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事 務 連 絡 第 69号

平成 29年 11月 2日

都道府県臨床 (衛生)検査技師会

会長各位

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

代表理事 会長 宮島 喜文

病棟業務に必要な能力開発実践研修会

～臨床検査の活用に必要な後工程の集中能力向上 トレーニング～

のご案内と広報のお願い

拝啓 平素は当会事業に、ご理解ご協力をありがとうございます。

当会では臨床検査技師の病棟業務の積極的参加を目指して、病棟業務推進施設情報連絡会での展開と

会員への情報提供を行なってきました。

この度、その一環として平成 30年 2月 11日 (日 )、 12日 (月 ・祝)に 「病棟業務に必要な能力開発

実践研修会 ～臨床検査の活用に必要な後工程の集中能力向上 トレーニング～」を開催する運びとなり

ました。

今回の研修は、ニプロ i―MEPにて現場で求められる能力に対応できる人材の育成のため、臨床の現場

で必要となる具体的内容を総合的に習得してもらうことを目的としており、実技を主体としてシミュレ

ータを用いた少人数制で行ないます。

つきましては、業務ご多忙のところ誠に恐縮とは存じますが趣旨をご理解のうえ、貴会会員へ周知の

方、よろしくお願い申しあげます。

敬具

≪連絡先≫ 一般社団日本臨床衛生検査技師会

Tel : 03-5767-5541 / Fax: 03-3768-6722

Mail : itabashi― takum10iamt.or.ip

執行理事 深澤恵治 / 事務局 板橋匠美
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日臨披医療政鸞企画 病棟業務に必要な能力開発実践研修会

～臨床検査の活用に必要な後工程の集中能力向上 トレーニング～

生涯教育研修制度 : 基礎教科 30′標

ァ ー マ 現場で求められる能力への具体的対応

目 的
病棟で実施されている様々な場面を想定したシナ リオを用意し、刻一刻と変わる状況下で状況判断をしな

がら、適切に実行できる現場に繋がる「経験」を補 うことを目的としている。

ご案内

現場で求められる能力に対応できる人材の育成のため、臨床の現場で必要となる具体的内容を総合的に研

修し、習得してもらうことを目的としている。

本講習会は実技を主体とし、シミュレータを用いた少人数市1で行なう。

会 期 平成 30年 2月 11日 (日 )・ 12日 (月
。視) 9時 30分 ～ 16時 35分

会 場 医 療 研 修 施 設 「ニ プ ロ i一MEP(ア イ メ ッ プ )」 TEL:07卜 56ケ0610

内 容 内容・講師等について変更となる場合があります

(敬称略 )

1日 目

9:30～9:50  受付

9:50～10:00  開講挨拶

日臨技 冨1会長 横地 常広

10:00～ 10:30  病棟業務に必要な法的知識

日臨技 常務理事 丸田 秀夫

10:30～ 11100  安全な医療を提供するための具体的な取組に向けて

～検査データの活用について～

日臨技 執行理事 千葉 正志

(休憩 10分 )

11:10～ 12:40  R一 CPC
信州大学医学部附属病院 中央検査部 菅野 光俊

12 : 40-13: 40    基塾ルヽ′昇

13:40～ 15:10  実技議1練 I ～検査説明 。相談②～

R一 CPC結 果を踏まえた実際の検査説明 。相談模擬演習

日臨技 理事 賞原 正明

(休憩 10分 )

15120～ 16:50  実技訓練Ⅱ ―・移乗介助～ ※事務局にて 3グループに振 り分け行ないます。

(30分)ス トレッチャー ～患者対応 。検査の説明も含めて～

(30分)車イス ～患者対応・検査の説明も含めて～

(30分)ベッド搬送 ～患者対応・検査の説明も含めて～

(休憩 10分 )

17:00～ 18:30  ナイ トセミナー ～夕食をとりながら～ ※集合写真撮影も行います

企画 I より患者の寄 り添 うために ～ 日臨技医療政策企画の今後の方向性について～

日臨技 政策調査部門 担当理事 深澤 恵治

企画Ⅱ 中期目標実現のための 1戦略法 「業務量分析化メソッド」

日臨技 代表副会長 横地 常広



2日 目                                          ヽ

9:00～ 10:30  入院患者への輸血対応 ～説明 。同意から副作用確認まで～

(休憩 10分 )

10:40～ 12:10  患者持参薬 。治療薬の作用機序と検査値へ与える影響 ～入院患者を対象 として～

12:10～ 13:00  昼休み

13:00～ 16:15  実披謝1糠Ⅲ ～病態 轍 シナリオ)力 らヽ院内患者急変に気づき・行動する～

※事務局にて 2グループに振 り分け行ないます。

国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 藪 圭介 (認定救急検査技師)

(休憩 ローテーション時適宜取得 )

16115～ 16i35  開講式

募集人員 最大 51名

募集対象 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 会員

受講料 12,000円 (ナイ トセミナー代を含む)

申込締切 平成 29年 2月 4日 (日 ) ※参加費振込締切 平成 29年 2月 7日 (水 )

申込要領 *嘔Bか らの事前受付 会員専用ページ ⇒ 生涯教育 ⇒ 行事検索 ⇒ 日臨技または支部 講習会を選択 ⇒ 事前登録

申込先
〒143-0016 東京都大田区大森北 4丁 目 10番 7号

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 事務局   電話 03-57675541

キャンセ

ル待ち

申込み枠を超えた場合、キャンセル待ちを受け付けます。申し込みは電話 035767-5541へ直接ご連絡をお

願い致します。受講可能者には2月 7日 (水)ま でに事務局よりご連絡をいたします。

持参備品
講習は常に自衣で行います。

自施設で使用している白衣

更衣室を用意してお りますので、

(ケ ーシー等)一式をご持参ください

宿 泊
事前予約制で 2月 10日 (土)11日 (日 )の受講者人数分確保してあります。

和l用 には別途申し込みが必要です。平成 30年 2月 4日 (日 )ま でに下記 FAXをお願いします。

主 催 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

宿泊の申し込準は、以下へお送りください。 (事務局 政策調査課 :板檎)

FAK:0「-9768-67赳炒

お名前

日中の連絡先 TEL: E-3_ail:

宿泊の条件 宿泊部屋l・t、 禁煙 e喫煙 ノ 朝全は、必要儘不癸

※宿泊費のご清算はチェックイン時となります。

※3日 前から罐 更。キャ浚 ルのね問合せは、アーバンホテル (TEL 1 077-561-0606)臨 願いします。

尚、宿泊キャンセルは前日より20%が つヽかりますのでご注意くださいますようお願い暉し上げます。


