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精度管理事業部の活動について

2019年からの新型コロナウイルス感染症により、これまでの “ 当たり前 ”
が当たり前ではなくなりました。

その中でも私たち精度管理事業部は歩みを止めることなく、2018年12月
に施行された「医療法の一部改正」に対応すべく、2020年度から遺伝子・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。
そして、今年度は新たな挑戦として、凝固検査と遺伝子検査のプレサーベイ
を実施し、多くの課題を見出すことができました。この課題を十分検証し実
施可能なラインを模索し、次年度以降会員施設にお届けしたいと思っていま
す。

さて、今年度の愛知県臨床検査精度管理調査は141施設からの参加申込み
をいただきました。

愛知県臨床検査精度管理調査は、これまでも精度管理事業部のみならず、
研究班班員や有識者の方々のご意見を参考に、よりよい事業運営に努めてま
いりましたが、今年度からより客観的な評価設定を行うために、新たに精度
保証推進委員会を立ち上げました。これにより、精度管理調査全分野の客観
的な検証を行うことが可能となり、愛知県臨床検査精度管理調査の “ 質の担
保 ” をワンアップさせることができたと考えています。また、新型コロナウ
イルスの感染状況を鑑みて、今年度の結果検討会も個別的なサポート対応
とさせていただきましたが、今年度より当会 HP 上に「精度保証コンシェル
ジュ」を開設しています。精度保証にお困りの際はぜひご活用していただけ
ればと思います。

精度管理調査は多くのマンパワーにより成り立っております。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、賛
助会員の皆さまの協力も不可欠です。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、本年度の活動も総括集発行と精度管理調査報告会の開催を残すの
みとなりました。本年度の報告会は、昨年度と同様にオンデマンド配信によ
る形式を考えています。精度管理事業部一同、多数のご参加を心よりお待ち
申し上げます。

精度管理事業部　部長　菊地　良介

2021年11月5日現在　正会員数　3,606名



10月31日㈰ TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋ルーセントタワーにて、公益社団法人愛知県臨
床検査技師会法人設立35周年記念式典が執り行われました。中根 生弥 会長から35周年を迎えるにあ
たってこれまでの歴史を振り返り、諸先輩方のたゆまない努力によって着実に発展を遂げ、今日の技師
会があること、この伝統ある当会をさらに発展させるべく邁進するとの式辞がありました。なお、新型
コロナウイルス感染症はやや落ち着いてきましたが、開催については縮小開催としました。ご来賓の方々
にはご来駕を見合わせていただきましたが、愛知県知事から祝辞をいただき、また日臨技会長、日臨
技中部圏支部、静岡県技師会、石川県技師会および賛助
会員の方からも祝電等をいただきました。続いて表彰式
を執り行い、当会に多大なる貢献をいただいた 中根 生弥 
氏（JA 愛知厚生連豊田厚生病院）、鈴木 博子 氏（名古屋市
役所健康福祉局）、所 嘉朗 氏（愛知県がんセンター）、岡
田 元 氏（JA 愛知厚生連安城更生病院）の4名に対し、知事
表彰が付与されました。受賞者の皆様、おめでとうござ
いました。

式典に先立ちまして、カゴメ株
式会社 健康事業部 林 宏紀 氏に
よる『野菜と上手に付き合っても
らうコツ』と題して、記念講演会
が行われ、参加者には野菜摂取量
を推定するベジチェックを体験し
ていただきました。

法人設立35周年記念式典が開催されました

庶務部長　柴田　典子
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愛臨技事務所は1984年より現在の名駅5丁目の花車ビルに開設しており、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。新事務所確保の検討中に新型コロナウイルス感染拡大が起こり、会
議は Web 対応が主流となって、事務所はほぼ事務機能のみに用いることになりました。これまで2階
で行っていた事務機能を1階に移行させ、2階と3階を小会議室（各8名程度）としてリフォームしました。
小会議や Live 配信などに利用することができます。今後、理事会や多人数での会議は貸会議室等で対
応いたします。

愛臨技事務所をリフォームしました

１階（事務所）

２階（小会議室） ３階（小会議室）
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地 区 だ よ り

協立総合病院は、伊勢湾台風の被害を受けた住
民の方が中心となって、診療所作りから始まった、
みなと医療生協の病院です。1977年に熱田区六
番町に設立され、2001年に熱田区五番町の現住
所に移転しました。

当院の特徴としては、第一に地域の組合員に
よって病院が築かれてきたことです。地域での組
合員のネットワーク、多くのボランティア活動
に支えられています。第二に1994年からカルテ
開示に取り組んできたことです。電子カルテが導
入された現在も配布
型のカルテ開示を行
い、退院の際には持
ち帰って頂くことを
続けています。第三
に緩和ケア病棟を名
古屋市内で初めて開
設した病院として、
全人的なケアに力を

入れていることです。患者様の心のケアや家族、
社会との関わりを考える医療を進めています。

ここで、病院のある熱田区の紹介です。熱田区
といえばまずは、熱田神宮でしょうか。グルメで
は、きよめ餅や蓬莱軒のひつまぶしなどが思い浮
かびます。うなぎの香ばしい匂いが頭の中を漂う
中、熱田区について職場で聞き込みをしたとこ
ろ、「七里の渡し」を教えて頂きました。七里の渡
しとは、東海道随一の宿場町「宮宿」と現在の桑名
市「桑名宿」を結ぶ東海道唯一の海路で、その距離
が七里（27.5km）であったことから、そう名付け
られたそうです。この海上ルートは鎌倉・室町時
代から利用されており、古くから東西を結ぶ重要
な交通インフラでした。この七里の渡しの船着場
があった場所に現在、「宮の渡し公園」があります。
実際に行ってみると、常夜灯と鐘楼そして小さな
桟橋を備えた立派な公園でした。当時の情景に風
情を感じながら川を眺め、穏やかな時間を過ごす
ことができました。熱田区にいらした際には、ぜ
ひ一度立ち寄ってみてはいかかでしょうか。

尾張南地区
協立総合病院　堀江　勇貴

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！
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【テーマ】…「臨地実習指導者養成について－より充実した臨地実習を目指して－」
【目　的】…令和4年4月入学生から臨床検査技師養成施設の教育内容が新たに開始されるに際し、臨地実習

の充実が行われます。これに伴い、臨地実習施設には厚生労働大臣指定の臨地実習指導者講習
会を受講した勤務年数5年以上の臨床検査技師が「臨地実習指導者」として1名以上設置されてい
ることが条件となりました。県内に臨地実習受け入れ施設が多いことから、内容をいち早く理
解すべきと考え企画しました。

生涯教育履修点数：基礎教科　20点（課題提出者に限る）
配信方法：オンデマンド配信
閲覧期間：令和4年1月4日㈫～1月30日㈰
申し込み方法：日臨技 Web にて参加登録（会員専用ページ→生涯教育→行事検索）

視聴方法は後日メールにて配信
申し込み締切：令和3年12月28日㈫
参加費用：なし
課題提出：参加登録後に課題返信用 URL を送信致します。
課題提出締切：令和4年1月31日㈪
お願い：生涯教育点数の取得には、事前登録し課題の提出が必要です。

愛知県臨床検査技師長協議会の方で愛臨技会員ではない場合は、12月20日までに愛臨技事務所
（aamt@aichi-amt.or.jp）にメールにてご連絡ください。後日、閲覧用 URL をお送り致します。

共催：愛知県臨床検査技師長協議会

令和3年度管理運営研修会

講　　師 内　　容

第1部
技師会の立場から

愛知臨床検査技師会
藤田　　孝　副会長

臨地実習指導者設置の経緯と意義

第2部
養成する立場から

藤田医科大学　医療科学部
医療検査学科

市野　直浩　学科長

臨地実習前の技能習得到達度評価
－藤田医科大学の取り組み－

第3部
実習を受け入れる
立場から

豊橋市民病院
内田　一豊　室長

臨地実習生を受入れるための心構え

総合司会：愛知県臨床検査技師長協議会　会長　山口　育男
総　　括：愛知県臨床検査技師会　　　　会長　中根　生弥

52021.12



基礎教科：20点（レポートを提出した会員に限る）
閲覧期間：令和4年1月15日㈯～31日㈪
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和3年12月10日㈮～令和4年1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4年2月5日㈯　締切
配信方法：オンデマンド配信
テ ー マ：ちょっと知りたい！

ワクチンの抗体価ってどうなってるの？
～当職員のワクチン抗体価の推移について～

講　　師：名古屋記念病院　南谷　健吾
司　　会：中部労災病院　岩月　恵子
内　　容：ワクチン接種後の抗体価は医療従事者として

気になるところではありませんか？
昨今ではワクチン接種、各種治療薬により感染・重

症化が減少傾向にあります。しかし収束の兆しはまだ
先にあるように思います。

最近ではワクチン抗体価の推移について各種のメデ
ィアでも報じられ、様々な所で発表されてきています。
そこで今回、名古屋記念病院において測定された非感
染者のワクチン接種後の抗体価および既感染者の抗体
価の推移をお話していただこうと思います。

基礎教科：20点（レポートを提出した会員に限る）
閲覧期間：令和4年1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12月13日㈪～令和4年1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4年2月12日㈯　締切
配信方法：オンデマンド配信
テ ー マ：コロナ禍における臨床検査部の役割と、ワク

チン接種における諸問題
講　　師：常滑市民病院感染症科　竹末　芳生
司　　会：常滑市民病院　明壁　　均
内　　容：COVID-19との戦いは1年半を過ぎた。病態

の解明は進み、治療方針もほぼ固まってきた。最近で
は抗体カクテル療法も外来や自宅で実施可能となりつ
つある。PCR 検査や抗原検査は発熱者に対する診断
に留まらない。入院前の手術患者から始まり、現在で
は全入院患者に実施されている。

国民の半数以上にワクチンが接種されたが、デル
タ株の出現により新たな局面を迎えている。さらに、
SARS CoV-2ワクチンにおける諸問題として、接種
後のブレイクスルーも含めた COVID-19感染、ワク

チン免疫の持続期間、感染例でのワクチン接種の必要
性、変異株におけるワクチンによる免疫逃避について
も解説を行う。

基礎教科：20点（レポートを提出した会員に限る）
閲覧期間：令和4年1月20日㈭～30日㈰
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録（愛知県に限る）

令和3年12月15日㈬～令和4年1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4年2月3日㈭　締切
配信方法：オンデマンド配信
講　　師：
１．AI を利用した臨床検査支援について（仮）

SRL 講師　染色体解析課　先天性疾患係　係長　本山サチエ
２．タスクシフトにおける検査技師の実際

医療法人　山下病院　内視鏡技師　馬場　朱美
司　　会：JA 愛知厚生連海南病院　湯上小百合
内　　容：2024年4月から医師の時間外労働の上限規制

が適応されます。医師の負担を軽減し、なおかつコメ
ディカルがより専門性を活かせるようにと2021年5
月にタスクシフト／シェアの法改正が行われました。
今回はこれからの臨床検査技師としての働き方につい
て、AI を利用して臨床検査業務支援を行っておられ
る SRL 社と実際に内視鏡室で業務を行っている馬場
先生に講演していただきます。

基礎教科：20点（レポートを提出した会員に限る）
閲覧期間：令和4年2月1日㈫～15日㈫
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

（愛知県臨床検査技師会員限定）
令和4年1月1日㈯～1月23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4年2月20日㈰　締切
配信方法：オンデマンド配信
テ ー マ：タスク・シフト／シェアを考える
講　　師：
１．タスク・シフト／シェアの現状と今後

JA 愛知厚生連　安城更生病院　岡田　　元
２．病理検査室のタスク・シフト／シェア

国家公務員共済組合連合会　名城病院　橋村　正人
司　　会： 国家公務員共済組合連合会　名城病院　橋村　正人
内　　容：2021年5月に医師の働き方改革を進めるた

めのタスク・シフト／シェアに関する法改正が成立い
たしました。タスク・シフト／シェアに関する厚生労
働大臣指定講習会も開催されており、皆様の関心も高

尾張南地区研修会（オンデマンド配信）

知多地区研修会（オンデマンド配信）

尾張西地区研修会（オンデマンド配信）

尾張北地区研修会（オンデマンド配信）

研 修 会
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まっていると思われます。そこで今回、愛臨技副会長
にタスク・シフト／シェアの現状と今後についての講
演をして頂きます。また、あまり知られていない、病
理検査室のタスク・シフト／シェアについてもお話し
したいと思います。

基礎教科：20点（レポート提出者に限る）
閲覧期間：令和4年2月5日㈯～13日㈰
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和3年12月15日㈬～令和4年1月31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4年2月20日㈰　締切
開催形式：オンデマンド配信
テ ー マ：メンターに必要なスキル「アンガーマネジメント」
講　　師：
１．「新入職員の初期教育について～メンターシップ制度～」

JA 愛知厚生連江南厚生病院
国際メンターシップ協会認定アソシエートメンター　舟橋　恵二

２．「アンガーマネジメント」
JA 愛知厚生連江南厚生病院
㈳日本アンガーマネジメント協会アンガーマネジメントコンサルタント　楓　　　淳

司　　会：JA 愛知厚生連足助病院　北川　訓子
JA 愛知厚生連安城更生病院　犬塚　　斉

内　　容：医療従事者のみならず、職場での初期教育は
卒後間もない個人へ鮮烈なインパクトを与えます。初
めて社会に触れることへの高揚感と不安感は、それら
初期教育によってさまざまな形に変化することでしょ
う。業務への取り組み姿勢や組織に対する思いは、こ
のイベントに大きく依存していると言っても過言では
ありません。教える側には少々耳の痛い話ですが、そ
れなりの覚悟および資質が要求されるのも当然なのか
もしれません。今回は、初期教育システムとしての「メ
ンターシップ制度」を紹介し、メンター（教える側）の
必須スキルについてお話しします。なかでも、感情コ
ントロールとしてのアンガーマネジメントについてス
ポットを当てて考えてみたいと思いますので、ぜひご
視聴ください。

西三河地区研修会（オンデマンド配信）

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12月23日㈭～令和4年1月9日㈰
※視聴方法は後日メールにて配信

参加費用：なし
定　　員：40名
レポート：なし
日　　時：令和4年1月23日㈰　9：30～16：00
開催場所：名古屋大学医学部基礎棟3F　第1講義室
テ ー マ：末梢血液像の見方

講　　師：
【午前】講義
１．血球形態の標準化について

～骨髄顆粒球系・赤芽球系細胞を中心に～
愛知医科大学病院　榎本めぐみ

２．末梢血標本の見方 豊田厚生病院　蒲澤　康晃
【午後】末梢血液像判読（顕微鏡実習） 血液研究班班員
内　　容：午前の講義では赤芽球系細胞と顆粒球系細胞

の分化・成熟過程や 末梢血液像の基本的な見方につい
て解説します。 午後の顕微鏡実習では症例標本を用い
て異常細胞の形態を観察します。初心者の方は是非参
加してください。

＊新型コロナ感染拡大等の影響により開催方法及び内容
が変更になる場合もあります。ご了承ください。

血液検査研究班

基 礎 講 座

専門教科：20点（レポート提出者に限る）
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和3年12月15日㈬～令和4年1月1日㈯
※視聴方法は後日メールにて配信

参加費用・定員：なし
レポート：令和4年2月4日㈮　締切
日　　時：令和4年1月15日㈯　15：00～17：00
配信方法：ライブ配信
テ ー マ：甲状腺エコーを行うための基礎知識

講　　師：
１．甲状腺の解剖と描出方法

愛知医科大学病院　淀川　千尋
２．開業3年で経験した甲状腺疾患～結節性病変を中心に～

糖尿病・甲状腺　上西内科　野田　徳子
司　　会： 独立行政法人　地域医療機能推進機構　中京病院　箕浦　鮎美
内　　容：甲状腺の画像診断の第一選択は超音波検査

です。甲状腺超音波検査を行う際に必要な基礎知識
や描出方法、甲状腺結節の読み方や経験した甲状腺
疾患の症例について説明します。いろいろな症例を
みて学びましょう。是非ご視聴ください。

生理検査研究班

研 究 会
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記

【申し込み】　令和4年1月1日㈯から28日㈮までに日臨技HP 会員専用サイトから事前申込が必要です。
現地開催：愛臨技会員限定で30名まで（先着順）
オンデマンド配信：WEB 配信にて閲覧。人数制限なし（愛臨技会員以外も許可）。

【開催、閲覧方法】　現地開催：令和4年2月6日㈰
オンデマンド配信：令和4年2月12日㈯から25日㈮まで YouTube での閲覧

【現地開催場所】　藤田医科大学3号館　101講義室　14：00～17：00
【参加費】　無料
【WEB配信方法】　事前申込者（オンデマンド配信）には、閲覧開始前までにメールで連絡致します。
【生涯教育】　専門　20点

注）オンデマンド配信では、レポート提出された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ください。最終締切は2月28日㈪とさせて頂き
ます。ただし、現地開催参加の会員は、レポート提出無しです。

【配信内容】
小児領域の検査について 司会　愛臨技学術部長　内田　一豊

①「小児の検査データの見方～生化学分野」 江南厚生病院　伊藤　智恵
「小児の検査データの見方～血液分野」 小牧市民病院　小川有里子

②「新生児の血液型について」 藤田医科大学病院　及川　彰太
③「小児患者の生理検査の注意点」 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　海老名祐佳
④「ここに注目 !!  小児科の尿検査」 小牧市民病院　前田　佳成

R-CPC：小児の発熱について 司会　愛臨技理事　神野　洋彰
［コメンテーター］ 刈谷豊田総合病院　榊原　千紘

 愛知医科大学病院 　高　　四強
 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　海老名祐佳
 江南厚生病院　伊藤　智恵
 小牧市民病院　小川有里子
特別講演 司会　愛臨技理事　犬塚　　斉
「小児循環器疾患の過去と未来」 藤田医科大学　教授　畑　忠善先生

【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年度スキルアップ研修会は、COVID-19による感染拡大を考慮し、今年度は現地開催とオ
ンデマンド配信（WEB 開催）にて行うことになりました。

内容は、医療機関、臨床検査関連企業へ就職された5年以内の臨床検査技師を対象とし、「小児科
領域の検査～成人と違う検査データの理解～」を紹介させて頂きます。

開催方法は、30名の現地開催のあと同じ内容でオンデマンド配信を行います。下記をご参照く
ださい。多数の参加をお待ちしております。

令和3年度…愛臨技…スキルアップ研修会
『 小児科領域の検査 』
～成人と違う検査データの理解～
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