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会長就任にあたって

令和4年6月12日に開催されました定時総会でご承認いただき、引き続き
開催された理事会において当会第15代目の代表理事・会長に選任いただき
ました藤田医科大学病院の藤田孝です。中根前会長の事業を継承し、精一杯
務めて参りますのでどうぞよろしくお願いいたします。定時総会では私のほ
か、副会長2名、理事8名、監事1名の計12名が新たに着任することもご承
認いただきました。新体制でのスタートに、不安もありますが、中根前会長
には顧問に着任していただき、新任理事の新しい活力と、重任理事の経験を
もとに会務を遂行して参りたいと考えております。

当会理事会との関わりを振り返りますと、18年ほど前、いち研究班班員
だった私に、当時の会長で職場の技師長でもあった荻津直通現名誉会員から、

「来年度から愛臨技の庶務部長」と突然指名されたことに始まります。当時、
右も左もわからない新任の若造庶務部長を多くの先輩方が、本当に懇切丁寧
に導いてくださいました。今日まで理事を9年間、副会長を8年間務めさせ
ていただき、4名の歴代会長の許で多くの経験を積ませていただきました。
今後は会長として、17年間の経験をもとに、愛臨技が更に発展できるよう
役員一同努めさせていただきます。

ここ2年ほどは新型コロナウイルス感染症の感染拡大から、オンデマンド
を中心に事業を展開して参りました。オンデマンドの活用は、当会の活発な
活動が他県会員の目に留まるようになり、全国的に注目される技師会となり
ました。一方、感染状況に留意しながら実技を伴う研修会・講習会も実施し、

「新型コロナウイルス感染症に係わるワクチン接種のための筋肉内注射実技
研修」や「タスクシフト / シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」は全国屈
指の受講者を輩出し、県内各所で活躍していただいております。

最近になり、コロナ禍からの脱却に少し光が見え始めてきたようにも感じ
ます。新たな生活様式が求められると同様、会務遂行も新たなスタイルが求
められる2年間になるかと思います。愛知県健康福祉部や愛知県医師会をは
じめとした関係各所との連携を深め、会員の皆様にとって、また県民の皆様
の健康増進や公衆衛生の向上にとっても有用な活動を展開して参りたいと考
えております。会員の皆様には、これからも当会活動にご理解を賜り、ご支
援いただきますようよろしくお願いいたします。

愛臨技会長　藤田　孝



フレッシュセミナー2022　3年ぶりの開催
組織部長　刑部　恵介

4月24日（日）にウインクあいちにて新入職者を対象
にした “ フレッシュセミナー2022” を開催しました。
3年ぶりの対面開催で事前登録された77名全員が参加
してくれました。例年は日臨技・愛臨技の紹介、マナー
講習やフィットネスを行い、最後は軽食を取りながら
親睦を深めてもらう食事会といった企画でした。コロ
ナ禍での開催となる今年度は技師会の紹介までは同じ
ですが、それ以降は趣向を変えて “ 管理者から新人さ
んに期待すること ” の講演に続きフリートーク企画と
して “ ここでしか聞けない先輩技師からの…” をゲス
ト講師として転職や産休などを経験した10-15年目の
3名の技師さん（男性1名、女性2名）に参加いただき、
事前に取ったアンケートに対する回答や自身の経験談
などを話していただきました。参加者にとって、自分
たちが通る線上にいる先輩技師の生の声を聴くことが
でき、有意義な時間を過ごしていただけたと思いま
す。またセミナーの最後には軽食ではなく素敵なお土
産を用意しました。参加された皆さんが同級生との再
会に話に花が咲き、笑顔一杯なセミナーとなり改めて
対面っていいなぁ…と実感しました。今後も組織部と
して、様々な事業をコロナ禍の中、感染対策を十分取
りながら開催していきたいと思います。ぜひ皆さんも
積極的にご参加ください。組織部一同お待ちしており
ます！
フレッシュセミナー2022に参加して

藤田医科大学病院　尾﨑　文音
4月24日に開催されたフレッシュセミナー2022に

参加させていただきました。愛臨技や日臨技の紹
介、現場で働く先輩技師の方からアドバイスや新
入職員からの質問に答えていただきました。

愛臨技や日臨技では臨床検査技師としてスキル
アップをするための行事が開かれており、日々の
業務に取り組みながら参加し学んでいくことで成
長することができる環境があることを知りまし
た。

フリートークでは3人の先輩技師の方に答えて
いただきました。新入職員が質問することで、不
安や悩みを共有でき、自分1人ではないと前向き
な気持ちになれました。また、対面で開催され、
他病院の方々と交流できてよかったです。

今回セミナーに参加し、自分自身がどのように
仕事に取り組んでいきたいか、考えるきっかけができ
ました。これから臨床検査技師として医療に貢献でき
るよう、積極的に愛臨技や日臨技の行事に参加し励ん
でいきたいと思います。
フレッシュセミナー2022に参加して

安城更生病院 　臨床検査技師　川端　康平
2022年4月24日に開催されたフレッシュセミナー

に参加させていただきました。セミナーの第一部は日
本臨床衛生検査技師会 ･ 愛知県臨床検査技師会がどう
いったものかを知るいい機会になりました。技師会が
目指す臨床検査技師像になりたいと思いました。その
ために、技師会の活動にも積極的に参加したいです。
そして、多くの人と交流し、様々なことに取り組み、
たくさんのことを経験したいと思いました。また、技
師会の活動などで学んだことを周りと共有していき、
みんなで高め合っていける人物になりたいです。

セミナーの第2部は、先輩方とのフリートークが行
われました。先輩方も就職したばかりの時は、私たち
と同じように不安な気持ちをたくさん抱えていたこと
を知り、少し安心するとともに、私たちも先輩方のよ
うに辛いことも乗り越え、一人前の臨床検査技師にな
りたいと思いました。また、先輩方は自分の仕事にしっ
かりやりがいを持っていて、素敵だと感じました。今
はルーティン業務を覚えることで精一杯ですが、数年
後には様々な技術と知識を身につけ、私も臨床検査技
師としての誇りとやりがいを持って仕事に取り組みた
いです。

この度は貴重なお話をいただき、ありがとうござい
ました。

フレッシュセミナー2022
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地 区 だ よ り

尾張南地区ってどんなところか皆さんご存知です
か？港区、熱田区、瑞穂区、南区、緑区、天白区と名
古屋の地区で唯一名古屋市内のみで構成されていま
す。そして、全国的にも有名なレゴランドや熱田神宮、
都市でありながら広大な敷地をもつ大高緑地、歴史の
ある有松絞りなど様々な魅力がある地区です。また、
どれだけの会員がいるかというと、2022年2月時点
で34施設、378名の会員が登録され、その中のひと
つとして、名古屋市南東部の天白区平針に名古屋記念
病院はあります。「がんと免疫」を中心にした総合病院
として1985年に開院しました。現在では急性期医療
を提供する病院となり、24時間体制で救急医療に取
り組み、地域医療支援病院、愛知県がん診療拠点病院、
災害拠点病院など社会医療法人の病院として地域に根
付いています。また、臨床検査部では全国2番目とし
て開院時より診療前30分検査を行っています。

さて、平針というと最初に思い浮かぶのは平針運転
免許試験場でしょうか。他にも、以前地区だよりで紹
介した針名神社や名古屋市農業センターがありますの
で、お近くに来られたときに
は是非立ち寄ってみてくださ
い。ところで、平針運転免許
試験場が3年間かけて施設の
建て替え工事を行い、2020
年に新庁舎、2021年に駐車
場が完成したことは知ってい
ますか？当院は、この平針運
転免許試験場の余剰地に新築
移転を計画しています。現在
は整地された状態で、移転に
向けて準備をしているところ
です。移転することにより緑
区に近付き、地下鉄の鶴舞線
からも桜通線からもアクセス

ができるようになります。景観が良い場所に新病院が
完成するのを心待ちにして職員一同頑張っています。

尾張南地区
名古屋記念病院　川村　辰也

針名神社の御神木スギ

愛臨技HP　求人情報掲載
愛臨技 HP に臨床検査技師求人情報の掲載を

始めました。
掲載を希望される会員は愛臨技 HP 会員サイ

ト内「各種手続き」、「求人掲載依頼」画面にて必
要事項を入力、求人票登録をお願いいたします。

なお、求人掲載は施設会員のみとしますが、
求人情報は会員以外でも閲覧可能です。

詳細は愛臨技 HP にてご確認ください。

メールアドレス登録と受信設定のお願い
当会からの重要な連絡事項等を、日臨技会員ページ

に登録されているアドレス宛にメール配信します。
登録メールアドレスの変更がありましたら、日臨技

会員ページよりご変更をお願いいたします。
また迷惑メール防止の受信設定をされている方は、

下記のメールアドレスからの受信ができるよう、設定
のほどお願いいたします。

jamt_pref23@sys.jamt.or.jp

名古屋記念病院新病院予定地　奥に見えるのは平針運転免許試験場

32022.7



専門教科：20点（レポート提出者に限る）
閲覧期間：8月6日㈯～ 19日㈮
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

令和4年7月6日㈬～ 30日㈯
※視聴方法は後日メールにて配信

定　　員：100名
参加費用：なし
レポート：8月26日㈮締切

配信方法：オンデマンド配信
テ ー マ：生殖医療領域における内視鏡手術
講　　師：藤田医科大学 ばんたね病院 産婦人科 准教授　内海　史
内　　容：物理的な手術で取り除ける場合や病気が不妊

原因になっていると考えられる場合、その病的部分を
取り除いたり、小さくしたりする手術によって治療し
た上でタイミング法や体外授精を行います。今回、不
妊原因を取り除く目的で内視鏡手術や術後について講
演していただきます。皆さまのご参加をお待ちしてい
ます。

生殖医学検査研究班

専門教科：20点
日　　時：8月7日㈰　9：00～16：30
参加方法：愛臨技 HP から事前参加登録

7月1日㈮～15日㈮
定　　員：40名（応募者多数の場合は、業務経験年数等

を考慮し施設ごとに調整させていただきます
のでご了承ください。）

参加費用：県内会員：3,000円
（県外会員：3,500円、非会員：5,000円）

場　　所：名古屋大学医学部基礎棟3F　第2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）
血液検査研究班班員

内　　容：午前の講義では血球形態の標準化についてと
末梢血標本の基本的な見方について学びます。午後の
顕微鏡実習では症例標本から異常細胞の形態を観察し
ます。初心者の方は是非ご参加ください
注意事項：参加の可否については、7月22日頃までにメ

血液検査研究班…（現地参加）

講 演 会

基 礎 講 座

令和4年度の後期については下記の日程を予定しております。募集開始は2か月前で準備しております。令和5
年度以降も継続して開催します（令和7年度終了予定）。

10月30日㈰　　豊橋市民病院
12月18日㈰　　藤田医科大学
12月18日㈰　　豊橋市民病院
 1月15日㈰　　日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院（八事日赤）
 1月29日㈰　　藤田医科大学
 2月 5日㈰　　日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院（八事日赤）
 2月19日㈰　　藤田医科大学

以上の日程を予定しておりますが、新型コロナウイルスの感染状況によって日程が変更・中止となる可能性が
あります。

豊橋市民病院での開催は2022年で終了予定です。早めに講習会ビデオ視聴を済ませるようにしてください。
会員の皆さんのご希望に添えず、なかなか受講できない状況ではありますが、愛知県は全国的にみても年間

15回と多くの講習会を開催しております。ご理解の程よろしくお願い致します。

令和4年度
タスク・シフト／シェアに関する

厚生労働大臣指定講習会開催予定（後期）
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ールで参加費の支払い方法とともに連絡いた
します。

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

専門教科：20点（レポートを提出した会員に限る）
閲覧期間：8月20日㈯～9月2日㈮
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

7月30日㈯～8月13日㈯
※視聴方法は後日メールにて配信

定　　員：なし
参加費用：なし
レポート：9月9日㈮　締切
配信方法：オンデマンド配信
テ ー マ：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～
講　　師：愛知医科大学病院　榎本めぐみ
内　　容：8月7日に開催される基礎講座の午前の講義

でお話しいただく血球形態の標準化についての講演
を、伝達講習会としてオンデマンド配信いたします。
初心者の方のみならず、骨髄像判読経験者の方も是非
ご参加ください。

※「現地開催」（愛臨技 HP より）と「オンデマンド配信」
（日臨技 HP より）の申し込み間違いにはご注意くださ
い。

専門教科：20点
日　　時：8月7日㈰　9：00～17：00
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

7月8日㈮～22日㈮
定　　員：30名
※申し込み状況により、こちらで調整させていただく場

合があります。
参加費用：4,000円
対　　象：微生物検査経験年数3年以下
場　　所：名古屋大学大学院医学系研究科

基礎研究棟3階
テ ー マ：考動へ！身に付けよう、微生物検査の基本スキル
講　　師：１．喀痰 愛知医科大学病院　坂梨　大輔

２．尿 小牧市民病院　西尾美津留
３．便 豊橋市民病院　山本　　優
４．血液 JA愛知厚生連江南厚生病院　河内　　誠

実　　習：微生物検査研究班班員　一同
司　　会：名古屋掖済会病院　市川佳保里

名古屋大学医学部附属病院　川村　和光
内　　容：普段行っている検査、しっかり理解できていま

すか？なぜこの検査をやっているのか？どういう意味が
あるのかを考えて検査を進めることで、臨床へより実
用的で質の高い検査結果を報告することができます。

実習では基本的な手技や検査のポイントについて班
員のアドバイスを聞きながら一緒に症例を解いてい

き、講義では実習で解いた症例について詳しく解説し
ていきます。

なお当日までの連絡は日臨技からメールで行いま
す。日臨技からのメールを受信できるように設定をお
願いします。日臨技 HP から事前参加登録した際に完
了メールが届かない場合は（aamt-microbio@aichi-
amt.or.jp）へご連絡ください。

専門教科：20点
日　　時：9月10日㈯　13：00～16：00
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

7月1日㈮～31日㈰
定　　員：45人
参加費用：2,000円
対 象 者：輸血検査に携わって間もない方・基本操作の再

確認・日当直のみ輸血検査を実施している方
配信方法：ライブ配信
テ ー マ：「みんなで一緒に考えよう～こんな検体に

遭遇したら、あなたはどうしますか？～」
講　　師：輸血検査研究班班員
内　　容：実技講習会

赤血球洗浄や血液型検査などの基本操作について動
画を用いて解説します。日常的に実施している操作の
ポイントを掴むことで知識・技術の向上を目指します。
また、症例を基にグループでディスカッションを実施
します。ディスカッションを通じて、新たな気づきを
見出し知識の向上を目指します。

専門教科：20点
日　　時：9月11日㈰　10：00～16：00
参加方法：日臨技 HP から事前参加登録

7月1日㈮～31日㈰
定　　員：45人
参加費用：5,000円
対 象 者：輸血検査のスキル向上を目指す方・施設で輸

血検査を指導する立場の方
配信方法：ライブ配信
テ ー マ：「みんなで一緒に考えよう～こんな検体に

遭遇したら、あなたはどうしますか？～」
講　　師：輸血検査研究班班員
内　　容：実技講習会

日常で遭遇し得る症例を想定した模擬検体で検査手
技（検査法の選択・正しい手技）や結果解釈について理
解を深めます。実際の検体を検査することにより、“ 予
期せぬ反応 ” に遭遇した際の対応力習得を目指しま
す。

※応用コースでは、実技用模擬検体（血液型検査・不規
則抗体検査）および一部試薬（不規則抗体同定試薬）を
送付します。自施設にて検査を行い、試料到着後1週
間以内に Google フォームで回答してください。

血液検査研究班（オンデマンド配信）

微生物検査研究班

輸血検査研究班：基本コース

輸血検査研究班：応用コース
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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！

AiCCLS
愛知県臨床検査

標準化協議会

通 信
（第82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、愛知県臨床検査値統一化ガイドライン「尿定性検査の手順書」についてご
紹介いたします。

尿検査は非侵襲的で日常的によく使われる臨床検査のひとつであり、臨床検査技師のみならず医師、看護師
など他の医療スタッフも携わることがあります。中でも尿試験紙検査法は、操作が簡便で迅速に実施すること
ができますが、検査環境によっては偽陽性・偽陰性を呈することがあります。そこで本手順書では、起きやす
い偽反応とその確認試験を中心に実践的に纏め上げました。

詳しい内容、購入方法については、愛知県臨床検査技師会 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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