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渉外部門の活動について

渉外部門担当　副会長　藤田 　孝
　公益社団法人愛知県臨床検査技師会は大きく総務部門、学術部門、
渉外部門の３部門から成り、渉外部門は組織部と広報部から構成され
ております。昨年６月に開催されました定時総会におきまして、渉外
担当副会長を新たに拝命いたしましたが、同時に組織部長、広報部長、
担当理事もすべて新任となりました。不安いっぱいの船出となりまし
たが、正会員や賛助会員のみなさまはもとより、組織部員、広報部員
として会務に粉骨砕身してくださる部員の方々に支えられ半年が経過
いたしました。2019年も滞りなく会務が遂行できるよう努めて行きた
いと考えております。
　さて、当会は公益法人格を取得しております。公益目的事業を主た
る事業として活動しておりますが、組織部と広報部が主に行う事業に
ついては「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」、

「会誌発行事業」「会員ならびに賛助会員向け事業」として届け出てお
ります。具体的には「HIV抗体検査ボランティア」や「検査と健康展」、

「フレッシュセミナー」、「New Year パーティー」、「会誌、会報の発行」、
「ホームページの管理、円滑運用」、「地区活動」などとなります。今
年度も年度計画でご承認いただいた事業について計画通り滞りなく遂
行できておりますこと、感謝申し上げます。
　一方、最近では日臨技からの委託や共同事業も増えております。「初
級・職能開発講習会」や「都道府県ニューリーダー育成講習会」を開
催することとなっております。これらは２月中旬に以前から当会が開
催している「管理運営研修会」とともに一斉開催をいたします。
　以上のように、渉外部門担当の事業が増えておりますが、刑部組織
部長、武山広報部長、和出理事を中心として、従来からの活動を基盤に、
少しずつ変化を加え、皆さまが気軽に、かつ参加しやすい事業として
行きたいと考えております。今後ますますのご支援を賜りますようお
願い申し上げます。
　最後になりますが、今年は第30回日本医学会総会が名古屋で開催さ
れます。企画のひとつとして市民展示「健康未来EXPO 2019」が３月
30日から４月７日までポートメッセなごやで開催されます。当会も日
本臨床検査振興協議会と共同で出展いたします。現在、和出理事を中
心に鋭意準備を進めているところで御座いますので、みなさま是非足
を運んでいただけますと幸いです。

◆平成30年度･
　愛知県臨床検査精度管理調査報告会および･
　特別講演会のお知らせ････････････････（2）
◆愛臨技主催医療法等の一部改正に伴う･
　よろず相談会開催のお知らせ･･････････（3）
◆地区だより･･････････････････････････（4）
◆VCT事業ボランティア募集について････（5）
◆第69回愛知県糖尿病療養指導研究会･
　学術講演会･･････････････････････････（5）
◆第30回日本医学会総会　2019･中部･
　市民展示　健康未来EXPO2019･
　ボランティア募集について･････････････（6）
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日 時：平成31年３月10日（日）14：00 ～ 17：00
会 場：名古屋第一赤十字病院　東棟２階　内ヶ島講堂
内 容：平成30年度 愛知県臨床検査精度管理調査報告会および特別講演会

 １）開会式（14：00 ～ 14：15）
 　　⑴　愛臨技会長挨拶
 　　⑵　来賓挨拶

 ２）各検査部門別報告（14：15 ～ 15：45）

各部門から、要点を簡潔にまとめた形式で報告を行います。詳細な報告は各研究班研究
会および総括集を参照してください。なお先着順となりますが、参加者には総括集を配
布いたします。

 ３）特別講演会（16：00 ～ 17：00）
テーマ：「医療法の一部改正」
医療法の一部改正と必要になる各種書類整備について 
日本臨床衛生検査技師会　執行理事　滝野　　寿
昨年12月より施行された医療法の一部改正に伴うこれまでの経緯と今後について
ご講演していただきます。

⑴　事務局総括
⑵　臨床化学検査部門
⑶　免疫血清検査部門
⑷　血液検査部門
⑸　一般検査部門

⑹　生理検査部門
⑺　輸血検査部門
⑻　微生物検査部門
⑼　細胞検査部門
⑽　病理検査部門

平成30年度
愛知県臨床検査精度管理調査報告会および特別講演会のお知らせ

主 催：愛知県臨床検査技師会
共 催：愛知県医師会・愛知県病院協会
　　　　　愛知県臨床検査標準化協議会

基礎教科：20点
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日 時：平成31年３月10日（日）13：00 ～ 14：00
会 場：名古屋第一赤十字病院　東棟２階　会議室１
内 容：医療法等の一部改正に伴うよろず相談会
対 象：概ね200床以下の医療施設に従事する臨床検査技師及び医療関係者

　医療法等の一部を改正する法律（改正法）の一部の規定が平成30年12月１日に施行されました。
それに伴い、医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（改
正省令）が同年７月27日に公布され、同年12月１日より施行されました。

改正省令のPoint!
医療機関等が自ら検体検査を実施する場合における精度の確保のために設けるべき基準

（歯科医療機関、助産所に対しても適用） 
１．精度の確保に係る責任者の配置（医師または臨床検査技師） 
　※歯科医療機関の場合、歯科医師または臨床検査技師。 助産所の場合、助産師。

２．精度の確保に係る各種標準作業書・日誌等の作成 <各種標準作業書> 
・検査機器保守管理標準作業書
・測定標準作業書
<各種作業日誌・台帳>
・試薬管理台帳
・検査機器保守管理作業日誌
・測定作業日誌 ・統計学的精度管理台帳（内部精度管理を実施した場合） 
・外部精度管理台帳（外部精度管理調査を受検した場合）

３．  検体検査の精度の確保のために努めるべき事項・内部精度管理の実施・外部精度管理調査の受検・適切
な研修の実施

ただ実際の所、何を？どの程度？いつ迄に？等々分からない
ことが多々あるかと思います。
そこで、愛知県下の医療機関で従事されている皆さまのお悩
みやご質問について気軽にお話しできるよろず相談会を開催
させていただきます。どうぞお気軽にご参加ください！

問合せ先：公益社団法人 愛知県臨床検査技師会 
精度管理事業部　部長　菊地　良介

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部臨床検査部門
TEL：052-744-2588

愛臨技主催
医療法等の一部改正に伴うよろず相談会開催のお知らせ
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　西尾市は中央を北から南へ流れる矢作川流域の南
端に位置し、東に三ヶ根山などの山々が連なり、西
に矢作川が流れ、南は三河湾を臨みます。昭和28年
に市制を施行し、西三河南部地域の中核的な都市と
して自動車関連産業の発展とともに成長を続けてき
ました。一方、第一次産業においても、日本有数の
生産量を誇る抹茶やカーネーションなどの農産物の
生産拠点であり、ウナギの養殖やアサリの採貝など
も行われています。
　また歴史的な史跡や名所が点在し、伝統的な祭り
や芸能も多く伝えられ、「三河の小京都」として知
られているほか、三ヶ根山や三河湾に浮かぶ佐久島
を含む一帯は三河湾国定公園に指定され、風向明媚
な明勝となっています。機会があればぜひおたずね
ください。
　さて西尾市民病院は歴史も古く、昭和23年に内科
と外科の診療科をもつ病床数30床の西尾町立西尾地
方病院として開院し、今年は開院70周年の節目をむ
かえました。建物の老朽化と駐車場不足のため、平
成２年に現在の場所に移転し、現在包括ケア病棟を
含め372床で西三河南部の中核病院として地域住民
の健康を保持するために地域医療に貢献していま
す。
　当院の臨床検査室は外来採血を含めた業務を、臨
床検査技師23名と看護師２名のスタッフで担当して
います。臨床検査は分野が広く、専門化されてきて
いるため自己研鑽に励み、各々の専門分野での認定
資格の取得をめざしています。病院の理念である「温
かい心と確かな技術、めざそう人に優しい医療」を
実践し、精度の高い検査結果がだせるように日々努
力しています。また数々のチーム医療にも参加し他
職種の方々との連携にも努めています。さらに地域
の皆様に開かれた病院にするために３年に１度病院
ふれあい祭りが開催されます。今年は開設70周年と
も重なり盛大に開催されました。
　今後も地域の皆様から頼られる様に、災害拠点病
院として施設の充実に努め、患者様へのサービス、
検査結果の精度の向上に努めていきます。

地区だより

西尾市民病院の紹介	 臨床検査室　　	尾﨑真澄美
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　愛知県臨床検査技師会では、特定非営利活動法人
HIVと人権・情報センターが行うVCT事業（Voluntary 
Counseling and Confidential Testing：カウンセリ
ングを伴う自主的なHIV抗体検査）へ当会の公益事
業として協力しております。この度、下記の要領で
有志ボランティアを募集いたします。

日 時：毎月第２、第４日曜日　
 午後１時～午後５時頃
場 所：名古屋市青少年文化センター 9階
 第３研修室（ナディアパーク内）
事業内容：

・年１回程度の参加
・イムノクロマトグラフィー法を用いたHIV抗

原・抗体検査およびTPHA検査（最大50件）を
２人で担当

生涯教育履修点数：
基礎教科20点
募集人数：若干名
申込方法：
氏名、施設名、技師
会会員番号、住所、
電話番号、メールア
ドレスを記入のう
え、下記メールアド
レスまで送信または
郵送でお送りくださ
い。
申込締切：2019年３月15日（金）
連 絡 先：〒486-8510　春日井市鷹来町1-1-1
 春日井市民病院　臨床検査技術室  

後藤慎一（ゴトウ　シンイチ）
 0568-57-0057（内7285）
 メール：goto_lab@hospital.kasugai.aichi.jp

VCT事業ボランティア
募集について

テ ー マ：糖尿病透析予防の減塩指導、運動療法
日 時：平成31年３月17日（日）13：00 ～ 16：30
場 所：名古屋大学医学部附属病院
 中央診療棟３階講堂
一般講演①（13：05 ～ 14：45）
１．食事写真を活用した減塩への介入
　　八千代病院　管理栄養士 鈴木　未宇
２．糖尿病透析予防指導のための減塩指導
　　海南病院　栄養課 伊藤名ぐみ

３．腎代替療法選択後の食事療法
　　～血液透析（糖尿病合併）を中心に～
　　増子記念病院　管理栄養士 朝倉　洋平
一般講演②（15：00 ～ 16：30）

「糖尿病透析患者に対する理学療法」
講 師：増子記念病院　リハビリテーション科
 曽我　竜佑
★ 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69回愛知県糖尿病療養
指導研究会学術講演会

2019年1月10日現在　正会員数　3,334名
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　このたび「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」が名古屋にて開催されることとなりました。この会は 4年
に一度開催される国内最大規模の医学・医療に精通した各団体が集う大きな会であり、「みて・ふれて・ま
なぶ　医のテーマパーク」をコンセプトに「健康未来EXPO2019」市民展示会が開催されます。
　愛臨技におきましても「臨床検査と健康と普及啓発」さらには次世代を担う子供たちに「臨床検査技師」
について展示・体験を通じ、知ってもらう機会として下記要領で参画することになりました。つきましては、
愛臨技会員から会場運営等のボランティアを募集致します。是非ともご協力をお願いいたします。

【健康未来EXPO2019開催概要】
日 時：平成31年３月30日（土）～４月７日（日）10：00 ～ 18：00	
場 所：ポートメッセ名古屋（名古屋市国際展示場）第３展示室
	 名古屋市港区金城ふ頭２丁目２　あおなみ線「金城ふ頭駅」

から徒歩約８分
事業内容：臨床検査紹介・体験コーナー
	 ・臨床検査技師業務紹介
	 ・模擬採血
	 ・細胞を顕微鏡で観察
	 ・超音波検査を使ったデモ　など
【主催】日本医学会
【後援】		日本医師会、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、

愛知県、など

募集日程 募集数
３月30日（土） ８名
３月31日（日） ８名
４月１日（月） ４名
４月２日（火） ４名
４月３日（水） ４名
４月４日（木） ４名
４月５日（金） ４名
４月６日（土） ８名
４月７日（日） ８名

【ボランティア　募集概要】
募集内容：日程と募集数は右表の通り。
	 複数日程の申込可
	 （交通費及び食事支給、１回の事前会議あり）
申込方法：①会員番号　②氏名　③施設名（自宅会員は住所・

電話番号など）　④メールアドレス　⑤参加日
	 以上を記入のうえ、下記メールアドレスへお申込み

下さい。
	 E-mail：aamt@aichi-amt.or.jp
生涯教育履修点数：基礎教科　20点
申込締切：平成31年２月22日（金）
連 絡 先：〒471-8513　豊田市平和町1-1
	 トヨタ記念病院　臨床検査科
	 和出　弘章　
	 TEL：0565-28-0100（内線2719）

第 30 回日本医学会総会　2019 中部
市民展示　健康未来 EXPO2019

ボランティア募集について


