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愛臨技創立70周年を
迎えるにあたり

公益社団法人　愛知県臨床検査技師会
会　長　中根　生弥

新年度を迎えるにあたり、ひとことご挨拶申し上げます。
当会は現在、3,400名を超える会員を有する職能団体として、数多くの公
益事業を遂行しており、今年で創立70周年を迎えることとなりました。こ
れも偏に、会員の皆様が当会の事業にご理解とご協力いただき、県民の健
康増進と公衆衛生の向上に尽力いただけた賜物と心より感謝申し上げると
同時に当会の歴史を少し振り返ります。
当会は、昭和25年４月23日（1950年）に、愛知県臨床検査技師会の前身で
ある名古屋医学実験技術会として誕生しました（現在の日本臨床衛生検査技
師会は昭和27年に設立）。昭和62年４月には会員数1,800余名にて社団法
人の認可を受け、県民の健康増進と公衆衛生の向上を目的に職能団体とし
て活動してまいりました。その後、平成20年12月１日に施行された「公益
法人制度改革関連３法」に伴い、当会は公益社団法人の取得を目指すことが
決定されました。数年にわたる準備期間を経て、平成25年４月１日付けで
公益法人資格を取得し、団体名を改め「公益社団法人　愛知県臨床検査技師
会」として移行し、この度、愛臨技創立70周年を迎えることとなりました。
本年も職能団体として学術活動を通じ、臨床検査の精度向上と最新医療の
知識や技術を習得し、広く県民の皆様に臨床検査並びに臨床検査技師を知っ
ていただく活動も行いながら、当会の目的が達成できるように努めてまい
ります。2020年度も会員の皆様のご理解とご協力賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。

愛臨技の沿革
1950年（昭和25年）　「名古屋医学実験技術会」として発足
1952年（昭和27年）　「日本衛生検査技術者会」創立大会が名古屋市で開催
1962年（昭和37年）　愛知県衛生検査技師会創設
1987年（昭和62年）　「社団法人愛知県臨床衛生検査技師会」として法人格取得
2013年（平成25年）　「公益社団法人愛知県臨床検査技師会」として移行
2020年（令和  2年）　愛臨技創立70周年

2020年3月11日現在　正会員数　3,409名



愛臨技創立70周年

公益社団法人　愛知県臨床検査技師会
会　長　中根　生弥

本会では、幅広い人材を育成する目的で臨床検査（医療）に関する海外活動への参加に対して、助成金を交
付する事業を令和２年度より展開致します。下記の要項にて、本会会員３名を募集し支援させて頂きますの
で、海外での活動に興味のある方は奮ってご応募ください。未経験者を歓迎し、学術部門で英語抄録・スラ
イド作成等のサポートもさせて頂きます。
支援を受けた方は、所定の報告書を提出していただき、本会主催の学会・研修会、もしくは相応の学術集
会にて報告発表および、らぼニュースへの記事掲載等もお願いさせて頂きます。

記

１．募集人数：３名（多数の場合は本会理事会にて規程に則って選出します。）
２．応募資格：50歳未満の本会会員であること。
３．対象期間：2020年４月から2021年３月の海外学会を対象。
４．助成金額：助成対象者１名につき５万円を支給。
５．申込事項：当会ホームページより「国際交流事業費等助成金交付申請」をダウンロードして、

所定事項を記入し送付してください。
６．申込締切：令和２年４月１日から７月31日
７．申 込 先：（公社）愛知県臨床検査技師会事務所
８．問合せ先：学術部長　内田　一豊

豊橋市民病院　中央臨床検査室　電話：0532-33-6111
９．当否報告：８月頃、本人宛に通知致します。

※「公益社団法人愛知県臨床検査技師会 国際交流事業費等助成交付規程」をご確認ください。

以上

公益社団法人愛知県臨床検査技師会
国際交流事業費等助成金募集のお知らせ
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令和２年２月16日（日）に藤田医科大学で開催さ
れた2019年度　愛臨技ニューリーダー育成講習会
に参加させていただきました。
今回の講習会は半日で、第１部に基調講演、第２
部にグループワークでした。
第１部の基調講演では「次世代リーダーに求める
もの」として、リーダーとは何か、リーダーとマネー
ジャーとの違いなどを座学にて学びました。第２部
のグループワークでは参加者を３班に分け、問題解
決の手法についてフレームワークを行いました。グ
ループワークのテーマは職場環境における問題点―
検査室を one team にするために―で、ロジカル
シンキングを用い、問題点と問題点に対する対策案
を出し合い、それについて班ごとの発表を行いまし

た。どの班も大変参考になる意見が多く、活発に意
見交換が行われており、とても勉強になりました。
この講習会で得た知識と技術を今後も日常業務に生
かしていきたいと思います。他施設の問題点や考え
を話し合えるよい機会でしたので、参加してよかっ
たと思います。
最後に、このような講習会を開催してくださった

講師やスタッフの方々、関係者の皆様にこの場をお
借りして厚く御礼申し上げます。

2019年度
愛臨技ニューリーダー育成講習会に参加して

社会医療法人宏潤会　大同病院
井村　太一
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地 区 だ よ り

知多半島南部は、西を伊勢湾、東を三河湾に囲ま
れた風光明媚なところで、温暖な気候と豊かな漁場
にも恵まれ、ふぐやタコ、ワタリガニをはじめ新鮮
な魚貝類のお刺身やバーベキューの他、いちごやみ
かんなどを求め、休日には名古屋方面からの観光客
で道路の渋滞は当たり前の風景となっています。
この美浜町、南知多町を主な医療圏として JA愛
知厚生連知多厚生病院は、「へき地医療と住民の健康
を守る」の崇高な JA の理念のもとに、県内９番目
の厚生連病院として1964年６月病床数113床でこ
の地に開院されました。また、1991年からは無医
地区となった篠島にも附属篠島診療所を開設するな
ど、現在では25科、病床数259床となり、へき地
指定病院、災害拠点病院、愛知DMAT指定病院な
ど各種指定を受けるまでに成長してきました。
臨床検査技師は15名（うちパート２名）であらゆ
る分野の検査に対応する他、外来採血や健診業務へ
の応援も行っています。約半数の７名の技師が他の
厚生連からの転勤者であることも特徴的です。他施
設で培った良いところを取り入れ、効率的で、より
質の高い検査結果の追求や、迅速なデータ報告を提

供出来るよう日々努力を重ねています。
また通常検査科のスタッフは１人２部門担当を目

標にしており、例えば細菌検査と検体検査、病理・
細胞診検査と輸血検査、輸血検査と生理検査など複
数の業務に対応出来るような教育を行います。個々
の幅広い知識が集約されることで、業務の円滑化に
は大きな効果を発揮してくれています。
さらに年に１度行われる美浜町、武豊町の産業ま

つりでは看護師・事務員・放射線技師等と協力して、
骨密度、血管年齢や血糖測定など、毎回大勢の地域
住民との交流を深め、好評を得ています。
最後に当院のおもな診療圏である美浜町、南知多

町の人口は２町で約４万人と少子高齢化や人口減少
が著しく、当院に求められるものも日々変化してき
ていますが、常に地域のニーズを捉え、住民から信
頼され、選ばれる病院となるよう、今日も職員一丸
となって頑張っています。

JA愛知厚生連知多厚生病院
JA 愛知厚生連知多厚生病院　大岩　れい子
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愛知県では、毎年、５月31日の「世界禁煙デー」及び同日から１週間の「禁煙
週間」に合わせて、喫煙の健康影響についての知識普及を図るためにキャンペー
ンを実施しています。
愛臨技も例年このキャンペーンに参画し、公益社団法人としての公益活動の
一環としております。また、臨床検査技師の社会的認知度を上げるためにもまたとない機会です。
よって、下記の要領でボランティアを募りますので、会員の皆様の多数の参加をお待ちしております。

記

日　　時：2020年５月31日（日曜日）　※予定
12時～概ね30分から１時間程度

場　　所：クリスタル広場（サカエチカ）及び栄交差点周辺（名古屋市中区栄３丁目）　※予定
主　　催：愛知県保健医療局健康医務部健康対策課
内　　容：世界禁煙デーおよび禁煙週間についての呼びかけや啓発資料の配布

※日時、場所については変更になる場合があります。

生涯教育履修点数 ：基礎教科　20点
申込方法：各地区理事に以下の項目を連絡願います。

氏名、会員番号、施設名、自宅からの最寄り駅名、最寄り駅から名古屋駅までの交通費、
メールアドレス

お問合せ先
組織部長　刑部　恵介
藤田医科大学　医療科学部　臨床検査学科
TEL（0562）93-9430
E-mail　aamt@aichi-amt.or.jp

世界禁煙デー街頭キャンペーン
ボランティア募集について
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専門教科：20点
日　　時：2020年５月９日（土）15：00～17：00
場　　所：だいどうクリニック５階講堂
テ ー マ：最新の知見を得よう！

～一般部門学会発表や
最近の話題について～

講　　師：
１．マルベリー円柱を認めたファブリー病の一症例
  大同病院　浅井　千春
２．ヘマトイジン結晶を認めた２症例
  小牧市民病院　前田　佳成
３．尿沈渣中に小集塊状の出現様式を示した
IgA-κ型多発性骨髄腫の一例 

  藤田医科大学病院　小倉　弥央 
４．関節液検査における固定方法とセルブロック
作製の有用性について

  JA 愛知厚生連　稲沢厚生病院　蜂須賀大輔
５．尿中有形成分分析装置 Atellica UAS800 の
基礎的検討

  JA 愛知厚生連　海南病院　岩坪　里奈
６．尿糖試験紙法にて異常発色をきたした２症例
潰瘍性大腸炎治療薬メサラジンによる尿ブド
ウ糖試験紙法異常発色機序の検討

  公立西知多総合病院　太田　達也
７．尿中硝子円柱の生成機序の解明　　
  藤田医科大学　星　　雅人
８．糖尿病の合併症と臨床検査
～糖尿病腎症を中心に～

  アークレイマーケティング株式会社 
  学術推進チーム　多田　昌代
司　　会：豊田厚生病院　鈴木　康太

藤田医科大学ばんたね病院　進藤龍太郎
内　　容：一般検査領域の学会等で発表された演題

をもう一度聴講し、最新の知見を得る機
会を設けました。また、糖尿病の合併症
について講演いたします。皆様の参加を
お待ちしております。

専門教科：20点
日　　時：2020年５月９日（土）15：00～17：00
場　　所：名古屋市立大学医学部研究棟

11階講義室A
テ ー マ：輸血業務を学ぼう

～基礎＆困ったときの対応
（聞き方、伝え方）～

講　義１：血液型編
  藤田医科大学病院　松浦　秀哲
講　義２：交差適合試験編
  名古屋第一赤十字病院　村上　和代
講　義３：不規則抗体編
  江南厚生病院　原田　康夫
講　義４：製剤管理編
  愛知医科大学病院　片井　明子

司　　会：安城更生病院　山本　善之
内　　容：輸血業務について、検査や製剤管理の基

礎的な内容を中心に、わかりやすく各項
に分けて説明します。実際に遭遇し得る
異常反応や緊急輸血の対応など、少し踏
み込んだ内容も扱います。新人の方や輸
血部門に移動された方、当直のみ輸血業
務に関わる方、これから輸血業務のト
レーニング担当をされる方など、多くの
参加をお待ちしています。

専門教科：20点
日　　時：2020年５月16日（土）15：00～17：00
場　　所：リップルスクエア 　

アーバンネット名古屋ビル20F
（久屋大通駅より徒歩１分）

テ ー マ：症例検討会（白血球数の増加　編）
講　　師：  藤田医科大学病院　水谷　有希
  名古屋第二赤十字病院　白木　　涼
　  藤田医科大学病院　水野　元貴
　　  名古屋大学医学部附属病院　亀山なつみ
司　　会：JA愛知厚生連稲沢厚生病院　蒲澤　康晃
内　　容：今年度は白血球数の増加をテーマに症例

検討会を実施します。皆さんと一緒に症

研究会 一般検査研究班 研究会 輸血検査研究班

研究会 血液研究班
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例について考えながら白血球数動態から
みえてくる病態について学び、日々の検
査に役立てる研究会にしたいと思いま
す。多数のご参加をお待ちしています。

専門教科：20点
日　　時：2020年５月16日（土）15：00～17：00
場　　所：（株）スズケン名古屋支店 ２F会議室

名古屋市東区東片端町１（久屋大通駅）
テ ー マ：病理検査の基礎を学ぼう !!
講　演１：その常識大丈夫？

あなたの常識が非常識？
～受付から染色編～

  公立陶生病院　柚木　浩良
講　演２：プロセッシングの基礎

（固定～パラフィン浸透、プログラム作成）
（株）サクラファインテックジャパン

  カスタマーリレーション部　篠田　　宏
司　　会：公立西知多総合病院　吉本　尚子

小牧市民病院　藤田　智洋
内　　容：前半は、病理検査での業務について基本

的な内容を分かりやすく解説していただ
きます。後半は、プロセッシングについ
て基礎的な内容を詳しく解説していただ
きます。新しく病理を担当なさる方だけ
でなく、後輩を適切に指導したいベテラ
ンの方にもお勧めです。多数の参加をお
待ちしています。

専門教科：20点
日　　時：2020年５月16日（土）15：00～17：00
場　　所：名古屋第二赤十字病院　

加藤化学カンファレンスホール
テ － マ：呼吸機能検査の基礎
講　　師：
１．呼吸機能検査の実際

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
鈴木　優大

２．肺機能検査室の仕事（検査・感染対策・精度
管理）

  藤田医科大学病院　関根　秀治
司　　会： 公立陶生病院　大竹　悦子
内　　容：呼吸機能検査は呼吸器疾患患者だけでは

なく、健康診断や手術前のスクリーニン
グ検査など多くの施設で行われている検
査です。検査を行う前に知っておきたい
知識や、検査時の注意を学びましょう。
これから始める技師さん、是非ご参加く
ださい！

研究会 病理細胞検査研究班

研究会 生理検査研究班
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令和２年度　愛臨技　新人サポート研修会
『学びを力に変える！実践力アップの基礎とコツ』

令和元年度新卒および医療機関、臨床検査関連企業への新規採用の臨床検査技師を対象に、
実際の医療現場で必要となる知識と技術の提供と、幅広い臨床検査分野の紹介をします。

【日　　時】　2020年５月31日（日） ９：10～16：50 （８：45から受付）
【会　　場】　名古屋市立大学医学部　医学研究科　医学部研究棟11階　講義室A
【募集人数】　150名
【参 加 費】　日臨技・愛臨技会員および入会予定者　2,000円

他県会員および他県入会予定者　2,500円、非会員　4,000円
（弁当はランチョンセミナーで配布します）

【申し込み】　2020年４月６日から５月10日まで愛臨技HPからWeb申込み 
【生涯教育】　基礎　20点（日臨技入会手続き済の場合のみ）

【プログラム】
  8：45～  9：10　受付
  9：10～  9：20　オリエンテーション・開講式  愛臨技会長　中根　生弥

【午前の部】　司会　豊橋市民病院　内田　一豊
  9：20～  9：50　①「日当直者が知っておきたい微生物検査の基礎知識」

JA愛知厚生連　海南病院　伊藤　　楓
  9：50～10：30　②「明日から役立つ血液検査の基礎」  医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院　宮本　康平

「明日から役立つ凝固検査の基礎」  JA愛知厚生連 江南厚生病院　舩橋　里奈
10：40～11：20　③「生化学・免疫血清検査の基礎と学びのポイント」

株式会社グッドライフデザイン　佐藤　文明
11：20～11：40　④「これだけは押さえておきたい病理検査の基礎」

名古屋市立大学病院　松井　竜三
【ランチョンセミナー】　司会　JA愛知厚生連　安城更生病院　岡田　　元
12：00～13：00　⑤「TSH値のハーモナイゼーションについて（仮）」

ロシュ・ダイアグノスティック株式会社
【午後の部】　司会　名古屋大学大学院　鈴木 博子
13：20～13：50　⑥「愛臨技ホームページ活用について」  愛臨技広報部長　武山　純也
13：50～14：30　⑦「心電図検査の心得」  名古屋第一赤十字病院　倉田　貴規
14：30～15：10　⑧「尿検査の基礎」  藤田医科大学ばんたね病院　進藤龍太郎
15：20～16：00　⑨「知っておきたい輸血業務の基礎とコツ！」  愛知医科大学病院　片井　明子
16：00～16：20　⑩「遺伝子検査の基礎知識～検体の取り扱いについて～」

愛知医科大学病院　山田　敦子
16：20～16：40　⑪「チーム医療を担う生殖補助医療とは？」  藤田医科大学病院　古川　　博
16：40～16：50　閉講式  愛臨技副会長　岡田　　元

【問合せ先】　豊橋市民病院　中央臨床検査室　内田　一豊　TEL：0532-33-6111
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