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「令和3年度定時総会」の開催について

庶務部長　柴田　典子

来たる令和3年6月13日（日）午前10時より TKP 名古屋駅前カンファレン
スセンター ホール5A におきまして、公益社団法人愛知県臨床検査技師会
令和3年度定時総会を開催いたします。

本総会は令和2年度事業・決算報告についてご審議をいただき、令和3度
の事業計画・事業予算を報告させていただく総会です。令和2年度はすべて
の活動において新型コロナウイルス感染症の影響を受け開催を中止した事
業もあった一方で、開催方法を熟慮し、精度の高い臨床検査を提供するた
めの専門的知識・技能の普及や人材の育成を行う事業を行ってまいりまし
た。

令和2年度の主な事業をご紹介します。学術部事業としては、愛臨技創立
70周年を記念した第20回愛知県医学検査学会（尾張南地区）は、中井美千代
学会長のもと、実行委員の方々の努力によって WEB 開催とし、県内外よ
り675名の参加がありました。研修会、セミナーも同様に WEB による開催
形式を定着させ、多くの会員の参加があり、臨床検査技師の資質向上に寄
与してまいりました。組織部事業では、厚生労働省他の要請を受け、新型
コロナウイルス検査に関する検体採取実地研修会、核酸増幅検査実地研修
会を開催しました。また、日臨技との連携による臨床検査技師に対するタ
スクシフティング業務啓発事業を開催しました。精度管理事業では実試料
による精度管理調査を限りなくスリム化しつつ遺伝子検査および生殖医学
検査分野の精度管理調査（設問形式）を取り入れ、更には精度管理結果検討
会については電話やメールによる個別対応とし、新たな精度管理調査実施
方法を構築しました。

令和2年度も愛臨技事業に多くのご参加をいただき滞りなく遂行すること
ができました。これもひとえに会員の皆様のご理解とご協力の賜物と深く
感謝しております。令和3年度も主たる事業は新しい形式での開催を考慮し
つつ例年同様開催いたします。会員一人ひとりに支援ができるような事業
を展開してまいります。

なお、定時総会につきましては新型コロナウイルス感染症の感染状況を
考慮し出席者を限定しての開催とし、多くの会員におかれましては議決権
行使書の決議により提案をご審議いただくことを推奨させていただきます。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

2021年4月6日現在　正会員数　3,458名



会員各位
公益社団法人愛知県臨床検査技師会

会長　中根　生弥

拝啓　若葉の候　貴台にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当会の運営に多大なご尽力を賜り
厚くお礼申し上げます。

さて、標記「令和3年度定時総会」につきましては、本来ならば下記会場にてご出席をいただき、議案審議、ご意
見をいただくこととなっております。しかしながら、昨年来続いております新型コロナウイルス感染症状況を踏ま
え、4月の理事会で開催方法について協議しました。その結果、会員および愛知県民の皆様の感染防止と健康を最
優先に考え次の要領で開催することとしました。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律より書面による議決権の行使（一般法人法第51条）、電磁的方法に
よる議決権の行使（同52条）や議決権の代理行使（同50条）、決議の省略（同58条）に従って、出席者は役員および監
事、議長、書記、議事録署名人、資格審査委員、役員推薦委員長に限らせていただき、その他の会員におかれまし
ては議決権行使書の決議により提案をご審議いただくことを推奨します。なお、来賓挨拶および表彰式につきまし
ては中止させていただき、日臨技生涯教育研修制度への申請は行わないことといたします。何卒、皆様のご理解と
ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬具
記

日　時：令和3年6月13日（日） 10：00～12：00
場　所：TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター ホール5A

議案書は5月中旬以降発送いたします。
以上

お願い
１．新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会員の皆様には電磁的あるいは書面による議決

権の行使を推奨します。愛臨技ホームページ内会員ページより総会の出欠、議案に対する議
決の入力をお願いします。電磁的方法が困難な会員におかれましては議案書に綴じ込みの議
決権行使書に会員番号、氏名、施設名、所属地区名を記入し、各自の印鑑を捺印の上、施設
会員は貴施設の施設連絡責任者まで、自宅会員は愛臨技事務所まで提出してください。

２．出席予定の会員におかれましては、同じく愛臨技ホームページ内会員ページより総会出席の
入力をお願いします。当日までの体調にご留意いただき、くれぐれも無理をされないようお
願い申し上げます。感染が少しでも疑われる場合、および単に体調が悪い場合でも、自主的
に出席を見合わせていただきますようお願いいたします。

公益社団法人愛知県臨床検査技師会
令和3年度定時総会開催通知
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地 区 だ よ り

尾張南地区に属する

BML 検査室がある名

古屋市港区というと、

南部にある日本の物流

拠点の一つである国際

貿易港名古屋港やレゴ

ランド・ジャパン、名

古屋港水族館、ポート

メッセ名古屋と言ったレジャー施設が真っ先に思い浮

かぶと思います。しかし、港区は名古屋市の中で最も

広い区であり、西部には農業地域もあり、北部東部は

あおなみ線・名港線沿線を中心に住宅・商業施設が広

がっていて多彩な表情を持つ区でもあります。その中

でも東部地域は昨今、ユニーとドン・キホーテのＷ

ネーム1号店である「MEGA ドン・キホーテ UNY 東

海通店」とららぽーととして東海3県初出店となる「ら

らぽーと名古屋みなとアクルス」が開業し、休日の周

辺道路の混雑は当たり前の風景になっています。そ

の「MEGA ドン・キホーテ UNY 東海通店」と「らら

ぽーと名古屋みなとアクルス」の2店舗に一番近い病

院が、BML が入る中部労災病院です。BML 技師人数

は、13人の技師と受付担当のパート1名の計14名で

す。（2021年1月末現在）。

当 BML 検査室の一番の特徴は、全国においても数

少ない細菌検査を病院内でおこなっているブランチラ

ボであることです。昨年からは新型コロナウイルスの

感染拡大により細菌検査室は通常の細菌検査業務に加

え、病院内の Infection Control Team のご指導ご

協力の下、感染者・濃厚接触者から採取された検体の

受領、LAMP 法での検査の実施、保健所・名古屋市

衛生研究施設・BML 名古屋ラボへの検体発送準備等、

院内のコロナ治療診断の重要な業務を担うようになり

ました。

NEAR 法による新型コロナウイルス検査の開始や、

細菌検査室の LAMP 法の増設など現在進行形で変化

をしています。新型コロナの状勢の変化に対応すべく

病院職員のご助言、協力を仰ぎながら、地域医療に貢

献できるよう中部労災病院内 BML 検査室一丸となっ

て日々尽力していきたいと思います。

尾張南地区
中部労災病院内 BML　羽深　真幸
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【申し込み】　令和3年5月1日から令和3年5月31日までに日臨技 HP会員専用サイトから事前申込。
非会員の方は下記問合わせ先まで直接ご連絡ください。

【閲覧期間】　令和3年6月7日㈪から25日㈮まで YouTube での閲覧
【参 加 費】　無料
【配信方法】　事前申込者は、閲覧期間開始前までにメールで URL アドレスなどについて連絡致します。
【生涯教育】　基礎　20点（レポート提出者のみ対象）

注）レポート提出された日臨技会員のみ点数が付与されます。動画閲覧後Googleフォー
ムにてレポート入力し返信して下さい。最終締切は6月30日㈬とさせて頂きます。

【配信内容】
①「フレッシャーズのための微生物検査日当直マニュアル」 JA 愛知厚生連　安城更生病院　杉浦　康行
②「明日から役立つ血液検査の基礎」 地域医療機能推進機構　中京病院　庄司　綾夏
③「明日から役立つ凝固検査の基礎」 小牧市民病院　小川有里子
④「押さえておきたい！生化学・免疫検査の基礎」 藤田医科大学岡崎医療センター　田中　亜希
⑤「日当直時の病理検体取り扱いについて～検体保存条件が結果を左右する～」

名古屋第二赤十字病院　新田　憲司
⑥「愛臨技ホームページ活用について」 愛臨技広報部長　武山　純也
⑦「心電図検査の心得」 名古屋第一赤十字病院　倉田　貴規
⑧「尿検査の基礎」 藤田医科大学ばんたね病院　進藤龍太郎
⑨「輸血検査を始める人へ～入門編～」 社会医療法人　大雄会　総合大雄会病院　関山　真実
⑩「製剤管理業務を始める人へ～入門編～」 愛知医科大学病院　片井　明子
⑪「学びを力に変える！遺伝子検査実践力アップの基礎とコツ」 愛知県がんセンター病院　平松　可帆
⑫「胚培養士（エンブリオロジスト）とは？～生殖補助医療のスペシャリストとして～」　

社会医療法人財団新和会八千代病院　小笠原　恵

【視聴時間】 各30分以内の予定
【端末条件】 YouTube が視聴可能な環境
【問合せ先】 豊橋市民病院　中央臨床検査室　内田　一豊　TEL：0532-33-6111

e-mail:uchida-kazuho@toyohashi-mh.jp

令和3年度新人サポート研修会は、COVID-19による感染拡大を考慮し、オンデマン
ド配信にて WEB 開催をさせて頂くことになりました。

内容は、令和2年度新卒、および医療機関、臨床検査関連企業への新規採用の臨床検
査技師を対象とした実際の医療現場で必要となる知識と技術の提供と、幅広い臨床検査
分野の紹介です。

閲覧方法は、無料配信（音声付きパワーポイント）です。下記を参照してください。また、
生涯教育点数の付与は基礎点20点です。ただし、閲覧終了後レポート提出のあった日
臨技会員のみ点数が付与されますのでご了承ください。

令和3年度愛臨技…新人サポート研修会（オンデマンド配信）
『 学びを力に変える！実践力アップの基礎とコツ 』

4 Labo NEWS  No.470



専門教科：20点（レポート提出者に限る）
閲覧期間：令和3年6月19日㈯～7月2日㈮
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和3年5月26日㈬～6月11日㈮
※視聴方法は後日メールにて配信

参加費用：なし
レポート：令和3年7月15日㈭ 締切
配信方法：オンデマンド配信
テ ー マ：がんゲノム
講　　師：

１．「ゲノム医療・研究基盤としての
バイオバンクの現状について」

藤田医科大学　水谷　謙明

２．「がんゲノム医療と病理検査」
愛知県がんセンター病院　遺伝子病理診断部　細田　和貴

司　　会：藤田医科大学　ばんたね病院　川島　佳晃
愛知県がんセンター病院　吉野　聡

内　　容：病理検体を対象とした体細胞遺伝子検査の
増加、次世代シークエンサーを用いた遺伝子検査の
臨床導入で、病理検査の取り巻く環境が変化してい
ます。今回、臨床検査技師の立場からバイオバンク
における病理組織検体の取扱いや核酸品質管理につ
いて、病理医の立場からゲノム診断についてご講演
いただきます。多くの方の視聴をお待ちしておりま
す。

病理細胞検査研究班

専門教科：20点（レポート提出者に限る）
閲覧期間：令和3年6月12日㈯～25日㈮
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和3年5月12日㈬～6月5日㈯
※視聴方法は後日メールにて配信

参加費用：なし
レポート：令和3年7月8日㈭ 締切
配信方法：オンデマンド配信
テ ー マ：過去の学会発表から学ぼう、

炎症性腸疾患のバイオマーカーを知ろう
講　　師：

１．潰瘍性大腸炎治療薬メサラジンによるブドウ糖
試験紙異常発色機序の検討

公立西知多総合病院　服部　　聡
２．尿沈渣検査所見が膀胱破裂疑いを導いた一例

公立西知多総合病院　加藤　節子
３．尿沈渣中に小集塊状の出現様式を示した IgA-

κ型多発性骨髄腫の一例
藤田医科大学病院　長嶌　和子

４．関節液検査における固定方法とセルブロック作
成の有用性について

JA 愛知厚生連稲沢厚生病院　蜂須賀大輔
５．腎炎を伴う IgA 血管炎の1症例

～腎生検後に尿沈渣所見が悪化した1例～
社会医療法人宏潤会大同病院　竹本　明里

６．尿沈渣中にコンタミネーションが原因でダニ、
原虫類を認めた2症例

藤田医科大学病院　蜷川　澄玲
７．尿中有形成分分析装置 UF-5000を用いた尿路

感染症スクリーニングの有用性評価
小牧市民病院　前田　佳成

８．消化管疾患における便中マーカーの役割
栄研化学株式会社　志賀　常雄

司　　会：藤田医科大学病院　長嶌　和子
内　　容：一般検査領域の学会で発表された演題をも

う一度聴講し、最新の知見を得る機会を設けました。
皆様の参加をお待ちしています。

専門教科：20点（レポート提出者に限る）
日　　時：令和3年6月19日㈯ 15：00～17：00
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和3年5月20日㈭～6月12日㈯
※視聴方法は後日メールにて配信

参加費用：なし
レポート：令和3年7月2日㈮ 締切
配信方法：ライブ配信
テ － マ：呼吸機能検査の基礎
講　　師：

１．呼吸機能検査の実際
国家公務員共済組合連合会名城病院　及川　和紀

２．肺機能検査室の仕事（検査・感染対策・精度管理）
藤田医科大学病院　関根　秀治

司　　会：公立陶生病院　大竹　悦子
内　　容：呼吸機能検査は呼吸器疾患患者だけではな

く、健康診断や手術前のスクリーニング検査など多
くの施設で行われている検査です。検査を行う前に
知っておきたい知識や検査時の注意を学びましょ
う。これから始める皆さん、是非ご参加ください！

一般検査研究班

生理検査研究班

講 演 会

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【会員サイト】（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。 愛臨技HP

会員執筆物の紹介原稿募集します！

令和3年度定時総会では初めて電磁的方法による出欠確認、議決を行います。使用方法につい
てあらかじめお知らせいたします。
会員の皆様は、5月末に送付いたします総会議案書あるいは、5月中旬頃よりホームページ上
で閲覧いただける議案をご確認いただき、下記の手順に従い、出欠入力、議決権の行使をしてい
ただきますよう、お願い申し上げます。

①ホームページ画面右上の「ログイン」を
クリックして会員サイトに入ってくだ
さい（ログインすると画面右上に氏名
が表示されます）。

②議決期間には左図のように電子議決画
面の入り口が表示されます。

③この画像をクリックすると、電子議決
画面が展開されます。

④総会欠席の場合：「欠席」を選択
各議案の「反対・賛成」を選択し、「送信
内容の確認」をクリック。入力情報を
確認後、送信してください。
ご意見のある場合はメッセージ欄に入
力してください。

⑤総会出席の場合：「出席」を選択
「送信内容の確認」、入力情報を確認後、
送信してください。

【電子議決手順のご案内】
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