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日臨技報告

日臨技理事　　中井 規隆
　平成28年１月22日に日臨技会館にて「平成27年度全国幹事連絡会議」
が開催され、宮島会長より平成28年度事業計画・予算編成方針の試案
概要の基本的な考え方が説明され、それに基づき全国の幹事からの質
問および要望事項に対する質疑がなされました。その後、TKPガーデ
ンシティー品川において「平成28年一般社団法人日本臨床衛生検査技
師会賀詞交換会」が開催されました。本年は宮島会長が国政へ参画す
る意志を表明されたこともあり、各来賓の方々の挨拶にも今後の臨床
検査技師会のあり方には法改正を含め国の情勢をしっかりと見据える
必要があるという内容が多く見受けられました。今年は平成28年度診
療報酬改定がありその基本方針としては超高齢社会における医療政策
や地域包括ケアシステムの整備、医療政策においても経済・財政との
調和を図るとの改革方針などが盛り込まれており、臨床検査技師が現
在の形のままで業を進めることは難しく、新しい形が必要になること
を改めて認識する思いでした。
　翌１月23日は「平成27年度臨時総会」が開かれました。今回の臨時
総会は皆様ご存知の通り定款の変更に関する議案があり、定款第50条
の定めにより「総会において、総正会員数の半分以上であって、総正
会員数の議決権の３分の２以上の議決により変更することができる」
とされております。前回から導入しました電磁的方法による議決権の
行使ができるようになり、11月23日現在の総会員数57,203名（総会構
成会員数56,912名）に対し43,381名（書面および電磁的方法による表
決者42,174名、代理出席者1,110名、当日出席者97名：76.2％）の参加
により総会は成立しました。
　第１号議案の「定款変更について」は　①定時総会の開催時期　②
代表理事の複数化　③専務理事、常務理事の規程項の統合　④理事会
回数の増加について執行理事より説明があり、その後採決となりまし
た。結果は承認しない1,028名、承認する42,353名で承認をされました。
第２号議案の「役員の報酬等及び費用に関する規程の改正について」
も同様に説明がなされ採決を行い、承認しない1,861名、承認する
41,520名で承認されました。
　その後に開催された「第４回理事会」においては定款改正に伴う代
表理事として定款25条に従い、松本祐之副会長が代表理事として承認
されました。
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　全国幹事連絡会議は、年１回全国の幹事が日本臨
床検査技師会館に集まり、日臨技会長より次年度の
事業計画の骨子説明と各都道府県からの要望や質問
をうける会議です。
　今年度は平成28年１月22日に開催されました。次
年度の基本的な考え方は次の通りです。「予算編成
は収入の見込みを正確に把握し、限られた予算を効
果的に執行するため、既定事業の見直し、事業の効
率化等を図り経費削減に務め、優先度の高い事業を
支出予算として計上する。優先度の高い事業につい
ては、目標を明確化し、目標に達する為の手段とし
て、さまざまな物や人や情報に財源を使い行動を起
こすものであること。会議・研修会・講習会・イベ
ントなどの開催も手段であり目的ではないことを踏
まえて、実効性が高く、効果的な事業展開を目指す
ものとする。第４次マスタープラン答申を基本に、
その後の社会的な状況の変化に相応にした事業計画
を立案し、新規・継続などの必要性の視点より見直
し、昨年から変更した会計方式に落とし込む予算編
成を進めることとする。」そして会長から、上記考
え方をもとに具体的な事業の説明がありました。
　１月22日はその後、TKP品川ガーデンシティー
グリーンウィンドに場所を変え平成28年新春賀詞交

換会が行われました。今年は、みなさんもご存じの
通り日臨技宮島会長が、我々臨床検査技師の代表と
して参議院議員選挙の自民党比例代表公認候補予定
者となり、７月の選挙に向け準備を進めているとこ
ろです。来賓には、参議院議員の伊達忠一先生、長
野県宮島会長の地元から衆議院・参議院の先生方に
ご出席いただきご挨拶の後、関連団体の皆様からも
ご挨拶をいただき会が始まりました。多くの方々と
交流を深めることができ、年１回この場でお会いす
る各都道府県の出席者と情報交換を行うことがで
き、今後の技師会活動の糧となりました。新年の始
めとして心引き締まる会となりました。

全国幹事連絡会議・賀詞交換会に出席して

尾張北親睦会 開催…！
小牧市民病院　臨床検査科　　大野　則仁

　去る１月30日（土）、尾張北地区親睦会を開催しま
した。昨年好評であった“なばなの里ツアー ”なるも
のを今年度も企画してみました。
　ツアー内容は、マイクロバスでの送迎、なばなの
里入場、イタリアンレストランコース料理、ベゴニ
アガーデン入場、展望乗り物券付きで破格の値段 
（ホントにビックリしますよ、会費）!!で開催しま
した。
　参加者は９名と少々少な目でしたが、なばなの里

も昨年に比べるとかなり少なくしかも天候も温か
で、とても快適に食べて飲んで見てしゃべって…有
意義な時間を持つことが出来ました。
　仕事の話もさること
ながら、参加者個々の
人間性が垣間見え素晴
らしいツアーとなりま
した。来年はもしかす
ると“なばなの会”が出
来るかも…（笑）
公益社団法人 愛知県
臨床検査技師会 を支
える小さな小さな集ま
りでした…（笑）

コーヒーブレイク
Ｃ ｏｆｆｅｅ 　 ｂｒｅａｋ

愛知県臨床検査技師会　会長　椙山　広美
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　平成28年１月15日（金）名古屋国際センタービル
の東天紅で愛臨技ニューイヤーパーティが開催され
ました。会員59名及び賛助会員128名の総勢187名の
方々にご参加頂きました。昨年と同様にセンタービ
ル26Fから名古屋駅前の大規模ビル群が一望できる
眺めは素晴らしく、その中でも昨年10月に完成した
大名古屋ビルヂングやJPタワー名古屋がひと際目
だっていました。また、昨年よりグレードアップし
た美味しい中華料理に舌鼓を打ちながら、自然と会
話も弾んだようでした。さて、本年は日臨技の宮島
会長が国政に打って出ることになり、各県の挨拶周
りに技師会発祥の地でもある愛知県を最初に訪問さ
れました。その合間にパーティにも参加する予定で

したが、日臨技の会務で急遽欠席となりましたが、
我々の職種の地位向上のために今後も引続き、頑張
るという熱いメーッセージを託して離名しました。
現在、愛臨技の会員は3000名を超え、女性会員比率
も6割を超えている状況ですが、会場風景からもわ
かるように女性会員の参加が少ないのが何とも寂し
い限りと思っているのは小生だけでしょうか。愛臨
技は、今後も組織の連携を強め、横の繋がりを密に
して日臨技でも屈指のまとまりのある技師会になら
なくてはなりません。その一環として、このような
パーティへの参加も意義があると思っております。
是非、会員諸氏のご参加をお願い申し上げます。

　平成28年１月15日（金）に開催されたNew Year 
パーティに初めて参加させていただきました。今回
7月の次期参議院選挙に自民党候補として出馬され
る日臨技の宮島よしふみ会長がこの愛臨技New 
Year パーティに参加される予定だということで参
加させていただきました。ところが残念なことに急
遽スケジュールの都合でこのパーティが始まる少し
前に日臨技の会務のため東京に新幹線で移動されて
しまいました。宮島会長の代わりに大同病院の森田
先生があいさつを代読されていました。私は、宮島
会長の出馬への思いや意気込みなどをご本人の声で
直接聞くことができると思い参加したため非常に残
念でした。今後も、さらなる臨床検査の質の向上や、
業務独占などの法改正の実現を図るためにも国政に
出て活動していただきたいと思います。
　New Year パーティは、愛臨技事務所の近くの名

古屋国際センタービル26Fの東天紅で、会員及び賛
助会員を合わせて約200名くらいの方が参加され盛
大に開催されました。宴会場からは、名古屋駅JR
セントラルタワーズ、ミッドランドスクエア、名古
屋ルーセントタワーなど、名古屋の名所を一望でき
る綺麗な夜景を見ることができました。また、参加
された多くの病院、その他医療機関、試薬・機器メ
ーカーなどの方々と東天紅の美味しい料理とお酒を
飲みながら情報交換の場として楽しい時間を過ごさ
せていただきました。今回、私は初めて参加させて
いただきましたが、会員及び賛助会員の方々ももっ
と気軽に参加していただき情報交換に役立てていた
だきたいと感じました。
　みなさん、来年はNew Year パーティに参加しま
しょう。

New Year パーティー開催報告
組織部長　岩尾　文彦

「New Year パーティ」に参加して
中部ろうさい病院　中央検査部　中村　清範
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　平成28年１月16日に開催された尾張東地区・輸血
検査研究班合同研修会に参加しました。テーマは「日
当直者のための輸血業務対応」でした。私は普段輸
血業務には従事しておらず、日当直時に携わる程度
で経験も少ないため、判断に困る結果が出た時に対
処できるか不安でした。少しでも自信を持って対応
できるようになりたいと思い参加しました。
　内容は、日当直者が遭遇するかもしれないまれな
血液型の検査方法や交差適合試験の異常反応などの
対応の仕方や血液製剤の発注方法についてでした。
また、血液センターでの仕事の流れがわかりやすく
説明されそれに対応して、日当直時での発注時の注
意点などが示されました。自分だけで対応できない
と判断し輸血担当者に連絡をとるときに、輸血担当
者に伝えるべき情報や担当が到着するまでにできる
ことなど、さらに臨床側に伝えておくべき項目など
を教えていただきました。また慣れないことだから
こそ異常反応が起こった際はまずは手順の見直しを

行い、試薬や血清の入れ忘れなど初歩的なミスをし
ていないかを確認し再検査してみることが重要だと
再認識させられました。
　予想されたよりもはるかに多くの参加者があり、
輸血担当者以外で輸血業務にかかわる人の多くが不
安を抱えていたり困ったことに遭遇したりしている
ことが伺えて、基本的なことから学ぶことができた
この機会はとても有意義だったと思います。今回学
んだことを今後の日当直時に活かし、迅速で正確な
検査を実施していきたいと思います。

　平成28年２月６日（土）に行われた尾張南地区・
生物化学分析検査研究班合同研修会に参加しまし
た。今回は藤田保健衛生大学病院泌尿器科の引地 
克先生が診察でご多忙中にもかかわらず、わかりや
すく講演していただきました。今回は「PSAと前立
腺癌」というテーマで、PSAの検査意義、前立腺癌
においての治療法・疫学など多岐にわたり大変興味
深い内容でした。
　PSAの測定値でいわゆるグレーゾーン（4.0 ～
10.0ng/ml）は少しでもより臨床的な値にするため
に、年齢による影響を出来るだけ少なくする年齢階
層別基準値の導入や、PSAD（PSA値を前立腺の体
積で割った値）の重要性も示唆されました。
　また、藤田保健衛生大学病院では、前立腺癌の手
術は全てダヴィンチを用いたロボット手術を行い、

従来の手術に比べ、手術中の出血量を格段に減らす
ことが出来るメリットがあると話されていました。
しかし、現状では手術による利益よりもダヴィンチ
の維持費が…、と現場の本音をもらされていました。
　今回の研修会で学んだことをふまえ、様々な視点
からデータを判断することで、日常業務に活かして
いきたいです。

尾張東地区・輸血検査研究班合同研修会に参加して
愛知県がんセンター中央病院　臨床検査部　本山めぐみ

尾張南地区・生物化学分析検査研究班合同研修会に参加して
名古屋記念病院　臨床検査部　佐藤　彰倫
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～組織部からのお知らせ～組織部からのお知らせ

Shore cleaning volunteer
海岸清掃ボランティア募集について

　毎年、恒例となっている海岸清掃ボランティア活動を昨年に引続い
て、国の天然記念物に指定されている竹島の海岸で実施致します。昨
年も会員、賛助会員及びそのご家族を含めて多くの方々に参加して頂
きました。このボランティア活動は、愛臨技が掲げる公益活動の一環
と我々の職種の社会的認知度を高めるためのアピール活動も兼ねてお
ります。是非、多くの方々にご協力を仰ぎ、海岸と自分の心を「クリ
ーン」にする活動にご参加をお願い申し上げます。
　なお、海岸清掃終了後は潮干狩りや近隣の観光も楽しめますので、
ご家族や友人をお誘いのうえ、東三河の地を訪れてみてはいかがでし
ょうか。

記
日 時：平成28年４月24日（日曜日）
 午前10時現地集合　　小雨決行
 ＊開催・中止の情報は下記愛臨技ホームページにてご確認願います。
 当日　午前６時ごろには掲載いたします。
 http://www.aichi-amt.or.jp/
場 所：蒲郡竹島海岸
参加資格：愛臨技会員・賛助会員及びその家族、主旨にご賛同頂ける方
内 容：海水浴場周辺の清掃活動（終了後、潮干狩りができます）
潮干狩り参加費：  1,500円（小学生未満　無料）  

＊入漁バケツ４kgまで、それ以上は追加料金とし１kg増すごとに500円徴収
生涯教育履修点数：基礎教科　20点
※申込方法
ホームページから参加申込みをして頂き、受付確認を返信致します。
H28年４月15日（金）までにお願いいたします。
※注意事項
①　駐車場に限りがあります。お車でお越しの方は乗り合わせの上、ご協力をお願い致します。  
満車の場合はお近くの有料駐車場をご利用ください。

 無料駐車場40台、有料駐車場400 ～ 500円
②　「軍手」および「くまで」などは各自ご持参ください。
③　正会員の方は「会員証」をご持参ください。
※問合せ先
岩尾　文彦　名古屋医療センター統括診療部臨床検査科
052-951-1111（PHS 6669）
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　私が勤めている一般社団法人 岡崎市医師会は、
平成28年７月に創立100周年を迎えます。本会には、
公衆衛生センターとはるさき健診センターがあり、
人間ドック、健康診断をはじめ、事業所健診（巡回）、
依頼診療（地域の医療機関からの紹介で検査を行
う）、臨床検査、夜間急病診療等の事業を行ってい
ます。
　今回は、平成24年４月に新築移転した「はるさき
健診センター」を紹介します。
　この施設は、画像検査やレディース検査を充実さ
せ、より多くの方に人間ドック、健康診断を受けて
いただくことを目指してJR岡崎駅に近い針崎町に
建てられました。名鉄東岡崎駅に近い公衆衛生セン
ターからは車で10分程のところです。当センターで
は全国でも珍しい「男女別フロア」での健診を実現
しプライバシーへの配慮にも努めています。また、
医師会員や各種協力医療機関などと連携し、受診後
のフォローアップにも力を入れています。受診者様
のニーズにあわせた各種コースの選択、オプション
検査の追加ができ、健診当日に医師による結果説明
や保健師による保健指導を受けることができます。
現在では、１日当たり約350人、年間で約10万人を
超える方にはるさき健診センターをご利用いただい
ています。
　入社１年目の私は、心電図検査、肺機能検査、検
体検査等を担当し、医師、保健師、看護師、診療放
射線技師、管理栄養士などの多くのスタッフと協力、
連携して業務を行っています。日々の業務の中で手
探りなことも多く、周りのスタッフの皆さんに助け
ていただくこともありますが、やりがいのある仕事

であると実感しています。国民の健康意識が高まる
中で、健診を通して地域住民の健康管理（生活習慣
の改善や病気の早期発見・早期治療など）に少しで
もお役立ちできるよう、また、１人でも多くの受診
者様に「次回もぜひ利用したい」と思っていただけ
るように今後も業務に取り組みたいです。
　スタッフ全員が受診者様一人ひとりに対して丁寧
に対応するよう心掛け、精度の高い検査の実施、よ
り良いサービスの提供と安心して利用できる環境づ
くりを目指し、地域社会への貢献につながるよう努
めていきたいと思います。

地区だより

岡崎市医師会はるさき健診センター  
 岡崎市医師会公衆衛生センター　　 鈴木　春菜

2016年2月10日現在　正会員数　3,053名

※求人情報、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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専門教科：20点
日 時：平成28年４月２日（土）15：30 ～ 18：00
場 所：名城病院　地下大会議室
テーマ１：学会レビュー
 『第27回臨床微生物学会の発表を詳しく

聞いてみたい！』
講 演：「 糞 便 検 体 よ りIMP-1型Metallo-β

-lactamaseを産生するSalmonella属が検
出された症例」

 藤田保健衛生大学病院 細田　卓也
 「当院におけるカルバペネム耐性腸内細

菌科細菌検出時の積極的保菌調査の取り
組み」

 名古屋大学医学部附属病院 嶋岡　菜美
 「当院で臨床分離された広域β-ラクタム

薬耐性腸内細菌科細菌と各種検出方法の
検討」

 厚生連海南病院 魚住　佑樹
 「当院における術前MRSA検査の10年間

の 検出状況と薬剤感受性推移」
 名城病院 清水　聖一
テーマ２：学会ワークショップ
 『迷えるあなたの道標~欠如しがちな

「躾」「教育」「評価」を考える～』

 豊橋市民病院 山口　育男
司 会：名古屋第二赤十字病院 原　　祐樹
 刈谷豊田総合病院 蔵前　　仁

専門教科：20点
日 時：平成28年４月２日（土）15：00 ～ 17：00
場 所：株式会社カーク本社ビル5F大会議室
 名古屋市中区丸の内3-8-5　
テ ー マ：婦人科系ホルモンと生殖医療
講 師：１．婦人科系ホルモンの動態
 　　（一社）半田市医師会健康管理センター

青木　岳史
 ２．HCGの測定意義
 　　藤田保健衛生大学病院 西垣　　亮
 ３．生殖医療の現状
 　　小牧市民病院 藤田　京子
司 会：社会医療法人 大雄会 総合大雄会病院

森部　龍一
 豊橋市民病院 鈴木　範子
内 容：婦人科系ホルモンの分泌動態の基礎、ホ

ルモン、腫瘍マーカーとしてのHCGの測
定意義について解説いたします。また、生
殖医療の現状について紹介いたします。
多くの方の参加をお待ちしております。

研 究 会 微生物検査研究班

研 究 会 生物化学分析・生殖医学検査研究班

日 時：平成28年３月24日（木）18：30 ～ 20：00
場 所：安城更生病院　２階　講堂
テ ー マ：一般講演『 当院におけるPeg-Gの治療効

果（仮）』
 特別講演『 悪性リンパ腫における化学療

法（仮）』
講 師：一般講演　安城更生病院

血液・腫瘍内科　稲垣裕一郎　先生
 特別講演　藤田保健衛生大学　医学部　

血液内科・化学療法内科
准教授　冨田　章裕　先生

司 会：安城更生病院　血液・腫瘍内科代表部長
 血液化学療法・細胞療法センター長血液

輸血センター長 澤　　正史　先生
参 加 費：無料
内 容：当院は地域がん診療連携拠点病院とし

て、手術療法、放射線治療、そして化学
療法について積極的に取り組んできまし
た。特に化学療法に関しては通院治療セ
ンターの整備等を積極的に行っていま
す。また、血液内科や化学療法の分野に
おいては、三河地区の血液移植の拠点病
院として重要な役割を担っております。

 そこで今回は、藤田保健衛生大学医学部
で准教授をされている冨田章裕先生に
「悪性リンパ腫における化学療法（仮）」
と題し講演をいただき、西三河地区のが
ん診療に従事する医療者と共に血液内科
における化学療法についての知識を学び
たいと思います。

愛知県臨床検査技師会
生涯教育認定登録団体研究会のご案内

第16回 西三河がんフォーラム
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AiCCLS
愛知県臨床検査標準化協議会

通信
（第40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、新しく発刊された刊行物、「輸血検査における標準手順書　
第２版」についてご紹介いたします。

　医療機関にとって、医療事故を防止する安全対策は、ますます重要
となっています。輸血療法は、輸血過誤を未然に防ぐために輸血検査
の安全性と質の向上が必要です。そのため、第１版から質の向上を目
的として、第２版のガイドラインを作成しました、是非ご活用ください。
今回は“不規則抗体検査　不規則抗体スクリーニング”を抜粋しました。

　詳しい内容、購入方法については、公益社団法人　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）

Ⅲ　不規則抗体検査
１．不規則抗体スクリーニング


