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公益事業活動この一年

組織部長　大橋 功男

　４月に組織部を任され10カ月が過ぎ巻頭言のお鉢が回ってきま
した。トピックを探しながら今年のらぼニュースを見ると、４月
号に松本会長の公益社団法人移行の挨拶が掲載されていました。
そもそも公益社団法人とは？公益を目的とした事業は、法律に定
められていて、「公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関す
る法律」第２条の中で、「公益目的事業」として認められるのは「学
術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ
多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」とされており、
23事業があります。その中の１．学術及び科学技術の振興を目的
とする事業２．公衆衛生の向上を目的とする事業が当会の公益事
業なのです。公益社団法人としての愛臨技の定款（愛臨技のHP
に掲載一部抜粋）に①精度の高い臨床検査を提供するための専門
的知識・技能普及や人材の育成、②医療関連施設への臨床検査精
度向上の推進および支援、③県民の健康増進と衛生思想の普及啓
発と書かれています。組織部は、公益事業を積極的に推進してい
きます。
　年度前半は、愛臨技主催で知多奥田海岸の清掃、共催のボラン
ティア活動としては愛知県主催の世界禁煙デー街頭キャンペーン
及び春日井市主催の春日井市制70周年記念健康救急フェスティバ
ル2013に参加しました。後半は、乳がんの早期発見・早期診断・
早期治療の大切さを伝えるピンクリボンフェスティバル2013及び
スギ薬局グループ第３回健康・キレイ応援フェスタで、乳・子宮
がんの病理組織の顕鏡等を行いました。また日臨技事業で国民の
健康づくりや生活習慣病の早期発見のために、定期的な健康診断
の重要性、臨床検査の正しい知識と普及・啓発を行い国民の健康
づくりの意識の高揚を図ることを目的とした全国検査と健康展で
は、日臨技発行の「検査のはなし」、「尿検査でなにがわかるの」
等のパンフレット及びリーフレットを配布しました。12月１日の
世界エイズデーでは、青少年に対してHIV.STIの予防啓発パンフ
レットの配布、エイズ撲滅集会及びパレードに参加しました。ま
た、名古屋市主催の毎月第２と第４日曜日に実施されるHIV検査
ボランティアに参加しております。
　今後も公益事業は継続、発展していかなければなりません。皆
様のご意見を拝聴しながら公益事業を遂行してまいりますので、
より一層のご協力をお願いします。

◆学術部研究班　班員募集のお知らせ････（2）
◆愛臨技渉外部門 
　組織部部員・ホームページ運営委員会 
　委員募集のお知らせ･･････････････････（2）
◆地区だより･･････････････････････････（3）
◆第49回愛知県糖尿病療養指導研究会 
　学術講演会･･････････････････････････（4）
◆コーヒーブレイク････････････････････（4）
◆講演会・研究会･･････････････････････（5）
◆AiCCLS　愛知県臨床検査標準化協議会 
　通信（第25回） ･････････････････････（6）
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公益社団法人愛知県臨床検査技師会
会　長　松本　祐之

　愛臨技では平成26・27年度の渉外部門の組織部部員・
ホームページ運営委員会委員を公募いたします。平
成25年度より愛臨技は公益社団法人となり、公益性の
ある技師会活動はますます重要になりました。組織
部部員として組織強化や公益事業の企画、実施を活
発に行っていただける方、ホームページ運営委員会
委員としてホームページの管理・運営を行なってい
ただける方を求めています。奮ってご応募ください。
募集人員：部員・委員、若干名
申込方法：下記について記載し、メールにてご連絡

ください。
 メールアドレス　aamt@aichi-amt.or.jp 
申込締切：平成26年３月15日（必着）

記
 １．  応募する部員または委員名（組織部員、

ホームページ運営委員）
 ２．氏　名（性別・年齢）
 ３．会員番号
 ４．施設名
 ５．施設住所（郵便番号付き） 
 ６．施設電話番号
 ７．メールアドレス
問 合 せ：組織部員については
 組織部長　大橋　功男
 公益財団法人　春日井市健康管理事業団 

春日井市健康管理センター
 TEL：0568-84-3060
 E-mail: runners-high@qa2.so-net.ne.jp
 ホームページ運営委員については
 広報部長　山田　　真
 社会保険中京病院　検査部
 TEL：052-691-7151（内線5211）
 E-mail: makoto_yamada@chukyo-hosp.jp

愛臨技渉外部門
組織部部員・ホームページ運営委員会

委員募集のお知らせ

公益社団法人愛知県臨床検査技師会
会　長　松本　祐之

　愛臨技では平成26・27年度の学術部研究班班員を
公募いたします。学術部門は会員のスキルアップを
諮り、愛知県県民の健康向上に寄与することを目標
とした事業を展開しています。目的に賛同して頂き、
研究班班員となり、学術部企画、研究班企画に積極
的に参加して頂ける方々を求めています。研修会等
を企画運営する立場でありますが、自身のスキルア
ップにも繋がりますので奮ってご応募ください。
　募集に際して特別な要件は定めていませんが、班
員数には限度がありますので応募者多数の場合は学
術部にて調整させていただきます。
　なお、班員就任後は就任した研究班企画への参加
は必須であり、また愛臨技行事への積極的参加もお
願いすることになります。

記
募集人員：各研究班、若干名
申込方法：記載事項をaamt@aichi-amt.or.jpまで送

信して下さい。
申込締切：平成26年３月15日（必着）

結果通知：３月末までに本人宛に通知します。
研 究 班：生物化学分析検査研究班 

輸血検査研究班
 病理細胞検査研究班
 生理検査研究班
 血液検査研究班
 遺伝子・染色体検査研究班
 一般検査研究班
 生殖医学検査研究班
 微生物検査研究班
記載事項：１．応募する研究班名
 ２．氏名（性別・年齢）
 ３．会員番号
 ４．臨床検査技師経験年数
 ５．応募分野業務の経験年数
 ６．施設名
 ７．施設住所（郵便番号・電話番号）
 ８．連絡用メールアドレス
 ９．応募動機
問いあわせ：学術部　部長　岡田　　元
 　genokada@kosei.anjo.aichi.jp
 　安城更生病院　臨床検査技術科
 　0566-75-2111 内線6155

学術部研究班　班員募集のお知らせ
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　愛知医科大学は名古屋市東部に隣接した長久手市
にあります。長久手は古くは豊臣秀吉軍と徳川家康
軍による「小牧・長湫の戦い」が行われた歴史的な
土地であり、最近では2005年に国際博覧会である
「愛・地球博」が開催された場所としてもみなさん
の記憶に新しいのではないかと思います。本学はこ
の長久手の丘陵地に1972年に建学され、附属病院は
1974年から40年間に亘り大学病院としての機能を果
たしてきました。
　建学40年を迎えるにあたり、2007年から創立40周
年記念行事としてキャンパス再整備プロジェクトが
始まりました。このプロジェクトにより大学内の

色々な環境整備が図られてきましたが、その最終イ
ベントが新病院建設になります。
　新病院建設は“さらに先へ、もっと前に”という意
味を込めた「Plus Ultra　創造する未来へ」および
「元気ホスピタル　～あなたを元気にする・私も元
気になる～」の二つのスローガンを掲げ、患者さん
を元気にするだけではなく、働きやすい病院にして
職員等にも優しい、安全・安心で高機能な病院を目
指しました。
　愛知医科大学病院は、地上14階・地下１階、総病
床数900床（新病院は800床）の新しい大学病院に、
本年５月９日に生まれ変わります。

　当院は瀬戸・尾張旭・長久手で組織する一部事務
組合の病院であり、尾張東部医療圏の中核病院とし
て、救急医療・がん医療・周産期医療などに力を注
ぎ地域住民に充実した医療を提供してきました。し
かし老朽化に伴い平成26年１月より急性期病棟(西
棟)を開業しました。地下１階は感染症病棟、１階
は救命救急センター、２階はICU・ERICU・CCU・
SCU・血管撮影室、３階は中央手術部、４階は中央
材料室・病理部、５階から８階までは病棟となって
います。当院は災害拠点病院のため西棟は、免震構
造の建物であり、災害時の受け入れ態勢を整えるた
め屋上にはヘリポートを設置しております。
　また平成29年には東棟を新設する予定になってい
ます。東棟には慢性期病棟、外来部門や検査部も移

る予定になっています。今後検査部移転にともない、
生理検査室や採血室の充実及び業務の効率化なども
考え、検討するうえで他院の検査部の見学等お願い
する事もあるかと思いますがその節はよろしくお願
いいたします。

愛知医科大学新病院のご紹介 愛知医科大学病院　　岸　　孝彦

公立陶生病院のご紹介 公立陶生病院　　瀧本　　淳

完成間近の新病院 機器搬入・整備中の検体検査室

地区だより

地区だより
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よりよい療養支援を目指して
日 時：平成26年３月２日（日）13：00 ～ 16：25
場 所：名古屋大学医学部附属病院　３階講堂
一般講演　13：05 ～ 14：35
司 会：東海記念病院 百瀬　祐司
 「糖尿病患者さんのやる気をださせる
 コミュニケーションスキル」
 春日井整形外科　理学療法士

加藤　貴志
特別講演　14：50 ～ 16：20
 「かなづちを捨てて話をきこう  

糖尿病劇場にみるコミュニケーションの
重要性」

 名古屋大学大学院医学系研究科　講師
岡崎研太郎

★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49回
愛知県糖尿病療養指導研究会

学術講演会
コーヒーブレイク
Ｃ ｏｆｆｅｅ 　 ｂｒｅａｋ

尾張北懇親会 開催…！
小牧市民病院　臨床検査科　　大野　則仁

　去る12月20日、尾張北地区懇親会を、忘年会も
兼ねてまた異動により愛知を離れるメンバー（栄
転）がいるため送別会も兼ねて開催しました。
　師走も押し迫り忘年会時期と重なり、参加者は
４施設６名にとどまりましたが、少人数ならでは
の秘蔵トークも炸裂…大いに盛り上がりました。
仕事の話はなんのその…参加者個々の人間性が垣
間見え素晴らしい飲み（トーク？）会でした。
　公益社団法人 愛知県臨床検査技師会を支える
小さな会でした…（笑）

　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
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病理細胞検査研究班

専門教科：20点
日 時：平成26年３月８日（土）15：00 ～ 17：40
場 所：名古屋第一赤十字病院 バースセンター

4Ｆ
 名古屋市中村区道下町3丁目35番地
テ ー マ：１．プロセッシングについて 
 ２．病理検査技師から見た東日本大震災
講 演：１．「プロセッシングの原理とポイント」
 　　サクラファインテックジャパン株式会社

渡辺　明朗
 ２．「 病理検査技師から見た東日本大震災

－宮城県北部地震・岩手宮城内陸地
震・東日本大震災の経験より－」

 　　石巻赤十字病院 菅原　　勲 
※尚、講演２は当日に当院バースセンターで開催さ
れる愛知県臨床検査精度管理報告会の特別講演２
となります。
司 会：JA愛知厚生連　豊田厚生病院

田中　浩一

一般検査研究班

専門教科：20点
日 時：平成26年３月15日（土）15：30 ～ 17：30
場 所：名古屋大学医学部基礎棟3F　第一講義室
 （JR中央線鶴舞駅下車 名大病院口より　

徒歩３分）
テ ー マ：① 認定一般検査技師の受験方法とカリキ

ュラムについて
 ②「 尿検査のコツ！臨床に役立つための

尿沈渣の見方」
講 師：①西知多医療厚生組合 東海市民病院

加藤　節子
 ②JA広島総合病院 山下　美香
司 会：厚生連江南厚生病院 伊藤　康生

内 容：② 尿検査は非侵襲的検査であることから、
スクリーニング検査として広く実施さ
れています。尿検査は提出された時か
らすでに検査が始まっており、外観の
観察から尿定性検査そして尿沈渣を通
して、臨床に役立つための結果を出せ
るような見方、考え方についてお話し
して頂きます。多数の方の参加をお待
ちしています。

微生物検査研究班

専門教科：20点
日 時：平成26年３月15日（土）15：30 ～ 18：00 
場 所：名城病院　地下大会議室
テーマ①：「一応確認しますけど，国試過去問解け

ますよね？」
テーマ②：「平成25年度愛臨技微生物精度管理報告」
講 師：「国試過去問の詳細な解説ができれば，

業務に役立つんです」
 江南厚生病院 舟橋　恵二
 「精度管理報告」
 名城病院 池崎　幸司
司 会：名古屋大学病院 望月まりこ

2014年1月10日現在　正会員数　2,795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。

　生涯教育点数が関係する行事に参加される方は、必ず会員証をお持ち下さい。
　会員証をお忘れになった方は、自己申請して頂くことになります。
　申請用紙は愛臨技HPの各種手続きにあります

お知らせ
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AiCCLS
愛知県臨床検査標準化協議会

通信
（第25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。

　今回は、前回に引き続き新しく発刊された刊行物、リーフレット「尿

定性検査　～尿試験紙検査法の手引き～」についてご紹介いたします。

尿定性検査は簡単な検査ですが、さまざまな情報が得られるため最も

多くの医療施設で行われている検査です。採尿、保管、検査法、検査

の注意点など、とても見やすくまとめられていますので、是非ご活用

ください。今回は尿試験紙検査法による偽陽性・偽陰性で反応を阻害

するもので各項目における発生原因を抜粋しました。

　詳しい内容、購入方法については、愛知県臨床検査技師会HPの臨床

検査標準化情報でご覧ください。

（AiCCLS：愛知県臨床検査標準化協議会）

Ⅳ．尿試験紙検査法による偽陽性・偽陰性
　尿試験紙検査法では、薬剤の影響や尿自体の着色などによって異常な発
色を示す場合があり、偽陽性・偽陰性の原因となります。


