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精度管理事業部の活動について
精度管理事業部　部長

菊地　良介

令和2年度は、新規に遺伝子・染色体検査部門及び生殖医学検査部門の外
部精度管理調査を立ち上げました。これにより愛臨技学術部の9研究班11部
門すべての分野が参画する事業となりました。

そのような中、精度管理事業部としましても新型コロナウイルス感染症
への対応に迫られ、まず2019年度愛知県臨床検査精度管理調査結果報告会
の中止を決定し、その後本年度の精度管理事業全体を見直しいたました。
特に、定量系項目をもつ分野では、個別的な参加申込形式を取り止め、セッ
ト化による対応を決定いたしました。定量系分野の試料配布は中止にすべ
きではないか、とのご意見も賜りましたが、歴史ある精度管理事業を継続
して遂行するための決断でした。

その結果、本年度の愛知県臨床検査精度管理調査は142施設からの参加
申込みを頂きました。これは昨年度に比較しても大きく変わらない数字で
あり、精度管理調査自体の需要が高いことを改めて認識いたしました。新
規分野の遺伝子・染色体検査分野、生殖医学検査分野でもそれぞれ32施設、
24施設のご参加を頂きました。また、今年度の結果検討会は個別的なサポー
ト対応とさせていただきましたが、令和3年度は、ポストコロナ時代として
どのような形式で実施すべきか、精度管理調査の内容を含めて模索しなが
ら、皆さまの良き相談相手になれる精度管理事業部を目指します。

精度管理調査には多くのマンパワーが必要です。設問作成や評価設定に
は各研究班班員の皆様のご協力をいただいております。また、評価に関す
る目標値設定には各賛助会員の協力が不可欠です。このように、精度管理
事業は、さまざまな方面からのご助力をもとに精度管理調査を実施させて
いただいております。

この場をお借りして深く感謝申し上げます。
最後に、本年度の活動も残すところ総括集発行と精度管理調査報告会の

開催となりました。本年度の報告会は、2021年3月14日（日）にウインクあ
いちで開催いたします。オンライン開催形式も検討しましたが、例年と内
容を一部変更しつつ、感染対策を十分に行った上で実施することといたし
ます。精度管理事業部一同、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

2020年11月5日現在　正会員数　3,501名



地 区 だ よ り

当院は JA愛知厚
生連グループ8病院
の1つで、一般病棟
100床、地域包括ケ
ア病棟48床、介護
医療院が42床あり、
へき地拠点病院と
なっています。

豊田市北東部の中
山間部に位置し、紅葉で有名な香嵐渓には歩いて行くこ
とができます。豊田市の市街地から18㎞程離れており
最寄りの高速道路の力石 IC や鞍ヶ池スマート IC から
は10㎞前後と近く、名古屋駅まで1時間ほどで行くこと
ができ車での移動は意外と便利です。渋滞がないため通
勤時のストレスはなくスピードの出しすぎには注意が必
要です。そして運が良ければシカやイノシシ、うり坊に
出会えることもあります。豊田市より平均気温は2℃程
低く、冬に備えスタッドレスタイヤの準備は必須です。

診療圏は豊田市北東部地区だけでなく、愛知県の設楽
町や長野県との県境にある根羽村まで広く占めていま
す。少子高齢化が著しく当地区の高齢化率は42％となっ
ています。（豊田市全体の高齢化率23％）

それでは施設の紹介をします。当
院の外観を見て、ここが病院？と
思われる方も多いでしょう。2013
年の建て替えで外観が至極色（しご
くいろ：深紫色）になったのです。
なぜ？って国の重要伝統的建造物
群保存地区に指定された足助地区
の町並みに合わせているためです。
夜にライトアップされた外観は紅
葉に匹敵するほど素敵ですよ。

病院内部の床はじゅうたんが敷き
詰められ、暖かい雰囲気となってい

ます。そして各階のエレベーターホールは足助地区の四
季折々の写真が飾られ院内に居ながら足助地区を観光し
た気分になり、心癒されます。

また、玄関ホールには地域の人々やバス待ちをする高
校生たちが集い、病院内の施設を利用しカラオケ教室な
ども行われています。（コロナ感染予防の為、 現在は中止
されています。）

 
庭園には名誉院長の畑や誰でも自由に使用できる花

壇、契約者が新鮮な手作り野菜を持ち込み自由に持ち帰
ることができる広場など病院全体が地域住民のコミュニ
ティーの場所となっています。

さて検査室は認定臨床微生物検査技師制度の研修施設
で技師は検査科に8名、健診センターに1名在籍し、病理
検査以外の大半を院内で検査している為、専門分野の認
定を取得した技師も、オールマイティーに働いています。

院内活動として入院患者の昼前血糖測定、翌日の検査
案内の説明、他部署（放射線科、栄養科、リハビリテーショ
ン科）と医療情報誌を発行、院外の活動としては、へき
地巡回健診として20数ヶ所の集会所へ医師や看護師と
出向き身長や体組成計などの測定を行いながら地域住民
の方々と触れ合っていま
す。

当院は2020年で設立
70周年を迎え、職員に
よる活動が動画で情報発
信（あすけ進歩自由夢）さ
れています。気象予報士
でもある院長やエネル
ギー事業の代表を務める
名誉院長の対談など楽し
い話も聞けますよ。

みなさんよければ一度足助病院ホームページ
https://asukehp.or.jp/をご覧ください。

西三河地区
 JA 愛知厚生連　足助病院　北川　訓子

現在の愛臨技事務所（花車ビル）は築53年、事務所取得後27年が経過し、老朽化と技師会事業の拡大に伴い、
手狭になってきました。

また、その対策として、事務所取得目的に300万円／年の積み立てを実施しており、計画的な事務所取得に
向け、愛知県および会計事務所とも調整を図ってきました。

そこで2019年度定時総会にて事務所取得に関しご提案させて頂き、今年度定時総会では、会員の皆さんよ
り、ご承認を頂くことができました。

愛臨技事業がこれからも安定的に運営できる、利活用しやすい事務所取得に向け委員会で検討しておりま
す。会員各位からもご意見や情報がございましたら、是非とも愛臨技事務所へご連絡ください。

愛臨技事務所移転準備委員会より

「愛臨技事務所移転に関するお知らせ」

足助病院

足助地区の街並み

香嵐渓のライトアップ
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基礎教科：20点
日　　時：2021年2月6日㈯ 15：00～17：15
開催形式：Web 開催（Live 配信）
テ ー マ：～ Covid-19　PCR 検査～

～改めて考えてみる感染防止対策～
講　　師：
１．「奪われた2020年 ～コロナとの闘い～」

愛知医科大学病院　感染制御部　川本　柚香
２．「改めて考えてみよう！ 感染対策」
～細菌部門～

名古屋市立東部医療センター　中央検査科　山元　梨歌
～一般部門～

医療法人青山病院　臨床検査科　平田　基裕
～血液系部門～

愛知医科大学病院　中央臨床検査部　鈴木　崇峰
～病理部門～
 旭ろうさい病院　中央検査部　新納　瑞稀
～生理部門～

旭ろうさい病院　中央検査部　近藤　里菜 
司　　会：旭ろうさい病院　山村　宗幸
内　　容： 2020年春、Covid-19に対応すべく奔走

した感染制御部が当時どのよう状況であったのか。
Covid-19 PCR 検査の実際や導入してからのエピ
ソードを講演していただきます。

また、検査対象とする物や人によって感染防止対
策が異なります。各検査領域における基本的な感染
対策を改めて考えてみたいと思います。

Web 配信をご視聴していただくためのログイン情
報を、事前登録されたアドレスへメールで送付します
ので事前参加登録が必要です。また、生涯教育加点に
は後日レポート提出が必要です。
【事前参加登録方法】

日臨技 HP 会員専用サイトより［事前参加申込み］を
選択して参加登録を行ってください。
【事前参加登録期間】

2021年1月4日～1月28日

専門教科：20点（レポート提出者に限る）
閲覧期間：2021年1月22日㈮～2月4日㈭
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

2020年12月22日㈫～2021年1月15日㈮
参加費用：なし
レポート：2021年2月17日㈬締切
配信方法：Web 録画

テ ー マ：「がんゲノム医療への取り組み
～がん遺伝子パネル検査の運用と実情～」

講 演 １：「当院におけるがん遺伝子パネル検査の運用
～がんゲノム医療連携病院として～」

JA 愛知厚生連　安城更生病院
臨床検査技術科　杉浦　記弘

講 演 ２：「当院での院内がん遺伝子パネル検査と
がんゲノム医療への取り組み」

社会医療法人　厚生会　木沢記念病院
検査技術部／中部がんゲノム医療研究センター

澤田　清矢
司　　会：名古屋第二赤十字病院　岩田　英紘
内　　容：今回、がんゲノム医療連携病院である２施

設の講師に、がん遺伝子パネル検査の実際の運用と
取り組みについてお話していただきます。また、が
んゲノム医療と臨床検査技師の関わりについても講
演していただく予定です。Web 配信の詳細につき
ましては12月中旬までに遺伝子染色体検査研究班
HP にてお知らせします。多くの方の視聴をお待ち
しております。

専門教科：20点（レポート提出者に限る）　
閲覧期間：2021年1月16日㈯～1月29日㈮
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

2020年12月16日㈬～2021年1月9日㈯
参加費用：なし
レポート：2021年2月11日㈭締切
場　　所：Web（録画）
テ ー マ：培養検査における釣菌基準を考える

－何を釣菌して検査すべきか－
講 演 １：班員施設における釣菌基準の現状

刈谷豊田総合病院　榊原　千紘
講 演 ２：尿培養の釣菌基準を考える

豊橋市民病院　山本　　優
講 演 ３：呼吸器系材料の釣菌基準を考える

江南厚生病院　河内　　誠
講 演 ４：ケースカンファレンスで学ぶ釣菌基準

名鉄病院　池戸　政博
内　　容： どの菌を検査するかの基準である釣菌基準

は、微生物検査室を悩ませる点の一つである。
今月の研究会では、釣菌基準について掘り下げます。
班員施設へのアンケートから各施設の運用を紹介

し、各論では尿培養と呼吸器系材料に焦点を当てて
釣菌基準を考えていきます。また、講演４では臨床
的な視点も加味した上での釣菌基準についてケース
カンファレンス形式でご紹介します。

Web 配信の詳細につきましては１月上旬に微生
物研究班 HP でお知らせします。

なお、事前申し込みが必要になりますのでご注意
ください。

研…修…会
尾張東地区研修会

【暫定処置開催】講…演…会
遺伝子染色体検査研究班

【暫定処置開催】研…究…会
微生物検査研究班研究会
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会員の業績紹介の一つの方法として、らぼニュースにて論文、書籍執筆（分担執筆を含む）な
どの紹介掲載を受け付けます。自薦・他薦は問いません。

掲載を希望される方は愛臨技 HP（各種手続き）に申請書、手続き方法を掲載してありますので
ご覧いただき、お申し込みください。 申請書ダウンロード

会員執筆物の紹介原稿募集します！

AiCCLS
愛知県臨床検査

標準化協議会

通 信
（第70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、細胞診アトラス　呼吸器シリーズから（27）と（28）についてご
紹介いたします。
これから細胞診を学ぶ若者から経験を積んだベテランまで幅広く活用できるように編集し、細胞画
像を多数取り入れ、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。。
詳しい内容、購入方法については、愛知県臨床衛生検査技師会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）
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