 克哉 

新規募集がなくなった認定管理検査技師コースの最終講習

会で人事労務を90分コマで設定したところ、受講者の多くの

関心を引き、終講後も相談の行列ができたという事実から、

今回セミナーでは、人事労務の必須要素を全部詰め込んで、

さらに、他の人事労務系セミナーにないような特色を出した

い、臨床検査現場のニーズも取り込みたい、というスタンス

で担当講師と事務局で検討腐心した企画内容となりました。 

通常、人事労務系のセミナーは堅苦しい・つまらない・専

門用語だらけで眠い、といった印象もありますから、楽しい

演出も少し盛り込みました。 

このセミナーは、「実践者」である受講者が自ら気づき、

改めることで「実践力」を向上させるものであり、講師はそ

のためのサポーターに徹しました。グループディスカッショ

ンも多く、受講者の皆様、大変お疲れ様でした。 

冒頭のアイスブレーキングを兼ねたパートと講義１の体験

型プログラムについて解説と進行役を務めさせていただきま

した。 



意識改革のために「見える化」 
 

 初めに、厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 

課長補佐の岸田先生より「女性が活躍できる環境のために 個

人として組織としてどう取り組むか ～女性活躍推進法の施行

と男女雇用機会均等法と育児介護休業法の改正を受けて～」 

の講演があった。次に、日産自動車の小林先生が「ダイバーシ

ティは競争力の源泉～日産自動車の取組み～」としてお話しさ

れた。 

 国の政策や企業の考え方について素晴らしいと感じた。しか

し、女性の継続就業、正職員の増加という面では、やはりパー

トナーである男性の家事分担が増えることが一番の解決方法で

はないだろうか。男性が働き、女性が家事・育児を行うと

いった考え方の転換を願いたい。女性が活躍できる社会

は男性にとっても居心地がいいはずである。 
 

（次ページへ続く） 

情報の共有～報・連・相の徹底～ 
 

 「人と組織の活性化をどう構築するか―特に女性技師のライフ

サイクルと含めたキャリアアップ構築について―」というテーマ

の中、女性技師が活躍するための阻害要因をあげ、その環境を改

革（打破）するための自助努力について、我々グループでは検討

して行く中で、一番の阻害要因というのはなにも女性に限らず、

業務独占をできていない臨床検査技師の身分や社会的立場が低い

ことに端を発していると考え、それを変えていくには何が必要か

を議論しました。 

 とかく臨床検査技師は控

えめで積極的に自ら物事に

参加する姿勢に乏しいとこ

ろがあり、個人のモチベー

ションを上げるには、家庭

や子供を持っても自己研鑽

をしやすい職場環境や周り

の理解は必要だが、自らも

コミュニケーションを取る

よう心がけ、“報・連・相

（ほうれんそう、報告・連絡・相談）”をしっかりしていくこと

で、上司や同僚、部下との意思疎通を図り、信頼関係を築くこと

で自己への理解を深めてもらうよう働きかける、相互理解が深ま

ることで研修への参加やスキルアップのための時間も作りやすく

なり、またそこからコミュニケーションを他職種にも拡げ、検査

のスペシャリストとして検査説明や糖尿病療養指導、ICT、NSTへ

の参画など、臨床検査技師の立場から診療貢献を行うことで、社

会的地位も高まって身分や環境も整ってくることを期待する、等

の意見がでました。 

 日臨技に対しては、今以上に、地方での研修開催や講師派遣協

力など、金銭的余裕のない若者や、子育て・介護中の技師にも自

己研鑽しやすい環境作りをお願いしたい…ということでまとめま

した。そのためには社会を変えていけるよう、社会に対して声を

上げることも必要…！と加えました。 

 

沼津市立病院 杉澤 きよ美（グループ②） 
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グループディスカッション総括（紹介） 

人と出逢い、自らを変えていく 
 

 私が所属する国立医療施設は近年女性技師の占める割合が増

えており、女性技師が仕事を継続するための職場環境や、管理

職への登用に向けた取り組みが必要となっています。私は転勤

により多くの女性技師と仕事をしてきました。24時間緊急対応

の交代制勤務をこなし、常に知識の習得と技術の研鑚を積んで

います。このような状況の中で、子育てや介護など家庭におけ

る家事負担もあり、ワーク・ライフ・バランスについて悩んで

いたところ、今回のセミナーを職場長から紹介され受講するこ

とといたしました。 

 本セミナーは「人と組織の活性化をどう構築するか」がテー

マで、参加者は募集人数に満たないものの、全国各地から参集

し積極的に研修に取り組んだ２日間でした。 

 

 研修では、女性を取り巻く環境の現状について詳細なデータ

提示や法律・制度の説明、企業での女性目線を活かした経営改

善実績をご紹介いただき、医療現場でも活かせる視点を自分な

りに身に着けることができました。グループディスカッション

では「女性技師が活躍するための阻害要因は何か」について話

し合いました。私が所属したグループ①では、多方面に渡り思

いつく問題点を挙げてみました。様々な問題点を中分類・大分

類に分けて行くうちに複雑に絡み合った糸は整理され、普段感

じていることを文字にすることで問題点が明確に浮かびあがっ

てきました。 

 その後のプレゼンテーションでは『人材の確保・育成』と

『コミュニケーション力のアップ』について報告しました。多

くの女性は遠慮がちで、「失敗したら」という恐怖心が強い傾

向にあり、また職場と家庭との両立に時間的制約があるため、

つい単純な行動になってしまうと考えます。機械的にデータ報

告するのではなく、検査結果に付加価値をつけ日常的に臨床と

の連携に取り組むことが自信につながり、業務のやりがいを見

出してくれるのではないでしょうか。その積み重ねが自ら考え

る力をつけ仕事への継続意欲となり、いずれは指導者として次

世代を育む人材になっていくのではないかと夢が膨らみます。

世代によって仕事に対す

る考え方に違いが見られ

ます。コミュニケーショ

ンを取り、ライフスタイ

ルを含めお互いを理解し

合おうと気持ちを寄せ合

えば職場の雰囲気は改善

し、働きやすさが向上す

るのではないでしょう

か。それはチーム医療に

も繋がると思います。 

 当日はまとまりのないプレゼンになってしまい人に伝えるこ

との難しさも実感しましたが、グループ全員では気持ちが共有

でき、合言葉“オープンハート”で先ずは自らが実践しようと

励まし合いました。力強い仲間ができたことが、職場に戻った

現在も何より私を勇気づけてくれています。 

 最後になりましたが、今回のセミナーを企画・運営いただい

た皆様に深く感謝いたします。 

 

さいがた医療センター 平原 博美(グループ①） 
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自分で考え、意見を言える臨床検査技師へ 
 

 私の勤める職場では検査部内の役職・一般職員がほとんど女

性で構成されています。男性という立場からその中で必要とさ

れる環境づくり、それから人材の育成という点で自身の経験不

足から課題を抱えていました。前年度「女性技師管理職育成セ

ミナー」に参加した上司から本セミナーの開催を知り、参加を

決めました。 
 

 最初の講演は「女性が活躍できる環境のために」個人として

組織としてどう取り組むかがテーマでした。女性の環境めぐる

現状を分かりやすくご講演いただきました。女性の活躍が多く

望まれてきている流れの中でその障害となっているものが改め

て見えてきました。 
  

 次に「ダイバーシティ」です。テーマ自体初めて聞く言葉で

したが、多様性を尊重し人材を最適活用できることだと理解し

ました。共感力（自分の意見を有しながら相手を受け入れる

力）を持つ事で職場における様々なシーンで上司の思い込みや

先入観でチャンスを奪わない、多様な視点を持つ事でより大き

な価値を生み出すのだと学びました。女性の活躍には欠かせな

いばかりか、強い組織（結束力）を生み出すヒントを得た様な

気がします。 
  

 最後にKJ法を用いたグルー

プディスカッションを行いま

した。班分けをし、それぞれ

共通のテーマ「10年後の医療

現場を考えた時に我々臨床検

査技師にとってマイナスにな

るもの、女性の臨床検査技師

が活躍する為の阻害要因と

なっているもの」に取り組み

ました。 

 私の参加した班でもおおまかに①問題点の洗い出し、②原因

の考察、③解決策、といった内容でディスカッションしまし

た。KJ法では経験豊富な方から私のような若輩者まで積極的に

意見を出しやすく、あっという間に意見が集まりました。（さ

すが管理職セミナー！） 

 プレゼンテーションの中では様々な環境的要因・意識的要因

等からモチベーションを維持するために必要な事として「自分

の将来像について考えられる人材」を育成していく事が大切で

はないか、またその為には日臨技の協力を得ながら組織的な取

り組みも必要ではないかという発表をさせていただきました。 
 

 最後に、前述のテーマに対する私達の班からの最終的なメッ

セージをご紹介したいと思います。「自分で考え、意見を言え

る臨床検査技師へ」是非私も目指していきたいと思います。 

 今回ご紹介しきれない程得るものが多いセミナーです。是非

来年以降もこの企画が継続され、多くの方に参加していただけ

ることを願います。 

長崎北病院 髙橋 雄大（グループ⑤） 

 その後、グループディス

カッションを行い、女性臨

床検査技師が活躍するため

の阻害要因をKJ法にて分析

した。そこで私たち➂チー

ムが考えた要因は ➀子育

ての現実として、行政の援

助も家庭内の援助もまだま

だ足りない。②職場の援助

も足りない。しかし、➂個

人でも仕事への意識の低い人がいる。④職場としても育児中の

職員にどこまで任せていいのかわからない ⑤男は働き、女は

家事・育児という固定観念。ということが挙げられた。やはり

個人も職場も家庭も社会も意識改革が必要なのではないか、コ

ミュニケーションを密にとって理解しあわないといけないとい

う意見がでた。翌日、阻害要因の解決策と日臨技へのお願いを

まとめた。  

 意識改革のために私たちが考えたことは研修会参加の実績な

どを「見える化」することだった。「見える化」により情報交

換もしやすくなり、コミュニケーションも図れる、他スタッフ

への動機づけや助け合う意識へつなげられたらと考える。日臨

技へ求めることとして、日臨技の活動がわかりづらい、ホーム

ページが見にくい、臨床検査技師を取り巻く社会情勢を発信し

てほしいなどがあがった。支部単位での中堅スタッフ向け生涯

教育的な研修会、県単位でマネージメントスキル研修、SNSを用

いた登録制の臨床検査技師派遣業務などの意見も挙げられた。

すでに実施されてはいるが、学会・研修会での託児サービスも

ぜひ継続していただきたい。 

 グループディスカッションを行うと参加者どうしが会話で

き、みんな同じようなことで悩んだり、考えたりしているんだ

なと親近感がわいた。いろいろなヒントを得ることもでき非常

に有用な研修会だった。横のつながりができたことが一番の収

穫だと思う。このような機会があればまた参加したいと思う。 

 

医療法人原三信病院 和佐野 智美（グループ③） 

人と組織の活性化をどう構築するか 
 

 臨床検査技師は女性技師が占める割合が多いが、女性技師が

活躍するための阻害要因となっているものとして、臨床検査技

師としてのカッコイイ目標となる将来像が見えない、理想の人

事ではないと感じるケース、個人の問題として自分の意見を言

う機会が少ない、責任のある仕事に対して消極的、スキルアッ

プするための努力不足、向上心が低いなど様々な要因が考えら

れる。しかしながら女性の場合、家庭と仕事の両立のため、ス

キルアップするための時間がない、負担が大きいなど時間の確

保が大きな問題となる事もある。そのため、技師間でのコミュ

ニケーション不足による理解不足の問題にも繋がり、業務の流

れが悪くなることもある。このような事も阻害要因となり活躍

できていないことが考えられる。 

 臨床検査技師として本当

にこのままでいいのだろう

か考える必要がある。受け

身の姿勢では、何も変える

ことができず、結局周囲の

環境は変えることが出来な

い。個々が今すぐできるこ

との一つとしては、自己を

変化させる必要がある。モ

チベーションアップなるよ

うに、まず臨床検査技師の医療における存在意義をアピールす

る、検査部から病棟へ進出する体制をとるなど積極的に取り組

む必要がある。 

 検査業界全体に必要なことは、『新たな人材育成プログラム

研修の構築』『学会等のシンポジウムなどの企画開催』『全国

の技師がどの場所でも同等のスキルアップを行うことができる 

WEBでの研修制度の構築』が必要かと思われる。 

 チーム医療の一員として、他職種から必要とされる検査技師

であるためには『医療倫理とコンプライアンスマインドを持っ

た人材』『担当分野に関する専門的知識・技術・態度・心構え

を有し、それをふまえた的確な業務遂行ができる人材』『目標

に向かって自己研鑽できる人材』『常に問題意識をもち、課題

を的確に把握し、解決策を考え実践できる人材』このような意

識を持ち、若手技師に対して臨床検査技師の医療おける立場の

存在意義や、カッコイイ目標となる将来像を作り、人材育成に

取り組んでいく必要があると思われる。 

 『10年後、医療現場における臨床検査技師はどうなっている

のか』検査技師がいないと医療が成り立たないような革命を積

み重ね、行動をとることが活性化に繋がっていくと思われる。 

 

杏林大学医学部付属病院 千葉 直子(グループ④） 
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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7.15 

■支部学会における病棟業務推進企画の開催内容  

本情報連絡会において各支部学会ミニシンポジウムを企画し、エントリー施設を募集したところ、大変多くの施

設から協力を得ることができました。連絡会で調整した結果、以下の３学会で開催が決定となりました。また、北

日本支部学会ではシンポジウム企画の一つとして病棟業務推進企画を開催することも決定しました。 

病棟業務推進企画 開催学会一覧（平成28.07.15 現在） 

【ミニシンポジウム】 

平成28年度日臨技 北日本支部医学検査学会（10月１～２日）  
日程：10月１日（土）11：00～11：45   

新潟コンベンションセンター ３階 301B 中会議室（第４会場） 

内容 演者 施設名 演題名 

検査説明 山﨑 正明 独立行政法人 国立病院機構 さいがた医療センター 当院における臨床検査技師の病棟業務への関わり 

検査説明、備品管理 坂本 和晃 厚沢部町国民健康保険病院 当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み 

輸血業務 齋藤 浩治 青森市民病院 ベットサイドでの輸血実施時に関する取組みについて 

検体採取 櫛桁 久美 医療法人 日新堂 八角病院 病棟における検体採取業務について 

まとめて質疑応答 

平成28年度日臨技 九州支部医学検査学会（10月８～９日） 

日程：未定 

内容 演者 施設名 演題名 

日臨技企画 吉田 功  社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 臨床検査技師の病棟業務に関する試みについて① 

日臨技企画 吉田 功  社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 臨床検査技師の病棟業務に関する試みについて② 

備品管理 平田 哲也 重工記念長崎病院 当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み 

検体採取 坂口 麻亜子 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 検体採取における病棟への介入 

検査説明 神谷 乗敏 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 当検査科の業務拡大と病棟業務取組みの現状 

まとめて質疑応答 

平成28年度日臨技 中四国支部医学検査学会（11月26～27日） 

日程：11月27日（日）AM予定 会場未定 

内容 演者 施設名 演題名 

日臨技企画 直田 健太郎 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷浜松病院 臨床検査技師の病棟業務に関する試みについて① 

日臨技企画 直田 健太郎 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷浜松病院 臨床検査技師の病棟業務に関する試みについて② 

備品管理 浜村 寛 出雲医療生活協同組合 出雲市民病院 病棟での検査物品管理業務について 

検体採取 斉藤 香織 社会医療法人 千秋会 井野口病院 当院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み 

人員調整課題 樫山 誠也 済生会 広島病院 業務拡大に伴う人員補助コントロール 

検査説明 伊佐田 耕人 鳥取県済生会 境港総合病院 病棟における血糖に関する検査、説明について 

まとめて質疑応答 

【シンポジウム】 
平成28年度日臨技 北日本支部医学検査学会（10月１～２日） 

日程：10月１日（土）13：10～14：40 

新潟コンベンションセンター ２階 スノーホールB（第１会場） 

テーマ「病棟業務実証報告～私たちが目指す究極のチーム医療とは～」 

内容 演者 施設名 演題名 

日臨技企画 深澤 恵治 独立行政法人 地域医療機能推進機構 群馬中央病院 病棟業務推進への日臨技の取り組み 

日臨技企画 吉田 功 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 聖隷横浜病院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み① 

日臨技企画 杉岡 結衣 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 聖隷横浜病院における臨床検査技師の病棟業務に関する試み② 

日臨技企画 柴田 昭浩 医療法人 養生会 かしま病院 病棟業務の実践 

まとめて質疑応答 
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■病棟業務推進施設情報連絡会加盟施設への状況調査  

４月より本連絡会で行っている状況調査では、各施設が現在おこなっている病棟業務の内容（項目範囲）、各業務

が企画から展開への進展が順調に至ったか（難易度）、業務拡大による他メディカル・スタッフからの評価（評価）

を分析し、人的不足などの必要課題を提示することで、多くの施設で病棟業務を推進する体制の展開に踏み出せる資

料となるよう分析しております。今回は一部の経過報告ですが、９月３・４日に神戸で開催する第65回日本医学検査

学会において最終的な報告をおこないます。本業務の推進に向けて参考にしていただければ幸いです。 

状況調査の回答施設数（内訳） 

実施している病棟業務内容 

 今改訂では、地域包括ケアシステム推進のための取組の強化に関して評価する項目が加算されたり、新設

されています。 

 現在その場のプレイヤーとして臨床検査技師は加わっていませんが、病棟から在宅へという医療現場の拡

大に合わせて我々も業務再編・拡大をしなければならないと思います。 

（政策調査課） 



（編集後記） 「パパラギ」という本を読まれたことがありますか？「白い人」、「外国の人」を意味する言葉だ

そうですが、南海の地サモアの酋長ツイアビがヨーロッパを訪れてはじめて見聞した西洋文明について語るという設

定で書かれているもので、痛烈な西洋文明批判となっています。その当時はパソコンもスマホはもちろんありません

が、その酋長さんが現在の日本にきていたら、なんというのでしょうか？デジタルコミュニケーションの普及に少し

違和感を感じる人種としてとても興味がわきます。（でもこの本、実はフィクションだというのをつい最近ネット上

で知りました）                                         【横地】 
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参加しているグループをクリック 

【トップページ】 【連絡会の各グループページ：メイン画面】 

情報は一覧として、掲示板で確

認できます。 

最新の書き込みが表示されます。 

【グループページ：掲示板画面①】 

カテゴリから見たい情報をクリック 

「コメントする」をクリックすると文章が掲載されます。  

【グループページ：掲示板画面②アンケート調査】 

アンケートは随時、更新されていきます。 

「回答する」をクリックし、回答く

ださい。入力後の訂正も可能です。 

 尚、アンケートは各グループデータを集計し、別ファイルに作成

してサイボウズLive内で都度、公表いたします。 

【グループページ：共有フォルダ画面】 

 過去添付ファイルとされた情報は、「共有フォルダ」で一覧

として確認できます。  

ほしいファイルを選択して、表示してください。 

ダウンロードでデータ取得 

【グループページ：イベント画面】 

「イベント」をクリックすると関係するスケジュールが掲載されます。  

日・週・月の表示切替が可能 


