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学術部門の活動

学術担当副会長　藤田　孝

2020年度、かつて例をみたことのない感染爆発で愛臨技の活動は例年通
り実施することが叶わなくなりました。愛知県医学検査学会の延期をはじ
め、多くの学術活動、組織活動が中止、もしくは延期を余儀なくされました。
学術部および精度管理事業部から成る学術部門も一時期は活動を自粛する
時期がありましたが、web を活用した研修会等の実施に活路を見出し、広
報部のサポートと部員、班員、委員の粒々辛苦のもと、活動回数は従前に
戻りつつあります。当初、web 配信という方法に不安もありましたが、企
画によっては会場開催より多くの方に視聴していただける企画もあります。
会場開催と異なり、視聴される会員の方が時間に制限なく各自のペースで
視聴いただけるということ、難解点や聞き逃した点を聴き返すことができ
るなどのメリットが視聴者増加に働いたようです。とはいえ、質疑などが
できない（できにくい）などのデメリットもご指摘いただいております。今
後は県内感染状況を注視しつつ web 配信と集合開催、ハイブリッド開催を
提供していきたいと考えております。また、困難な環境下でも実施できた
事業もあります。精度管理事業については、感染拡大から精度管理調査を
実施しなかった県もあるなか、若干規模を縮小することになったとはいえ、
例年に近い精度管理調査を実施することができました。担当者同士が集合
できない環境下、サンプルの発送や総括集の発刊など、担当部員にとって
は例年より苦心する点が多かったにもかかわらず、大過なく実施できまし
た。今年度も実施予定でありますので多くのご施設の参加をお願いいたし
ます。

コロナ禍の終わりが見えない厳しい環境下、新たな講習も予定されてい
ます。タスクシフト／タスクシェアにかかわる拡大業務の講習会や臨床検
査技師の臨地実習指導者講習会が予定されております。臨地実習に関して
は、臨床検査技師教育が令和4年4月から新カリキュラムとなり、臨地実習
を行う学生を指導するための臨地実習指導者に資格要件が定められます。
このための臨地実習指導者講習会も県内で企画・開催していく予定です。
詳細が決まり次第ご連絡させていただきますので多くの会員の皆さまのご
参加をお願いいたします。

2021年5月1日現在　正会員数　3,515名



【趣　旨】
愛知県臨床検査精度管理調査（以下：本サーベイ）は、愛知県下における臨床検査施設の施設間

差是正を目的とし、精度管理調査から各施設の改善までをその事業の範疇とします。本サーベイ
の達成により、臨床へ高品質な検査結果の供給を果たし、愛知県民の健康に寄与します。下記の
記載事項にご留意のうえ、ご参加くださるようお願いいたします。なお、本サーベイへは、愛知
県臨床検査技師会の非会員施設からもご参加いただけます。

【申込み期間】
令和3年6月14日㈪　午前9時　Web 申込み開始（予定）
令和3年7月14日㈬　午後6時　Web 申込み締切（予定）
※試料の用意数に達した場合は、締切期日を待たずに申込み受付を終了します。
※申込み期間終了後の内容の変更やキャンセルは一切お受けできませんのでご了承ください。

【調査試料到着日】
令和3年8月23日㈪　冷蔵宅配便で到着（予定）

【結果入力画面閉鎖日】
令和3年9月3日㈮　午後11時　Web 回答画面閉鎖（予定）
※結果入力画面閉鎖間際の時間帯はアクセスが集中します。早めの入力をお願いします。
※結果入力画面閉鎖後の入力内容の変更、削除、新規入力等は一切お受けできません。

【問い合わせ先】　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
TEL：052-744-2588　名古屋大学医学部附属病院　医療技術部臨床検査部門

（公社）愛知県臨床検査技師会
令和3年度 愛知県臨床検査精度管理調査

ご 案 内

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴う情勢変化により、日程や調査項
目が急遽変更となる可能性があります。本案内では実施日程のみお知らせします。
令和3年度愛知県臨床検査精度管理調査の募集要綱は（公社）愛知県臨床検査技師会ホーム
ページ（https：//www.aichi-amt.or.jp）に最新情報含め掲示いたします。なお、申込み後の
内容変更については、JAMTQCに登録されたメールアドレス宛に都度配信いたしますのでご
確認ください。
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愛臨技は令和3年度より精度保証推進委員会を発足しました。精度保証推進委員会は、
臨床化学・免疫血清・血液検査・一般検査・微生物検査・輸血検査・病理検査・細胞検査・
生理機能検査・遺伝子染色体検査・生殖医学の各分野において第一線でご活躍の方々から
構成されています。2018年の医療法一部改正を踏まえて、検体検査の精度保証をはじめ
とする精度管理が重要視されています。ただ、精度保証について不安や疑問をお持ちの方
が多くいるのでは？と察しています。そこで、令和3年度より精度保証推進委員による「精
度保証コンシェルジュ」を開設させていただきます。

愛知県下の会員の皆さまのご施設で、精度管理に関して日頃疑問に思っていることや
困っていること、精度保証や、精度保証についてさまざまな問題点への解決に向けたサポー
トをできればと思います。

皆さまの身近な相談役として、ご連絡いただければと思います。
お問い合わせいただいたご質問は精度保証推進委員よりご返事させていただきます。

【お問い合わせ先】
愛知県臨床検査技師会 精度管理事業部 部長
名古屋大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門

菊地　良介
TEL：052-744-2588

E-mail：quality_assurance@aichi-amt.or.jp

「精度保証コンシェルジュ」
開設のご案内

32021.6



専門教科：20点
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和3年6月10日㈭〜25日㈮
※備考に経験年数を記載

定　　員：50名（経験年数や同施設の申込数を考慮し調整）
参加費用：なし
レポート：なし
日　　時：令和3年7月10日㈯　15：00〜17：30
場　　所：JA 愛知厚生連豊田厚生病院

2階講義室 ABC
テ ー マ：日当直で困らない尿沈渣の基礎（血球・上皮編） 

講　　師：
１．赤血球・白血球の見方 

名古屋掖済会病院　杉原　幸子
２．上皮細胞の見方

JA 愛知厚生連稲沢厚生病院　蜂須賀大輔
３．ケーススタディ 藤田医科大学病院　長嶌　和子
司　　会：医療法人青山病院　平田　基裕
内　　容：尿沈渣成分の解説を基礎講座2回（7・8月）

に分けて行います。7月は血球 ･ 上皮編、間違えや
すい成分の鑑別方法をはじめ、尿沈渣の見方のポイ
ントを分かりやすく解説します。初心者の方に限ら
ず尿沈渣を判読する全ての方に役立つ内容となって
います。皆さまの参加をお待ちしています。

一般検査研究班

基 礎 講 座

地 区 だ よ り

国立長寿医療研究センターは6つめのナショナルセ
ンターとして平成16年に大府市に開設され、平成22
年に独立行政法人化しました。平成27年には国立研
究開発法人となり、より研究開発に重点を置きながら
センターの運営を行っております。新築中であった外
来棟が2018年2月14日にオープンしました。新外来
棟では、各科外来と中央処置室の他に、手術室、リハ
ビリテーション科、検査科、放射線科、内視鏡室など
も整備され、包括的・全人的な医療を展開します。さ
らに7階の展望レストランでは濃尾平野を一望しなが
ら、食事を満喫することができます。長寿医療研究セ
ンターは次の20年をめざして、2019年度から新しい
病棟の工事を本格化しており、2022年に完成予定で
す。

また、当院検査室は2021年1月22日に ISO15189
を愛知県内で15番目に取得しました。今後は認定の

維持に努め、さらなる患者貢献ができるように努力し
ていきます。

ここで大府市の紹介をします。市内には「愛知健康
の森」など緑鮮やかな公園も多く、一年を通して季節
の花や虫たちに出会えます。堤防沿いに咲くカラシナ
や池に浮かぶスイレンなどの華やかで美しい光景も見
られます。「さくらまつり」や「つつじまつり」など、に
ぎやかなイベントも開催しています。夏にはヒメボタ
ルが飛び交い、豊かな自然が数多く残されています。

病院からほど近い場所にある「JA あぐりタウンげん
きの郷」では、地元農家の自慢の品々の直売所のほか、
レストランや温泉などがあり、多くの人でにぎわって
います。

新型コロナウイルスの収束はまだまだ見当もつきま
せんが、大府市を訪れる機会がありましたら、ぜひ一
度お立ち寄りください。

知多地区
国立長寿医療研究センター　臨床検査部　山田　茜
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専門教科：20点
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和3年6月3日㈭〜26日㈯
定　　員：25名（上限に達し次第、締切）
参加費用：なし
レポート：なし
日　　時：令和3年7月3日㈯　14：00〜16：30
場　　所：JA あいちビル　14階　講堂
テ ー マ：微生物研究班（オンデマンド配信）をご参照

ください。
内　　容：感染対策のため、定員を設けております。

検温、手指衛生および3密回避等の感染対策に十分
な配慮をしたうえで開催いたします。
なお、新型コロナウイルスの流行状況によってはオ
ンデマンド配信のみに切り替える可能性があります。
詳細については事前申し込みいただいた方に連絡い
たします。「現地開催」と「オンデマンド配信」のお申
込み間違いにはご注意ください。

専門教科：20点（レポートを提出した会員に限る）
閲覧期間：令和3年7月4日㈰〜17日㈯
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和3年6月4日㈮〜27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30日㈮　締切
配信方式：オンデマンド配信
テ ー マ：ゼロから始める便培養

－正しく学んで知識と技術を1up －
講　　師：

１．市中感染の下痢症
－正しく検出するために知っておくべき細菌－

一宮市立市民病院　木村　達也
２．入院患者の下痢 

－Clostridioides difficile 感染症の病態と検査－
名古屋掖済会病院　市川佳保里

３．便培養の培地選択 
－数ある培地から何を組み合わせるか－

刈谷豊田総合病院　榊原　千紘
４．便培養での臨床貢献

－古典的手法から最新技術まで－
愛知医科大学病院　坂梨　大輔

司　　会：小牧市民病院　西尾美津留
内　　容：便培養は日常検査において一般的な検査で

あるが患者背景によってターゲットとする微生物が
大きく変わり、選べる培地の種類も非常に多いため、
正しい理解が重要である。
今回の研究会では、患者背景別の起因菌、培地選

択、そして臨床貢献するためのポイントをご紹介し
ます。
研究会の詳細については、事前申し込みいただいた
方にメールにてお知らせいたします。

専門教科：20点（レポート提出者に限る）
閲覧期間：令和3年7月3日㈯〜16日㈮
参加方法：日臨技 HP から事前登録

令和3年6月3日㈭〜25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29日㈭　締切
配信方法：オンデマンド配信
テ ー マ：甲状腺について学ぼう！
講　　師：

１．甲状腺の基礎と疾患
名古屋第二赤十字病院　吉川　実季

２．甲状腺に関する各種検査
名古屋市立緑市民病院　清水　和樹

３．甲状腺機能の基礎と検査および TSH ハーモナ
イゼーションの状況　　

アボットジャパン合同会社　学術情報室
村上　　聡 

内　　容：「甲状腺」をテーマに掲げ、甲状腺について
基礎から応用まで理解を深める勉強会です。また、
TSH（甲状腺刺激ホルモン）のハーモナイゼーショ
ンが進められる中、その内容と、現時点での移行に
関する状況を分かり易く報告致します。

専門教科：20点（レポート提出者に限る）
閲覧期間：令和3年7月17日㈯〜30日㈮
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和3年6月15日㈫〜7月10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8月12日㈭　締切
配信方法：オンデマンド配信
テ ー マ：形態から学ぶ急性骨髄性白血病　後編
講　　師：

１．「M1, M2, M4, M5について」
２．「反復性遺伝性変異を伴う AML について」

名古屋第二赤十字病院　白木　　涼
内　　容：講演1では形態や特殊染色の結果が似て

いる M1, M2, M4, M5の鑑別ポイントを解説しま
す。また、実症例の画像を用いて、同じ分類の症例
でも細胞の見え方の違いを紹介します。講演2では
WHO 分類で定義されている反復性遺伝子変異の
種類やその特徴を解説します。
多くの方の視聴をお待ちしております。

微生物検査研究班（現地開催）

微生物検査研究班（オンデマンド配信）

生物化学分析検査研究班

血液検査研究班

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【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。
会員の皆さまは、5月末に送付いたします総会議案書の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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