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愛臨技総務部門の近況報告と平成29年度の取り組み

総務部門担当副会長　　藤田 　孝
　総務部門は庶務部と会計部から構成されております。総務部門

（庶務部および会計部）の定例業務として、会員および会員施設
の掌握、文書管理、総会開催に関する準備、理事会等会議の準備
と議事録管理、表彰関係業務、各部や地区の会計処理、予算書類
や決算書類の作成・管理など、当会が公益法人として活動するう
えでの基礎となる業務を行っております。
　平成29年度、当会は法人設立30周年を迎えることができました。
これもひとえに会員のみなさま、多くの足跡を残してくださった
先輩方、関係各位のお陰と感謝いたしております。昨年10月には
会員のみなさまの足跡を祝し、また今後の更なる発展を祈念して、
法人設立30周年記念式典および記念講演会を開催し、多くの方に
ご参加いただきました。本年７月には記念パーティーも開催させ
ていただきます。
　さて、当会活動の根幹である会員数は、昨年から飛躍的に増加
しております。一昨年までの十数年間、当会の会員数は年間30名
から90名程度の増加を続けて参りました。平成27年度以降は200
名を超える増加となり、今年度既に3,200名を超える数の方に在
籍していただいております。これは、検体採取の講習会による影
響もありますが、他県会員の当会学術活動や渉外活動への参加希
望が多く、近隣各県の会員にとっては当会の活動が他県会員にと
って活発かつ魅力的であることが、この会員数増加を裏付けてい
ると言えます。総務部門におきましては、学術部門、渉外部門の
更なる活発な活動を経理面などの側面から支えるとともに、公益
法人としての公益性、社会性とのバランスを取り、かつ財政面を
はじめとする各種基盤整備を進めながら事業活動を遂行して行き
たいと考えております。
　最後になりますが、今年度は日臨技中部圏支部医学検査学会を
愛知県担当で開催することをはじめ、学術部、組織部ともに活発
な活動計画が相次いでおり、ますます盛んな活動を展開できると
考えております。多くの事業にご参加いただけますと幸いです。
今後とも会員の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

◆新人サポート研修会に参加して････････（2）
◆平成29年度･
　『禁煙週間』及び『歯と口の健康週間』に･
　おける街頭キャンペーン活動報告･･････（3）
◆平成29年度･
　「精度保証施設認証制度およびJCCLS共用･
　基準範囲採用についての説明会」の開催･･･（4）
◆地区だより･･････････････････････････（5）
◆第19回西三河がんフォーラム･････････（6）
◆日臨技中部圏支部輸血検査研修会･･････（6）
◆講演会・研究会･･････････････････････（6）
◆全国「検査と健康展」･
　書道作品募集のお知らせ･･････････････（7）
◆第56回日臨技中部圏支部･
　医学検査学会関連事業･
　学会前日イブニングセミナー･
　明日から役立つ！実践力アップ研修会･･（8）
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トヨタ記念病院　伊藤　謙吾
　平成29年５月28日に行われた新人サポート研修会
に参加しました。研修会は１日という短い時間でし
たが、生化学や血液といった今後の日当直で必ず携
わるテーマから、遺伝子や不妊治療など日常の業務
では中々触れられないテーマまで幅広い講義を受け
ることができました。内容も盛りだくさんで、基本
的な知識はもちろん実際に検査データを読む際にポ
イントとなるテクニックを身につけられたと思いま
す。また、講義は聞くだけではなく多くの４択問題
が出題され、講義内容の再確認や検査値が何を意味
しているかを考えることができました。私は病理検
査室に配属されていますが、病理以外の分野におけ
る考え方やデータの捉え方を学習する良い機会とな
りました。
　このような研修会や勉強会に参加することで知識
やテクニックを身に付けられるのはもちろんのこ
と、自分の職場以外の方々との繋がりを作ることが
できると思います。まだ１年目だからこそ積極的に
様々な場に身を投じることによって多くの刺激を受
け、臨床検査技師として成長していきたいと思いま
した。
　最後に新人サポート研修会を開催してくださった
すべての方々にこの場をお借りして心から御礼申し
上げます。

JA愛知厚生連　江南厚生病院　山本　麻由
　平成29年５月28日（日）に行われた新人サポート
研修会に参加させていただきました。幅広い分野が、
4択問題を交えた参加型の講義となっており、とて
も理解しやすいと感じました。
　就職して２ヶ月が経ち、できるようになった検査
のひとつにPOCT検査があります。簡単に行える
POCT検査ですが、その検査の重要性や意味につい
ては知りませんでした。今回のPOCT検査の講義で、
①肺炎球菌とレジオネラは抗菌薬が違うため②レジ
オネラは致死率が高いため、という理由で一早い結
果が求められているのだと分かり、POCT検査の重
要性と意義を学びました。
　POCT検査に限らず、これから先検査を作業とす
るのではなく、意味を理解した上で検査していくこ
とは大変重要であり、これからある日当直業務でも
大変役に立つと思いました。
　これからも研修会に積極的に参加してキッカケを
作り、スキルを磨いていきたいと思いました。最後
になりましたが、この研修会を開催するにあたり関
わった全ての方々に感謝いたします。

  新人サポート研修会に参加して   新人サポート研修会に参加して 
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　平成29年５月31日、世界禁煙デーに合わせた『禁煙週間』及び『歯と口の健康週間』における街頭キャン
ペーンが例年通り行われました。公益社団法人としての愛臨技の公益活動をアピールする重要なイベントの
一つです。平日の正午頃にもかかわらず愛臨技から６名の方が参加して頂きました。参加された方および参
加を承諾して頂いた施設に厚く御礼申し上げます。

平成29年度『禁煙週間』及び『歯と口の健康週間』における街頭キャンペーン活動に参加して
JCHO　中京病院　天野　雄介

　平成29年５月31日（水）名古屋駅前ナナちゃん人形周辺で『禁煙週間』及び『歯と口の健康週間』におけ
る街頭キャンペーンにボランティアとして参加してきました。愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課主催
の元、我々臨床検査技師６名をはじめ多くの協力団体が集まりました。また、愛知県健康づくり応援サポー
ターとして名古屋グランパスのグランパスくんも駆けつけてくれました。開会の挨拶をお終え、いざスター
ト。緊張もあまりなく元気よく『世界禁煙デーです』と声を出すことができ、通行人の方も『今日はタバコ
吸うのをやめよう』と声をかけてくれました。配布物は開始わずか30分足らずでほとんどなくなり、終えて
みればボランティア活動ってこんなにも楽しいことだったんだと思えるくらい充実した時間になり、社会に
貢献できた達成感や他の職場の先輩方とも交流するこができとても良い経験となりました。皆さんもボラン
ティア活動に参加せずとも、毎年５月31日は『世界禁煙デー・禁煙週間』と覚えてください！

平成29年度『禁煙週間』及び『歯と口の健康週間』に
おける街頭キャンペーン活動報告

組織部　牛田　展浩
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平成29年度「精度保証施設認証制度および 
JCCLS共用基準範囲採用についての説明会」の開催

副会長　所　　嘉朗

　日頃は、愛知県臨床検査技師会の事業にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
　さて、医療の進展において、地域連携システムの構築と、個人を生涯にわたって健康管理が
できる医療システムの構築が急がれており、また、臨床研究も他施設共同による体制が普及し
ています。これらのシステムを有効なものとするためには正確な臨床検査情報が必須であり、
かつその基準範囲の統一、基準範囲の共用化が強く望まれています。
　この一助となる制度に、一般社団法人日本臨床衛生技師会の精度保証施設認証制度と、日本
医師会を始めJCCLS会員（日臨技を含む）の29学会・団体の同意あるいは賛同が得られた
JCCLS共用基準範囲があります。当会におきましても、県内の会員施設への精度保証施設認証
の取得をお願いしてまいりました。現在32施設が取得しております。また、JCCLS共用基準範
囲につきましては、愛知県臨床検査標準化協議会にてJCCLS共用基準範囲について協議し、今
年度中には県内の医療機関へJCCLS共用基準範囲への移行についてご案内をする予定です。
　つきましては、多くの施設に精度保証施設認証を取得していただくため、また、JCCLS共用
基準範囲についてご理解いただくための説明会を下記のとおり開催することとなりました。是
非、ご参加いただきますようお願いい申し上げます。

記

日 時：平成29年８月26日（土）
 午後３時から５時まで
会 場：アーバンネット名古屋ビル20F
 リップルスクエア
 地下鉄　名城線/桜通線　久屋大通駅　南改札口より  

ブロッサ・アーバンネット名古屋ビル方面
テ ー マ：精度保証施設認証制度およびJCCLS共用基準範囲採用について
講 師：日臨技より派遣
基礎教科：20点

以上

 問い合わせ先：
 愛知県がんセンター中央病院　臨床検査部
 所　　嘉朗
 電話：052-762-6111（PHS　6120）
 Fax：052-757-4810
 E-Mail：aipatho@hotmail.com
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　半田市は愛知県の南西部、知多半島の中央部東側
に位置しています。知多半島道路から中部国際空港
への分岐点である半田中央JCTが設置され、知多半
島地域での交通の要となっています。
　半田市の象徴は蔵・山車・南吉・赤レンガです。
５年に一度のはんだ山車まつりは、各地域の山車31
台が勢揃いし50万人もの観客が訪れます。そして平
成29年には第８回目の山車まつりが開催される予定
です。童話「ごんぎつね」の作者として知られる新
美南吉は半田に生まれ育ち、知多半島の風土を背景
に様々なストーリーを描いています。「ごんぎつね」
に登場する矢勝川沿いの堤には、毎年200万本の彼
岸花が咲き誇り、見頃の９月から10月の時期には「ご
んの秋祭り」などのイベントが行われます。赤レン
ガは、明治31年にカブトビールの製造工場として誕
生しました。明治時代に建てられたレンガ建造物と
しては全国有数の規模を誇り、ビール工場の遺構と
して貴重な建造物です。平成26年に改修工事を行い、
観光施設としてリニューアルオープンしました。半
田市は古くからの酒蔵や赤レンガの街並み、半田運
河や矢勝川周辺の景観を守り、伝統や文化を大切に
する活気あふれるまちです。
　そんな半田市に知多半島医療圏最大規模の病院と
して半田市立半田病院はあります。急性期病院とし

て、ほぼ全ての救急疾患に24時間対応するとともに、
地域の診療所や病院などを支援する地域医療支援病
院、医療従事者を育成する臨床研修指定病院、災害
時などの拠点となる災害拠点病院としての役割を果
たしています。私の所属する中央臨床検査科は、①
正確で精度の高い検査データの報告②検査の迅速性
③医療過誤“０”④患者さんが安心して受けられる検
査⑤他部門と協力し、チーム医療への積極的な参加
などの方針を念頭に検査を行っています。チーム医
療への取り組みとしては、糖尿病教室や腎不全教室
などに参加し他部門との意見交換を行っています。
また今年から当院初めての脳ドックを開始しまし
た。患者さんの関心度が非常に高く、好評をいただ
いているため、現在では第１、第２土曜日の月２回
検査を実施しています。
　そして現在では、数年後に開設予定の新病院へ向
けてのヒアリングが始まっています。新病院ではさ
らに高度急性期を中心とした急性期医療を担ってい
く予定です。災害医療、周産期・小児医療などの政
策的医療については、公立病院として現在果たして
いる役割を継続します。検査科としては、さらなる
高度急性期医療のために遺伝子検査などの最先端の
技術を取り入れ、周りの病院をリードしていけるよ
うな病院にしていきたいです。

地区だより	 半田市立半田病院　　	田村　裕香
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《生涯教育認定登録団体研究会のご案内》

基礎教科：20点
日 時：平成29年８月30日（水）18：30 ～ 20：00
場 所：安城更生病院　２階　講堂
テ ー マ：『肺がんにおける免疫チェックポイント

療法』
講 師：仙台厚生病院
 副院長　兼　呼吸器内科　主任部長
 菅原　俊一
 主任看護師 服部千恵子
司 会：安城更生病院　呼吸器内科代表部長
 池ノ内紀祐
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、がん治療の三大療法である手術療法、
放射線治療、化学療法に力を入れていま
す。今回の西三河がんフォーラムは、安
城更生病院における肺がんの放射線治療
に関する症例報告や、近年注目されてい
る、肺がん治療における免疫チェックポ
イント療法の現状及び免疫関連副作用マ
ネジメントについて講演させていただき
ます。

 西三河地区のがん診療に従事する医療者
と共に肺がん治療における放射線療法及
び免疫チェックポイントについて学びま
す。

日臨技中部圏支部輸血検査研修会
専門教科：30点
日 時：平成29年９月９日（土）13：00 ～ 16：45 
 　　　　９月10日（日）９：00 ～ 15：30 
場 所：北陸大学医療保健学部　
 太陽が丘３号棟２階　
申込締切：７月15日（土）
 詳細は愛臨技HP研究班または日臨技HP

会員専用サイト行事検索よりご覧くださ
い。

講 演 会 血液検査研究班

専門教科：20点
日 時：平成29年８月19日（土）15：00 ～ 17：30
場 所：名古屋大学医学部基礎棟3F　第1講義室
 名古屋市昭和区鶴舞町65番地
 JR中央線・鶴舞駅（名大病院口側）下車
テ ー マ：新生児期から小児期特有の病態と検査に

ついて
講 師：１．「 安城更生病院内におけるNICU専

任技師としての役割」
 　　JA愛知厚生連　安城更生病院
 杉山　大輔
講 師：２．「 NICUにおける医療の実際と関連

する血液検査データの見方」
 　　名古屋大学医学部附属病院
 村松友佳子
講 師：３．「小児骨髄不全症の形態診断」
 　　名古屋大学医学部附属病院
 濱　　麻人
司 会：名古屋大学医学部附属病院 山本ゆか子
内 容：小児をテーマとした講演会となっており

ます。講演１では、部門外で検査を行っ
ている臨床検査技師の役割や苦労をお話
していただきます。講演２では、基準値
も成人とは違いどのようにデータを見て
いけばよいか悩んだ経験がある方も多い
と思います。臨床医はどのように結果を
見ているのか知るチャンスです。講演３
では、小児領域の血液疾患について講義
していただきます。小児の血液は苦手だ
という方、克服してみませんか？多数の
ご参加をお持ちしております。

第19回西三河がんフォーラム

2017年6月9日現在　正会員数　3,244名
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研 究 会 生理検査研究班

専門教科：20点
日 時：平成29年８月19日（土）15：00 ～ 17:00
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
テ ー マ：24時間心電図と心臓植え込み型デバイス
講 師：１．24時間心電図の基礎
 　　碧南市民病院 山田　裕香
 ２．  心臓植え込み型デバイスにおける治

療について
 　　セント・ジュード・メディカル株式会社

渡部　　巧

司 会：JA愛知厚生連　渥美病院 鋤柄　冴美
内 容：
１．24時間心電図の基礎として、患者取り付け方法

から解析方法、波形の分類まで、皆さんと一緒
に考えながら進めていきます。

２．ペースメーカーや植え込み型心臓モニターな
ど、現在多種の心臓植え込み型デバイスが使用
されています。なかなか勉強する機会が少ない
これらのデバイスについて、メーカーの方にお
話ししていただきます。

 初心者向けの内容となっていますので、多数の
ご参加をお待ちしております。

　一般社団法人日本臨床衛生検査技師会では、平成
26年度より11月を「検査と健康展開催月間」と定め

「検査と健康展」を全国47都道府県で開催していま
す。今年度、公益社団法人愛知県臨床検査技師会は、
全国の中央会場として平成29年11月11日（土）にナ
ディアパークで全国「検査と健康展」を開催いたし
ます。そこで、愛知県臨床検査技師会ではお子様方
に健康に関心を持っていただこうと、健康書道展を
開催します。健康展のご来場時には豪華参加賞をお
渡しいたします。ぜひともご家族で健康について目
で見て身体で感じていただけたらと思います。

応募資格：小学生
 （会員のお子様、お知り合いのお子様）
応募用紙：半紙
課 題：「けんこう」または「健康」
 学年氏名の記入方法：（学年）…○年
 （氏名）…○○○○○
 ・  下記の応募用紙を添えて提出してくだ

さい
 ・  応募いただいた作品は返却いたしませ

んのでご留意ください
締め切り：平成29年８月31日（木）
提 出 先：〒450-0002
 名古屋市中村区名駅五丁目16番17号　花

車ビル南館１階
 公益社団法人愛知県臨床検査技師会事務所

全国「検査と健康展」書道作品募集のお知らせ

全国「検査と健康展」書道作品応募用紙

会員番号 会員ご施設 会員氏名 お子様おなまえ

切り取ってご利用ください
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