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委員長　椙山 広美
　平成20年12月に新公益法人制度がスタートしてから、３年５ケ月が
経過し、移行期間も残り約１年半となりました。愛知県においては、
特例社団法人231法人、特例財団法人146法人の合計377法人の内、平
成24年４月19日時点で216法人が答申し、すでに認定若しくは認可さ
れた法人も多くなってきました。当会においても、平成23年４月より
愛知県生活衛生課による申請事前相談を合計７回実施し申請手続きへ
と進めてまいりました。今後のスケジュールは、事前協議申請を平成
24年５月に行い、平成24年３月に開催された総会においてご説明しま
した平成24年８月25日に臨時総会を開催し、移行申請に必要な定款の
変更をご審議いただきます。その後、９月に移行申請書を提出、公益
認定等審議会にて審査が行われます。
　新公益法人制度では、主務官庁制を廃止して、法人自らが責任を持っ
て自主的・自律的に運営を行っていけるよう、法律でガバナンスに関
する様々な事項が明確に定められました。法人が、移行認定を受ける
には、その定款の内容（定款の変更案の内容）が、これらの法律等の
規定に適合するものであることが必要になります。この８月の臨時総
会でご審議いただく当会の定款案も、法人法、認定法、公益認定等ガ
イドラインを踏まえ、愛知県の指導のもと作成しました。ここで、当
会の根幹となる事業についてご説明します。定款には、事業内容を具
体的に掲載する必要があり、当会の目的である「臨床検査技師及び衛
生検査技師の学術・技能の向上を図り、その職能を通じて広く愛知県
民の健康増進及び公衆衛生の向上に寄与すること」を達成するため、
次の事業を公益目的事業としました。⑴　精度の高い臨床検査を提供
するための、専門的知識・技能の普及や人材の育成を行う事業（具体
的内容：生涯教育研修事業、臨床検査データ標準化事業、学会事業）
⑵　医療関連施設への臨床検査精度向上の推進及び支援に関する事業 
（具体的内容：精度管理調査、愛知県臨床検査標準化協議会 への参画）
⑶　県民の健康増進と衛生思想に関する普及啓発を行う事業（具体的
内容：健康増進啓発活動、ホームページによる情報提供）⑷　その他
この法人の目的を達するために必要な事業です。また、そのほか変更
案では、総会開催については、定時総会として毎事業年度終了後３カ
月以内に１回開催すること、会長をもって法人法上の代表理事とし、
副会長を業務執行理事とすること等が規定されます。
　最後に、移行期間も残りわずかとなりましたが、当委員会では、平
成25年４月１日に公益社団法人愛知県臨床検査技師会が登記できるよ
うに、引き続き準備を進めてまいります。会員の皆様におかれまして
は、８月の臨時総会は、定款の変更であるため定款第33条第１項によ
り、会員の４分の３の同意が必要になりますので、総会へのご出席を
よろしくお願いいたします。

愛臨技公益認定取得対策委員会より

◆役員立候補者公募の結果について･･････（2）
◆愛知県臨床衛生検査技師会　部門紹介
　渉外部門････････････････････････････（3）
◆平成24年度
　愛知県臨床検査精度管理調査のご案内･･（4）
◆第30回愛臨技東三河地区研究会開催のご案内 ･･（5）
◆第42回愛知県糖尿病療養指導研究会
　学術講演会･･････････････････････････（5）
◆地名読み方教室･･････････････････････（5）
◆講演会・研究会･･････････････････････（6）
◆AiCCLS　愛知県臨床検査標準化協議会
　通信（第9回） ･･･････････････････････（8）
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愛役選発第１号
平成24年６月１日

社団法人愛知県臨床衛生検査技師会
会　員　各　位

社団法人愛知県臨床衛生検査技師会
役員推薦委員会　　　
委員長　　鈴木　良典

役員立候補者公募の結果について

　平成25年度の会長及び副会長、監事の役員立候補者は、下記のとおりであり、いずれの役員も立候補者数
が定数以内でした。立候補者の資格審査においても問題はなく、「役員推薦規程」第10条の規定により無投
票当選と決定しました。総会の承認により任命されます。

記

《会長候補理事立候補者》 松　本　祐　之（名古屋大学医学部附属病院）

《副会長候補理事立候補者》 椙　山　広　美（岡崎市医師会公衆衛生センター）
 中　井　規　隆（労働者健康福祉機構中部労災病院）
 所　　　嘉　朗（愛知県がんセンター中央病院）

《監事立候補者》 山　﨑　正　夫（山﨑法律事務所）
 岸　　　孝　彦（愛知医科大学病院）

　以上

　会員の皆様の原稿を募集しています。
　写真、豆知識、コーヒーブレイクなど
ジャンルを問いません。
　愛臨技事務所へメールでお送りください。

原稿募集
平成24年5月10日現在　会員数2,639名

※求人情報、理事会・常務理事会議事録はホー
ムページを御覧いただくか、事務所へお問
合せください。
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　組織部の活動は、昭和62年の社団法人取得にあた
り「公益事業のできる技師会作り」のキャッチフレー
ズの実践部門として、臨床衛生検査技能による地域
保健事業、アンケート調査、ボランティア活動や社
会情勢に合わせた講演会の開催などを中心に展開し
てきました。さらに昨年度からは健康啓発委員会へ
旧公衆衛生検査研究班班員が加入し、より充実した
活動を実施してきました。

　活動内容としては、ボランティア活動として知
多奥田海岸の清掃、愛知県主催の世界禁煙デー街
頭キャンペーンへの参加、国保連主催の健康フェス
タ2009への参加、名古屋市主催の毎月第２と第４日
曜日に実施されるHIV抗体検査ボランティアへの参
加、ピンクリボン活動への参加、12月１日の世界エ
イズデー in NAGOYAへの参加、半田市健康フェ
アへの参加などです。講演会としては６月の新人サ
ポート研修会での接遇の講演会開催、技師長協議会
と共催の管理運営研修会を開催しました。アンケー
トは災害時の対応についての調査としました。
　また、技師会の組織強化を図る活動も行っていま
す。将来の臨床検査を担う学生への技師会案内とし
て藤田保健衛生大学、名古屋大学、中部大学へ会
長、副会長とともに赴き技師会の活動の概要を説明
してきました。また、会員相互の懇親を図る目的で

10月のボーリング大会開催、１月のNew Yearパー
ティーを開催しました。
　平成25年４月には公益法人取得が予定されてお
り、より充実した活動を検討すべき時期と考えてお
ります。会員の皆様のご協力およびご参加をお待ち
しております。
　広報部は毎月の「らぼニュース」、年２回の「会
誌らぼ」の発行、ホームページの運営を担当してい
ます。らぼニュースは平成23年度から８ページ化を
おこない、議事録・決算書などはホームページ掲載
としました。従来の各種行事の案内、研究会や研修
会の案内掲載の他AiCCLS通信や地区だよりなどを
新たに掲載開始しました。毎月１日発行ですがお手
元に届くのに少し時間がかかっており申し訳ありま
せん。ホームページに先にアップしますのでこちら
もご覧下さい。ホームページは情報システム研究班
員の皆さんが改めて運営委員となり管理運営されて
います。また、公益法人への移行を機にリニューア
ルを予定しています。
　定期総会や行事等でカメラを持ってウロウロして
いる人物を見かけたら声をかけてください。ぜひ、
１枚お願いします。また、研修会などの写真を撮ら
れたら、事務所を通して広報部へ送って下さい。掲
載原稿に利用したり、活動記録として次世代へ伝え
たりしたいと思います。月によっては原稿が足らず
６ページになってしまう
こともあります。会員の
皆さんの投稿などで紙面
を飾っていきたいと考え
ています。是非とも投稿
をお願いします。

　今月から３回にわたり愛臨技の組織をご紹介したいと思います。愛臨技は会長の下、３人の副会長がそれ
ぞれ業務を分掌しています。

副会長（総務部門担当）
副会長（学術部門担当）
副会長（渉外部門担当）

会長
庶務部、会計部、公益法人対応
学術部、精度管理事業部、県医学検査学会
組織部、広報部
健康啓発委員会、ホームページ運営委員会

　今月は渉外部門の紹介です。渉外部門には組織部、広報部があり健康啓発委員会やホームページ運営委員
会も属しています。

愛知県臨床衛生検査技師会　部門紹介愛知県臨床衛生検査技師会　部門紹介 渉外部門
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　今年度も「愛知県臨床検査精度管理調査」を実施
しますので、ご案内をいたします。
　本調査の募集要項は別紙をご参照ください。特に、
試料発送日などの今後のスケジュールについて、各
施設で精度管理を担当される方は、あらかじめ日程
などを把握いただき、必要に応じて施設内の調整を
お願いいたします。
　さて、今年度も精度管理事業は例年通りスタート
しております。４月に行われた今年度第１回事業部
会では、昨年度の反省、各施設からいただいたご意
見やご要望への対応、今年度の実施内容（予定）に
ついて協議（18：30 ～ 22：00）を行いました。毎
年同じことを実施しているように思われているかも
知れませんが、そこには部員のたゆまぬ努力で年々
内容の充実を図っていることをご理解ください。今
回は協議した内容などから一部をご紹介させていた
だきます。

Ｑ１：実施時期を変えることができないか。

Ａ１：一年を通じた活動であり、他精度管理調査と
の時期調整、県医師会サーベイとの連携など
を考慮し、現状の実施内容や規模を維持して
いく限り、実施時期を大きく変更することは
できない。また、一昨年から回答〆切後直ち
に正解を愛臨技HPに掲載しており、日医サー
ベイを実施する前のプレサーベイとして自施
設の現状を客観的に捉えることのできる機会
としてご活用いただけると幸いである。

Ｑ２：毎年同じような項目を実施しているため、標
準化されているような項目は省いても良いの
ではないか。

Ａ２：臨床化学項目などでは標準化された項目を多
く含んでいることは事実であるが、それを各
施設が主体的に相互確認し、施設間差を正確
に把握しておく機会も必要であると考える。
また、日医では以前と比較して項目数が減少

していることや日医、日臨技サーベイに参
加していない施設があることなどを勘案する
と、当精度管理調査が両大規模調査ではフォ
ローできない部分をフォローすべきであると
考えている。これらのことを根底にした活動
をしていることにご理解をいただきたい。

Ｑ２：評価対象外設問の必要性が分かりづらく結果
が院内で評価されてしまうので、全てが評価
対象設問にしてはどうか。

Ａ２：一律的な出題が可能と判断できる設問や新
規ガイドラインなどで周知すべき内容の設問
と、教育的視点や次年度以降の対策と傾向を
把握するための設問および実施施設が少ない
検査や新規分野に関する設問とを区別し、後
者を評価対象外設問として出題している。各
研究班では、集計結果を判断して次年度以降
は評価対象設問にしたり、例会などの企画に
反映するなどで知識・技術のレベル向上に繋
げていることをご理解いただきたい。一昨年
までは、評価対象外設問であっても回答の評
価（総合評価には加えていない）を示すこと
が必要であるとの見解であったが、多くの誤
解を招いていることから、前年度より評価一
覧表への記載を割愛することとした。

　また、今年度は日臨技サーベイと同様なWeb（HP）
による回答の入力方式を検討しており、場合によっ
ては従来のUSB入力に加えて試験的にWeb入力を
お願いすることになるかも知れませんので、どうか
ご理解とご協力のほどお願いいたします。
　最後に、当事業部では今年度も全国サーベイにはな
い地域サーベイならではのサービス充実を図ってい
きますので、各施設におかれましては、自施設の精度
向上が県内施設全体の精度向上に繋がるものである
という視点に立っていただき、是非とも本精度管理調
査にご参加くださいますようお願いいたします。

平成24年度 愛知県臨床検査精度管理調査のご案内
精度管理担当理事　岡田　光義
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　愛臨技東三河地区研究会を下記の要領で開催いた
します。
　ぜひ多数の方々に参加していただきたく、ご案内
申し上げます。

専門教科：20点
開催日時：平成24年７月８日（日曜日）
 13時から17時
会　　場：成田記念病院（豊橋）南館８階ホール
住　　所：豊橋市白河町78
 （豊橋駅西口「新幹線側」徒歩５分）
電話番号：0532-31-2167
内　　容：一般演題15題程度
教育講演：「これからの臨床検査への期待、我々は

何をなすべきか」
 浜松医科大学　臨床検査医学講座
 教授 前川　真人
参 加 費：研究会　1,000円（抄録代含む）
 懇親会　5,000円
懇 親 会：ウェステージ豊橋　17時30分より
会　　長：豊橋市民病院　中央臨床検査室

田中　規雄
事 務 局：豊橋市民病院
 中央臨床検査室 山口　育男
 〒441-8570
 豊橋市青竹町字八間西50番地
 TEL 0532-33-6111　FAX 0532-33-6178

テーマ：SMBGの基礎・手技・評価
日　　時：平成24年７月１日（日）13：00 ～ 16：20
場　　所：名古屋大学医学部附属病院　３階講堂
トピックス：「HbA1cの新しい表記について」
 碧南市民病院 大坪　盛夫
講　　演：「知って欲しい！ SMBGの使い方」
 刈谷豊田総合病院 吉田　光徳
実　　習：「SMBGの導入と手技の実習」（演習）
 社会医療法人宏潤会大同病院

渡辺　美加
特別講演：「注射や血糖測定って怖い？難しい？」
 インスリンやインクレチン注射をしてい

る患者さんのSMBG評価法
Ｓ Ｄ Ｃ：鈴木糖尿病内科 鈴木　　厚
司　　会：岡崎市民病院 夏目久美子

★本講演会は、「日本糖尿病療養指導士
認定更新のための研修会」として第１
群１単位、第２群１単位が認定予定で
す。どちらかを選択してください。

【参加費】 愛知県糖尿病療養指導研究会会員無料、
その他参加者1,000円

第30回愛臨技
東三河地区研究会開催のご案内

第42回
愛知県糖尿病療養指導研究会

学術講演会

地名読み方教室 その３

長湫 ながくて
「愛知県愛知郡」 1906年５月10日 長湫村、上郷

村、岩作村が合併し、長久手村

となる。現在は長久手市となり

愛知医科大学・淑徳大学（長久

手キャンパス）・愛知県立大学･

愛知芸術大学などがあり文教地

区。現在の長久手は、はなみず

き通り・図書館通りなど愛称の

ついた市道、県道がありその周

りに新しいまちが出来ている。

岩作 やざこ
「愛知県愛知郡」 岩作東城は、現在長久手市役所

の敷地となっている場所に今井

四郎兵衛が居城したと伝えられ、

天正12年の小牧長久手の合戦で

は、徳川方として池田恒輿らと

戦い討ち死にした。 案山子
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生理検査研究班講　演　会

専門教科：20点
日　　時：平成24年７月21日（土）14：30 ～ 16：30
場　　所：名古屋市立大学
 医学研究科・医学部研究棟11階講義室A
テ ー マ：「もっとわかる乳腺超音波診断－初級～

中級まで－」
講　　師：名古屋医療センター　乳腺科

森田　　孝
司　　会：厚生連　渥美病院　臨床検査技術科

小笠原律子
内　　容：乳腺超音波の日々の検査、診断の向上を

目指して、今回第一人者の森田先生の御
講演を企画しました。初級者や中級者の
方が乳腺超音波検査を行う上で、必要と
なる技術や知識について分かりやすく御
講演して頂きます。多くの方々の御参加
をお待ちいたしております。

微生物検査研究班研　究　会

専門教科：20点
日　　時：平成24年７月７日（土）15：30 ～ 18：00 
場　　所：名城病院　地下大会議室　
テーマ①：院内感染対策・ICT活動に貢献しよう！
 「さまざまな病院検査技師の工夫や活動

を紹介」
講　　師：名古屋大学病院 望月まり子
 岡崎市民病院 笹野　正明
 小牧市民病院 宮木　祐輝
 半田市立半田病院 村瀬　　斉
テーマ②：感染対策システム～何ができるか～
 「感染対策への貢献～システムを用いて～」
講　　師：アイテック阪急阪神医療事業本部 

安西　克之
総合司会：豊田厚生病院 内藤　　淳

一般検査研究班研　究　会

専門教科：20点
日　　時：７月14日（土）15：30 ～ 17：30
場　　所：だいどうクリニック　５階講堂
 名古屋市南区白水町９番地
 名鉄常滑（河和）線柴田駅
 南口下車徒歩３分
テ ー マ：尿沈渣の基本①
講　　師：１）尿沈渣の作成方法と赤血球の見方
 　　半田市立半田病院 齋藤　和也
 ２）白血球の見方
 　　豊川市民病院 永井　君子
司　　会：㈱三菱化学メディエンス
 名古屋セントラル病院ラボ 山村　一志
内　　容：２回シリーズで尿沈渣の基本を解説する

企画の１回目です。尿沈渣の作成方法か
ら、赤血球、白血球の見方を尿沈渣検査
法2010にそって、写真や症例を交えてお
話します。初心者の方からベテランの方
まで多数の方の参加をお待ちしておりま
す。

生殖医学検査研究班研　究　会

専門教科：20点
日　　時：平成24年７月７日（土）15：30～17：00
場　　所：藤田保健衛生大学　坂文種報德會病院
 ２階　第３会議室
 （JR尾頭橋駅下車　徒歩５分）
テ ー マ：胚の培養

①「Sequential mediaと胚の培養について」
 　講師：ヴィトロライフ㈱ 西山　輝紀

②ディスボーザブル計算盤「C-Chip」の
紹介

 　講師：フィンガルリンク㈱
安原　利夫

司　　会：豊橋市民病院 鈴木　範子
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遺伝子染色体検査研究班研　究　会

専門教科：20点
日　　時：平成24年７月14日（土）15：00 ～ 17：00
場　　所：株式会社カーク本社ビル5F　大会議室
テ ー マ：ファーマコゲノミクス
講　　師：１．ファーマコゲノミクス関連のガイド

ライン
 　　藤田保健衛生大学病院　臨床検査部

北原　公明
 ２．ファーマコゲノミクス検査の実際
 　　三重大学医学部付属病院　中央検査部

松尾　百華
 ３．UGT1A1遺伝子多型検査の臨床意義
 　　積水メディカル株式会社マーケティング部 

小谷　一夫
司　　会：㈳半田市医師会健康管理センター

田中　彰和

血液検査研究班研　究　会

専門教科：20点
日　　時：平成24年７月21日（土）15：00 ～ 17：00
場　　所：株式会社スズケン名古屋支店2階会議室
テ ー マ：抗凝固薬と臨床検査の考え方
講　師：三菱化学メディエンス㈱ 
 営業企画管理部　診断薬G IL推進T 

澤畑　一樹
司　　会：愛知医科大学病院 寺島　　舞

病理細胞検査研究班研　究　会

専門教科：20点
日　　時：平成24年７月14日（土）14：00 ～ 17：00
場　　所：藤田保健衛生大学医療科学部１号館２階
 基礎科学実習センター３階
テ ー マ：「内膜細胞診 LBCの講演と鏡検実習」
講　　師：
講　演１.「ＢＤシュアパスTM液状処理細胞診シス

テムのご紹介」
 日本ベクトン・ディッキンソン㈱

齊藤まゆみ
講　演２.「内膜細胞診LBCについて」
 愛媛県立医療技術大学　保健科学部
 臨床検査学科生体情報学講座教授

則松　良明
実　　習．「症例の鏡検実習」
司　　会：西尾市民病院 中村　広基
 名古屋掖済会病院 田中　瑞穂
内　　容：今回のテーマは、リキッドベースの内膜

細胞診について、講演と鏡検実習を含め
行います。多数の参加をお待ちしており
ます。

 尚、鏡検実習を行う都合上、14時に開始
いたします。お間違えないようにお願い
致します。

 また、細胞検査士の方には、日本臨床細
胞学会の単位を申請しております。



AiCCLS
愛知県臨床検査標準化協議会

通信
（第9回）

　愛知県臨床検査標準化協議会（Aichi Committee for Clinical 

Laboratory Standardization：AiCCLS）は、愛知県下の医療施設

への臨床検査標準化の啓発活動を軸とした質の高い検査結果の共有維

持を目的として、活動しています。

　今月は、「免疫学的便ヘモグロビン検査の手引書」についてご紹介さ

せていただきます。免疫学的便ヘモグロビン検査は、大腸がん検診に

おいて必須の検査です。しかし、検体が便という性質上、精度管理上

さまざまな問題があり、標準化が進んでいない検査でした。本手引書

には、検体の採取から保存、検査方法、精度管理などについてわかり

やすくまとめられており、より質の高い検査が実施されることが期待

されます。とくに、採便は患者さん自身で行われていることが多いため、

わかりやすく、説得力のある説明が必要と思われます。

本手引書には、採便方法についてもわかりやすく記載されております

ので、是非活用していただきたいと思います。

（AiCCLS：愛知県臨床検査標準化協議会）

「免疫学的便ヘモグロビン検査の手引書」から抜粋

図２　採取方法の説明書の例：スティック法７）９）10）

便潜血検査のための便の採り方
　１．折りたたんだペーパーなどを便器に敷いてその上に排便します７）。

偽陰性になる可能性があるため、水の中に浸かった部分からは採らないようにしましょう８）。
●洋式トイレ　　　　●和式トイレ

　２．表面のいろいろな箇所からまんべんなく取りましょう。
便への血液の混ざり具合は不均一なため、採取する場所
によっては血液が混ざり合っていない場合があります。
できるだけ１箇所だけでなく、便の表面のいろいろな箇
所からまんべんなくこすりとることが大切です４）。

　３．採便は溝またはブラシ全体が埋まる程度。
正常な人でも消化器管内へごく少量の血液が出てくる場
合があります。便をとる量が多すぎると、正常な人でも
陽性となる率が高くなってしまいます。この検査では昔
の検便のように多くとる必要がありません。採便棒の先
の溝またはブラシが埋まるくらいの少量で充分です。

　４．容器への差込は１回だけ。
便をとったら採便棒を差し込みます。この時何度も入れる必要はありません。
１回だけ差し込めば検査に必要な量だけが入ります。

　５．保存場所は冷蔵保存が望ましい。
便中の血液はとても不安定です。便をとった後、温度の高いところに置いたり何日も放置すると
陽性のものが陰性になってしまうことがあります。採便後はできるだけすぐに提出してください。
すぐに提出できない場合は、冷蔵庫あるいは保冷剤を入れた箱または日の当たらない涼しいとこ
ろで保存し、できるだけ早く提出するようにしましょう。


