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特集：第第 70 回回 POC セセミミナナーー・・認認定定救救急急検検査査技技師師制制度度共共同同企企画画（（ススキキルルアアッッププセセミミナナーー in 下下関関）） 

血液ガス分析の知識と分析技術のコツを学ぶ 

 1．はじめに ······················································································································· 三好 雅士   353 
(徳島大学病院) 

 2．血液ガス分析の知識 

   ～その一 酸素化能について～ ················································································ 守田 政宣・他 354～359 
(宮崎大学医学部附属病院 検査部) 

   ～その二 換気能について～ ···················································································· 太田麻衣子   360～365 
(医療法人鉄蕉会 亀田総合病院) 

   ～その三 酸塩基平衡について～ ············································································ 濱田 宏輝・他 366～372 
(社会医療法人愛仁会 高槻病院 検査科) 

 3．実   習 ················································································································ POC 技術委員会  373～379 
(ラジオメーター株式会社、シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社、 

ノバ・バイオメディカル株式会社、シスメックス株式会社、アイ・エル・ジャパン株式会社、 
アボットジャパン株式会社、株式会社テクノメディカ) 

シリーズ 

 臨床検査技師必見！あなたも感染対策の Expert(第 4 回) 

 8．知っておきたい消毒薬の基礎と使用例 次亜塩素酸ナトリウムは万全? ····· 鈴木 高弘   380～384 
(東北大学大学院 薬学研究科 生活習慣病治療薬学分野／日本調剤 医療連携推進部) 

 9．臨床検査室の感染リスクマネージメント 

   臨床検査（POCT を含む）に感染リスクマネージメントって必要？ ··········· 〆谷 直人   385～391 
(国際医療福祉大学 熱海病院検査部) 

シリーズ 

 保健・医療・病院経営と人的資源管理 
  第 20 回介護職員の離職防止に向けた施策（1） ··················································· 井上 仁志   392～395 

(大阪産業大学 経営学部 教授) 

活動報告 

 在宅臨床検査の普及に向けた諸活動 ············································································ 小谷 和彦・他 396～398 
(自治医科大学地域医療学センター	 地域医療学部門) 
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View Point ：臨床検査室探訪　天理よろづ相談所病院

座談会：天理よろづ相談所病院臨床検査部
　上岡新部長　日常業務と学術研究の両立をめざす ········································································219 ～ 225

トップ交代にともなうこれから
　1．病院における研究の実践 ················································································ 下村　大樹 226 ～ 228

（天理よろづ相談所病院 臨床検査部）

　2．検体検査の新たな取り組み ············································································ 倉村　英二 229 ～ 235
（天理よろづ相談所病院 臨床検査部）

　3．多職種連携、いわゆるチーム医療の取り組み ·········································· 木下　真紀 236 ～ 238
（天理よろづ相談所病院 臨床検査部）

緊急報告：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

特別寄稿第 2 弾
新型コロナウイルスの抗体検査について ····························································· 佐守　友博 239 ～ 242

（医療法人 明和病院臨床検査部 主任部長、株式会社エスアールエル 顧問）

解説（特別報告）

外来診療や在宅医療における COVID-19 に対する 
日常的な POCT の活用 ······························································································ 小谷　和彦・他 243 ～ 247

（自治医科大学 地域医療学センター 地域医療学部門）

感染対策の取り組み

市販のモニタアームとアクリル板を用いた
採血室における飛沫感染予防策 ·············································································· 菅井　貴裕・他 248 ～ 253

（新潟大学医歯学総合病院検査部）

音楽業界からの報告

新型コロナウイルス感染症で音楽業界はどう動いたか
とある音楽業界従事者 ·······························································································································254 ～ 256

特集 ：第 10 回 DNA アドバイザー協会（DAAJ）セミナー

1．DTC 遺伝子検査を取り巻く環境と
　DNA アドバイザー協会（DAAJ）の活動趣旨 ···················································· 田村　弘志 257 ～ 258

（DNA アドバイザー協会会長、順天堂大学医学部非常勤講師）

2．日本 DNA アドバイザー協会の認定講座
　～ 遺伝子検査活用セミナーの習得基準と周辺技術の動向 ～ ··················· 川口　竜二 259 ～ 267

（株式会社プロップジーン 代表取締役社長、一般社団法人 HECTEF 理事、

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）専門カタライザー、

日本 DNA アドバイザー協会 ファウンダー／理事）
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検査機器・試薬 

 全自動免疫生化学統合システム VITROS XT7600 の基礎性能評価 ······················· 菅原  猛・他 399～410 
(東京医科大学病院	中央検査部) 

ニュース 

 ALP、LD の常用基準法改定について～国際的なハーモナイゼーション～ ······· 山舘 周恒・他 411～416 
(人間総合科学大学 人間科学部) 

 日衛協 

  11 月に全国 9 支部で臨床検査普及月間大会を開く ······················································································· 417 

 FPIA Japan 

  第 3 回 PASE AWARD を授与 ························································································································ 418 

コラム(新連載) 

 医療と検査機器・試薬編集会議から 

  ④次回診療報酬改定に向けて ············································································································· 419～420 

連載漫画 

 新	 さんしろう先生 がんばるワン(5) ······································································································ 422～424 

趣味に生きる 

 第❺❾回 趣味はオフロードバイクです	
  地球を殴って負けちゃった編 ················································································· 鈴木 里美………425～429 

編集後記 ································································································································· 宮下  勉……………・ 431 

3．遺伝子解析技術とゲノムリテラシー教育 ······················································· 大藤　道衛 268 ～ 275
（DNA アドバイザー協会 理事、東京テクニカルカレッジ・バイオテクノロジー科）

4．最新ゲノム情報の解析と活用 ············································································ 村松　正明 276 ～ 280
（東京医科歯科大学難治疾患研究所ゲノム応用医学部門分子疫学）

シリーズ

超音波検査の精度保証を考える

［4］超音波検査と感染防止 ························································································· 関根　智紀 281 ～ 287
（国保旭中央病院 診療技術局）

保健・医療・病院経営と人的資源管理

第 24 回　管理職研修 ································································································· 井上　仁志・他 288 ～ 292
（大阪産業大学経営学部教授）

トピックス

穿刺液検体の細胞数と細胞 3 分類検査法（用手法と機械法の相関） ··············· 保科ひづる・他 283 ～ 303
（諏訪中央病院 検査科）

リレーコラム

検査技師の四方山話〈 第三区〉

～ 今回のテーマは「走る」～ ····················································································· 常名　政弘 304 ～ 306
（東京大学医学部附属病院検査部 副技師長）

レポート

サモアと日本の懸け橋になることを願って

臨床検査を通してサモアに何を伝え、

　サモアから何を学ぶべきなのかを考える－第 1 回－ ···································· 中島　康仁 307 ～ 310
（元 JICA SV サモア独立国派遣・現 関西医療大学 臨床検査学科）

ゲスト百珍

プロフェッショナルに学ぶ

〜活きる土創り〜コンシェルジュバーテンダー ················································· 内田　高史 311 ～ 314

連載漫画

新 さんしろう先生　がんばるワン（9） ······································································································· 316 ～ 318

編集後記 ································································································································· 萩原　　聡 319


