
[第一号議案] 

【はじめに】 

 「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」が行われるようになってから 4 年目になるが、青森

県内の受講者はまだ半数をわずかに超えた程度である。全国的に開催の回数が削減されており、仙台

の開催は来年度は 1 回になる可能性も出てきた。今年度は 7 月 21 日、22 日と 10 月 27 日、28 日が

予定されており、まだ参加されていない方は積極的に受講されるようお願いしたい。この講習会は基

本的には来年度までとしており、それまでに受講しない場合は資格が取得できなくなる可能性もある。 

 また、昨年 6 月には医療法が改正され検体検査の精度管理に関する事項が盛り込まれることになっ

た。詳細について少しずつ出てきているが、試薬管理台帳や標準作業手順書、作業日誌などが義務付

けられ、今後このような書類は、現時点でこのような書類が無い場合は、準備していく必要が出てき

ている。このように我々を取り巻く環境はめまぐるしく変化してきており、技師会の活動もそれに沿

った形で取り組んで行く必要がある。このような流れに取り残されないようにするためにも、なお一

層の技師会活動への参加をお願いしたい。 

 

【会務報告】 

1. 会員 

平成 30 年 3月 31日現在：626人 

新入会員：36名  再入会：3名  転入：13 名  転出：7名   退会：28名 

2. 定時総会の開催 

日時：平成 29 年 6月 3日（土）午後 5時から午後 5時 50分 

会場：まかど観光ホテル 

会員 619 名 

出席者数 478名（うち書面表決 382名）  出席率  77％ 

3. 諸 会 議 

3.1. 理事会・常任理事会 

①.理事会：平成 29年 4 月 23日、6月 3 日、平成 30年 1 月 27日、3月 11 日 

②.常任理事会：平成 29 年 4月 23日、平成 30 年 1月 27日、3月 11日 

3.2. 各種委員会 

①.学術委員会：6月 10 日 

②.会誌編集委員会：随時 

③.健康展運営会議：担当支部で随時 

④.表彰審査委員会：平成 30年 2月 

3.3. 関連団体会議 

①. 日臨技 平成 29年度定時総会：平成 29 年 6月 24 日(東京都) 

②. 日臨技 全国幹事会連絡会議：平成 30年 2月 3 日 (東京都) 

③. 北日本支部 第 1回幹事会：平成 29年 6月 9 日(札幌市) 

④. 北日本支部内連絡会議：平成 29 年 10月 13日(秋田市) 

⑤. 北日本支部 第 2回幹事会：平成 30年 2月 23 日(仙台市) 

⑥. 東北臨技代表者会議：平成 29年 7月 7 日（秋田県仙北市） 



4. 発行文書等 

①. 総会議案書 ： 平成 29 年 5月 

②. 学会要旨集 ： 平成 29 年 5月 

③. 会誌第 42巻 ： 平成 29 年 12月 

④. 会報 ： 117号（11 月 15 日）、118 号（平成 30 年 3月 31日） 

⑤. 精度管理・標準化事業報告書 ：平成 30年 3 月 

⑥. 公文書 ： 1号から 146 号 

5. ホームページの更新 

研修会案内・議事録の掲載・精度管理などを中心に 80回更新 

6. 会員福利厚生 

①. 情報交換会 

6月 10日(土)  野辺地町 

7. 主務官庁からの依頼への対応 

  ①.青森県精度管理専門委員 1 名を派遣 

  ②.青森市精度管理専門委員 1名を派遣 

  ③.八戸市精度管理専門委員 1名を派遣 

 

 

【事業報告】 

1. 地域住民への衛生思想の普及啓発及び地域保健事業への協力に関すること 

1.1. 青森県医師会の生徒心電図検診事業の協力機関としてその事業に会員を派遣 

実施日：平成 29年 4月 10日～5月 26日  

実施校：85校 

受診者：9,855名 

派遣技師数：260名 

1.2. 健康展への協力 

 ①.八戸市環境・健康フェスタ 2017への協力 

実施日：平成 29年 10月 1日(日)  

開催地：八戸市公会堂・公民館ホール 

参加技師：30名 

内容：SMBG機器による自己血糖値測定 443名 

 ③.弘前市第 31回市民の健康まつりへの協力 

実施日：平成 29年 7月 9日(日) 

開催地：弘前市ヒロロスクエア 

参加技師：10名 

内容：自己血糖測定、尿定性・尿中塩分濃度測定 

 ④.黒石市健康づくり市民の集い 

実施日：平成 29年 11月 18日（土）、19日（日） 

開催地：スポカルイン黒石 

参加技師：12名 



内容：自己血糖測定、尿定性・尿中塩分濃度測定 

1.3.青森県高校生向け臨床検査技師ガイダンスの開催 

   開催日：7月 15日（土） 

   開催地：弘前大学医学部保健学科、弘前大学医学部附属病院検査部 

   参加技師：20名 

   参加高校生：34名 

   内容：【保健学科】 

    臨床検査技師の現状と将来について 

    弘前大学保健学科養成課程について 

    学校見学、実習 

   【病院検査部】 

    一般、血液、生化学、細菌、生理、採血、病理、輸血部門の見学・体験実習 

 

 

2. 学会及び学術的な研修会の開催、精度管理調査、検査値標準化の推進に関すること。 

2.1. 第 44回青森県医学検査学会（参加者：会員 148名、賛助会員 36名、学生 8名） 

実施日：平成 29年 6月 4日(日) 

開催地：まかど観光ホテル（野辺地町） 

教育講演 『検査データから考える血液疾患』 

         社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 

                  臨床検査部 部長        手登根 稔 先生 

特別講演『臨床検査技師としてのキャリアデザイン －どんな生き方しますか－ 』 

              北陸大学医療保健学部 医療技術科 教授      油野 友二 先生 

一般演題 22題 

ランチョンセミナー『新しい肝線維化マーカーについて 』（提供：シスメックス株式会社） 

       シスメックス株式会社 仙台支店 学術サポート課        青沼 佳孝 氏 

 

2.2. 精度管理指導講習会（参加者：103名） 

日時：平成 29年 6月 3日(土) 13：00 ～ 14：36 

会場：まかど観光ホテル（野辺地町） 

「平成 28年度 青臨技精度管理調査報告」 

  血  液：瀬川 恵（青森県立中央病院） 

  一  般：山本 佳貴（メディカルコート八戸西病院） 

  輸  血：原田 みなみ（三沢市立三沢病院） 

  生物化学：四木 美代子（三沢市立三沢病院） 

  生理機能：高松 みどり（むつ総合病院） 

  病理 病理分野 ：熊谷 直哉（弘前大学医学部附属病院） 

  病理 細胞診分野：八木橋 祐弥（青森市民病院） 

  感染制御：小又 誉史（公立七戸病院） 

 



2.3. 検査研究部門別研修会 

①.第１回感染制御部門部門研修会（参加者：36名） 

  日時：平成 29年 5月 20日（土） 

  会場：青森県観光物産館アスパム ６階「八甲田」 

   プログラム： 

   <セクション１> 

    講演 1「質量分析装置の現状と今後の展望について」 

           ベックマン・コールター株式会社マイクロバイオロジー 

                         マーケティング部      上田 修 氏 

    講演 2「微生物検査における遺伝子解析の現状と今後の展望」 

          日本ベクトン・ディッキンソン株式会社ダイアグノスティックス事業部 

                 アプリケーションスペシャリスト     川口 壽太郎 氏 

   <セクション２> 

    演題 1「MALDI-TOF MS導入による微生物検査業務の変化と運用の実際」 

                弘前大学医学部附属病院 検査部         木村 正彦 

    演題 2「LAMP法の運用状況について」 

                    弘前市立病院 臨床検査科          小杉 貴久 

    演題 3「当検査センターにおける ESBL産生菌検出の取り組み」 

               弘前市医師会健診センター 検査課          鶴谷 直子 

    演題 4「感染管理に係る多職種間の情報共有の取り組み」 

              国立病院機構弘前病院 臨床検査科          佐藤 恵美子 

        演題 5「臨床現場に貢献する細菌検査室からの情報発信システムの構築」 

                  八戸市民病院 臨床検査科          鎌田 恵理子 

   <セクション３>  

    特別講演「臨床微生物検査の今後の展望－「知的」微生物検査を目指して－」 

           福島県立医科大学 新医療系学部設置準備室 教授    豊川 真弘 先生 

 

 ②.第 2回感染制御部門研修会（参加者：34名） 

  日時：平成 29年 12月 9 日（土） 

  会場：弘前総合保険センター ４階視聴覚室 

  プログラム： 

   報告「青森県における薬剤耐性菌の検出状況（MINAデータより）」 

               弘前市医師会健診センター 検査課         月足 正辰 

   ベーシックレクチャー「薬剤感受性検査の結果をいかすために～抗菌薬の基礎知識～」 

         栄研化学株式会社 マーケティング推進室三部一課      山口 重人 氏 

   講演 1「抗菌薬の上手な使い方～何をどのくらい投与すべきか？ 

：感染症および検査専門医として」 

         弘前大学大学院臨床検査医学講座 准教授 

         弘前大学医学部附属病院感染制御センター副センター長   齋藤 紀先 先生 

   



   講演 2「AMR対策の動向」 

         青森県中南地域県民局地域健康福祉部 地域健康福祉部長 

         厚生労働省厚生科学審議会感染症部会薬剤耐性（AMR）に関する小委員会委員                                                                

                                     山中 朋子 先生 

 

③.生物化学分析部門研修会（参加者：20名） 

  日時：平成 29年 8月 26日（土） 

  会場：アピオあおもり 2階 大研修室 2 

  プログラム： 

   講演 1「平成 28年度青臨技精度管理生物化学分析部門報告」 

           青臨技生物化学分析部門 部門長 

           つがる西北五広域連合 つがる総合病院 臨床検査部    鰐田 ひとみ 

   講演 2「卵巣がんの新規腫瘍マーカー HE4のご紹介」 

           アボットジャパン株式会社  

             東日本営業部テクニカルスペシャリスト         嶋崎 徹 氏 

   講演 3「敗血症診断に於けるプロカルシトニンの活用」 

        ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

         ラボソリューション営業本部 臨床セールスグループ      岩橋 伸剛 氏 

   特別講演「あなたはコナン君になれるか・・・？」 

         つがる西北五広域連合 鯵ヶ沢病院 検査科 技師長        安田 善一  

 

 ④.一般検査部門研修会（参加者：47名） 

  日時：平成 29年 9月 2日（土） 

  会場：青森市民病院 3 階 大会議室 

  プログラム： 

   講演 1「一般外来で診る尿検体の診断と検査フォロー」 

               シスメックス株式会社 学術サポート課      篠原 由樹 氏 

   講演 2「平成 28年度青臨技精度管理調査報告」 

                  鷹揚郷腎研究所弘前病院 臨床検査部       高杉 洋子 

      講演 3「青臨技フォトサーベイからみえる尿沈渣鑑別のポイント」 

            平内町国民健康保険平内中央病院 臨床検査科        坂牛 省二 

   講演 4「尿中赤血球形態の鑑別技術と最近の話題」 

         東京大学医学部附属病院 検査部 副臨床検査技師長     宿谷 賢一 先生  

   

 ⑤.病理検査部門研修会（参加者：42名） 

  日時：平成 29年 11月 11日（土） 

  会場：八戸市立市民病院 講堂 

  プログラム： 

講演 1「遺伝子検査検体取扱いを含めた検体提出方法と注意点」 

         株式会社ピーシーエル・ジャパン病理・細胞診センター 



                   川越特殊検査部特殊検査課       秋葉 浩一 先生 

講演 2「『病理検体取扱いマニュアル』（日本病理学会）に基づいた患者安全管理を目指して」 

                山形大学医学部附属病院 病理部       鈴木 俊紀 先生 

講演 3「細胞診スライドカンファレンス」  

                    八戸市立市民病院 臨床検査科       須藤 安史 

   

⑥.輸血・移植検査部門研修会（参加者：18名） 

  日時：平成 29年 11月 18日（土） 

  会場：青森市民病院 地下１階 臨床検査部 

  実技内容：初級者向け 

       1．血液型検査 

       2．不規則抗体スクリーニング 

       3．交差適合試験 

  プログラム： 

    実技実習 

    講演・解説（実習内容について解説を中心に） 

      「輸血のための検査について」 

                     青森市民病院 臨床検査部        本田 昌樹  

 

⑦.生理機能検査部門研修会（参加者：39名） 

  日時：平成 30年 1月 21日（日） 

  会場：弘前大学医学部附属病院 5階 大会議室 

  プログラム： 

   <ハンズオントレーニング>心臓（初級・中級）、腹部（初級・中級）、下肢 DVT 

   <症例レクチャー>心臓、腹部、下肢 DVT 

     １．各領域で講師によるデモンストレーション 

     ２．申込領域でのハンズオントレーニング 

     ３．症例レクチャー 

 

⑧.血液検査部門研修会（参加者：41名） 

  日時：平成 30年 2月 24日（土） 

  会場：青森県観光物産館 アスパム 

  プログラム： 

   講演 1「血液細胞形態を学び血液像と骨髄像に挑もう！」 

                   東北大学病院 検査部         菅原 慎吾 先生 

   講演 2「基礎から学ぶ凝固検査～正しい凝固検体の取り扱いから全てが始まる～」 

              山形大学医学部附属病院 検査部         叶内 和範 先生 

     

⑨.一般検査部門研修会（参加者：39名） 

  日時：平成 30年 3月 24日（日） 

  会場：弘前大学医学部附属病院 5階 大会議室 

  プログラム： 



   講演 1「多彩な形態像を呈する尿細管上皮細胞の鑑別と意義」 

        平内町国民健康保険平内中央病院 診療技術部 臨床検査科     坂牛 省二 

   講演 2「尿細管上皮にも影響を及ぼす異型細胞鏡検の行方」 

              株式会社リンテック 検査統轄部 顧問      藤 利夫 先生 

  

2.4. 支部研修会 

【東青支部】 

①.第１回東青支部執行部企画勉強会 生理検査部門（参加者：26名） 

日時：平成 29年 7月 13日（木） 

   会場：青森市民病院 地下１階 臨床検査部 技師討議室 

   内容：「肺機能の測定原理とポイント」 

                        フクダ電子株式会社      仁田原 武 氏 

 

 ②.第 2回東青支部執行部企画勉強会（参加者：23名） 

日時：平成 29年 8月 24日（木） 

   会場：青森市民病院 地下１階 臨床検査部 技師討議室 

   内容： 

    講演１「血液型確定について～青臨技・輸血移植検査部門の取り組み～」 

                      青森市民病院 臨床検査部       津嶋 里奈 

    講演 2「検査データを読んでみよう」 

                     青森市民病院 臨床検査部       本田 昌樹 

 

③.第 3回東青支部執行部企画勉強会 感染制御部門（参加者：11名） 

   日時：平成 29年 11月 28 日（火） 

   会場：青森市民病院 地下１階 臨床検査部 技師討議室 

   内容：「梅毒血清検査の現状と歴史」 

               株式会社シノテスト 盛岡支店 支店長      梶川 博史 氏 

                    

 ④.東青支部研修会 生理機能検査部門（参加者：22名） 

   日時：平成 30年 3月 1日（木） 

   会場：青森県立中央病院 2階 臨床検査部技師室 

   内容：「患者とのコミュニケーション法～悩みに直面した時のこころの動き～」 

             青森県立中央病院 メンタルヘルス科 部長     鈴木 克治 先生 

 

 ⑤.第 4回東青支部執行部企画勉強会 生理機能検査部門（参加者：10名） 

   日時：平成 30年 3月 15日（木） 

   会場：青森市民病院 地下１階 臨床検査部 技師討議室 

   内容：「BLS救急法の手順と実践～“知っている”から“実践できる”へ～」 

         青森市民病院医療技術局臨床工学室 主任臨床工学士    本間 健一郎 先生 

 



 【中弘南黒支部】 

 ①.一般検査部門研修会（参加者：15名） 

   日時：平成 29年 9月 30日（土） 

   会場：弘前市立病院 2階 指導室 

   内容： 

    講演１「H28青臨技サーベイからみえた重要視したポイントの違い」 

                 鷹揚郷腎研究所弘前病院 臨床検査部      高杉 洋子 

    講演２「尿沈渣成分の鑑別ポイント－上皮細胞類を中心に－」 

             平内町国民健康保険平内中央病院 診療技術部      坂牛 省二 

    講演３「ミニフォトテスト」 

                 鷹揚郷腎研究所弘前病院 臨床検査部      高杉 洋子 

 

 ②.生理検査部門研修会（参加者：31名） 

   日時：平成 29年 10月 26 日（木） 

   会場：弘前市立病院 2階 指導室 

   内容：「中級者向け心電図講習会『楽しい心電図！中級編』」 

                 フクダ電子株式会社 営業企画室       柄本 敦典 氏  

 

 ③.輸血部門研修会（参加者：23名） 

   日時：平成 29年 11月 30 日（木） 

   会場：弘前市立病院 2階 指導室 

   内容： 

    講演１「安全な輸血医療は血液型二重チェックから」 

                  弘前大学医学部附属病院 輸血部       金子 なつき 

    講演２「輸血検査における抗体の基礎知識」 

         バイオラッド・ラボラトリーズ株式会社 

            カスタマーケア本部診断薬カスタマーサポート部     小黒 博之 氏 

 

 ④.平成 29年中弘南黒支部勉強会（参加者：26名） 

   日時：平成 29年 12月 15 日（金） 

   会場：弘前大学医学部保健学科 B棟 3階 33講義室 

   内容： 

    講演１「DICの病態と抗凝固療法」 

         旭化成ファーマ株式会社 医療マーケティング総部 

                          学術推進グループ     加藤 安一 氏 

    講演２「血液凝固線溶分子マーカーの最新トピックス～血栓止血領域のトレンド情報～」 

           シスメックス株式会社 仙台支店 学術サポート課     阿部 一郎 氏 

 

 

 



【西北五支部】 

①.西北五支部感染制御部門研修会（参加者：22名） 

   日時：平成 29年 7月 8日（土） 

   会場：つがる西北五広域連合つがる総合病院 1階 大ホール 

   内容：「抗酸菌薬検査ガイド 2016の解説と最近の知見」 

            極東製薬工業株式会社 営業学術部 顧客支援課     葛原 繁明 氏 

   

 ②.西北五支部生理機能部門研修会（参加者：22名） 

   日時：平成 29年 7月 8日（土） 

   会場：つがる西北五広域連合つがる総合病院 1階 大ホール 

   内容：「心エコーハンズオンセミナー」 

           つがる西北五広域連合つがる総合病院 臨床検査部      小山内 誠 

 

 ③.西北五支部一般検査部門研修会（参加者：18名） 

   日時：平成 29年 11月 18 日（土） 

   会場：つがる西北五広域連合つがる総合病院 3階 会議室 2・3 

   内容：「便潜血・定量測定（数値化法）意義」 

         アルフレッサファーマ株式会社 営業本部 医薬診断薬 営業統括部 

           便潜血推進部 便潜血推進室 専任マネージャー      津田 幸逸 氏 

 

 ④.西北五支部血液検査部門研修会（参加者：18名） 

   日時：平成 29年 11月 18 日（土） 

   会場：つがる西北五広域連合つがる総合病院 3階 会議室 2・3 

  内容：「血液ガス分析の基礎とデータの見方」 

           シーメンス HCD株式会社 学術部 学術グループ      横山 稔 氏 

 

⑤.西北五支部生物化学分析部門研修会（参加者 18名） 

   日時：平成 29年 11月 18 日（土） 

   会場：つがる西北五広域連合つがる総合病院 3階 会議室 2・3 

  内容：「共存物質・薬剤が測定値に与える影響について」 

                 和光純薬工業株式会社 東北営業所     藤野 陽子 氏 

 

【下北支部】 

①.第１回支部研修会（参加者：25名） 

   日時：平成 29年 6月 26日（月） 

   会場：むつ総合病院 カンファレンス室 

   内容：「アルブミン製剤の適正使用について」 

                     日本血液製剤機構 学術担当     星崎 浩一 氏 

 

 



②.第２回支部研修会（参加者：20名） 

   日時：平成 29年 9月 27日（水） 

   会場：むつ総合病院 カンファレンス室 

  内容：血液・輸血・血清・生化学合同研修会 

 

③. 第３回支部研修会（参加者：25名） 

   日時：平成 30年 2月 27日（火） 

   会場：むつ総合病院 カンファレンス室 

  内容：一般・生理・病理・細菌合同研修会 

 

③. 第４回支部研修会（参加者：22名） 

   日時：平成 30年 3月 16日（金） 

   会場：むつ総合病院 カンファレンス室 

  内容：「がんゲノム医療と病院連携」 

              ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社       加藤 仁 氏 

 

【三八支部】 

 ①.形態検査（一般）部門研修会（参加者：17名） 

   日時：平成 29年 7月 29日（土） 

   会場：八戸市立市民病院 中央棟会議室１ 

   内容：  

    講演１「H28青臨技サーベイからみえた重要視したポイントの違い」 

                  鷹揚郷腎研究所弘前病院 臨床検査部      高杉 洋子 

    講演２「尿沈渣成分の鑑別ポイント－上皮細胞類を中心に－」 

              平内町国民健康保険平内中央病院 診療技術部      坂牛 省二 

    講演３「ミニフォトテスト」 

                  鷹揚郷腎研究所弘前病院 臨床検査部      高杉 洋子 

 

 ②.生物化学分析部門研修会（参加者：21名） 

   日時：平成 29年 9月 28日（木） 

   会場：八戸市立市民病院 中央棟会議室１ 

   内容：「C型肝炎の基礎知識・治療・行政～最近の話題」 

             シスメックス株式会社 仙台支店 学術サポート部   高野 義久 氏  

 

 ③.移植検査（輸血）部門研修会（参加者：22名） 

   日時：平成 29年 12月 6日（水） 

   会場：八戸市立市民病院 中央棟会議室１ 

   内容： 

    講演１「血液製剤使用指針の改訂について」 

         青森県赤十字血液センター 学術・品質情報課 学術担当    阿部 泰文 先生 



    講演２「不適合輸血を防ぐための取り組み～血液型検査の二重チェックについて～」 

                     八戸市立市民病院 臨床検査科       中里 早見 

 

 ④.感染制御部門研修会（参加者：12名） 

   日時：平成 30年 1月 24日（水） 

   会場：八戸市医師会臨床検査センター １階 会議室 

   内容：「LabPro ver4.45の特徴と新パネルについて」 

            ベックマン・コールター株式会社  

マイクロバイオロジー事業部 東日本営業部    高相 道忠 氏 

 

 ⑤.総合管理（精度管理）部門研修会（参加者：24名） 

   日時：平成 30年 2月 1日（木） 

   会場：八戸赤十字病院 別館２階 日赤ホール 

   内容：「敗血症における検査の役割と最新の知見」 

        シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 学術部  大井 雅弘 氏 

 

 ⑥.病理検査部門研修会（参加者：16名） 

   日時：平成 30年 2月 20日（火） 

   会場：八戸市立市民病院 ２階 中央診療棟会議室１ 

   内容：「がんゲノム医療と病院連携」 

        ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

           遺伝子診断事業部 遺伝子診断営業部 北日本グループ    加藤 仁 氏 

 

 ⑦.血液検査部門研修会（参加者：16名） 

   日時：平成 30年 3月 6日（火） 

   会場：八戸赤十字病院 別館２階 日赤ホール 

   内容：「血球計数の変遷と血液検査のピットフォール」 

        アボットジャパン株式会社 ヘマトロジービジネスユニット    白神 健二 氏 

 

 ⑧.生理検査部門研修会（参加者：25名） 

   日時：平成 30年 3月 7日（水） 

   会場：八戸市総合健診センター ３階 視聴覚室 

   内容：「心電図を読んでみましょう」 

               フクダ電子株式会社 営業企画室 学術担当    柄本 敦典 氏 

  

[第 46回三八地区臨床検査懇話会]  参加者：77名（医師 11名、会員 58名、非会員 8名）  

   日時：平成 30年 2月 24日（土） 

   会場：八戸市立市民病院 講堂 

   テーマ：「甲状腺について考える」 

   



   <話題提供> 

    1）「甲状腺細胞診-検体採取から標本作製までを中心に-」 

                 八戸赤十字病院 医療技術部 検査技術課     小原 勇貴 

    2）「免疫検査におけるピットフォール」 

             富士レビオ株式会社 営業推進部学術グループ      梅谷 淳 氏 

 

   <特別講演> 

    「ホルモン調節機構から捉える甲状腺疾患と検査値異常のポイント」 

          千葉大学大学院医学研究科 分子病態解析学 教授 

          千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内分泌内科     田中 知明 先生 

 

【上十三支部】 

 ①.平成 29年度上十三支部合同研修会（参加者：35名） 

   日時：平成 30年 2月 3日（土） 

   会場：十和田市立中央病院 別館 2階 講堂 

   内容： 

    講演１「顕微鏡の基礎」 

           株式会社オリンパス メディカルサイエンス販売  

              機器事業部東北販売部 北東北機器グループ     舟根 雅尚 氏 

    講演２「尿細管上皮細胞の多彩な形態像について」 

             平内町国民健康保険平内中央病院 臨床検査室       坂牛 省二 

    講演３-Ⅰ「不適合輸血を防ぐための取り組み～血液型検査の二重チェックについて～」 

                    三沢市立三沢病院 中央検査科      原田 みなみ 

        Ⅱ「輸血に関する最近の動向について」 

          青森県赤十字血液センター 学術・品質情報課 学術担当  阿部 泰文 先生 

    講演４「結核症の現状とμTASを用いた遺伝子システムの紹介」 

          株式会社和光純薬工業 臨床検査薬営業本部 営業推進課   浜田 貴俊 氏 

  

2.5. 臨床検査精度管理調査 

実施日：平成 29年 11月 

場 所：県内一円の参加施設 

調査内容： 

①生物化学分析部門  …実施項目：血清と尿の電解質（Na、K、Cl） 

②生理機能検査部門  …実施項目：心電図解読 

③血液検査部門    …実施項目：フォトサーベイ 10問 

④一般検査部門    …実施項目：フォトサーベイ 16問 

⑤病理検査部門    …実施項目：染色サーベイ（鍍銀染色） 

⑥細胞診検査部門   …実施項目：フォトサーベイ（総合） 

⑦輸血・移植検査部門  …実施項目：血液型、不規則抗体スクリーニング・同定、フォトサーベイ 

⑧感染制御検査部門  …実施項目：耐性菌の鑑別２菌種 



2.6. 精度管理・標準化事業報告書を平成 30年 3月に発行 

2.7. データ共有化事業 

①. 日臨技が策定した臨床検査データ共有化ガイドライン・マニュアルに基づき、基幹施設 3 施設

は標準物質を用いて測定法（標準化対応法）を校正、トレーサブルな測定値の確保を行っている 

②. 本事業参加施設の内部精度管理データを日臨技へ報告 

2.8. 精度保証施設認証制度における認証施設 

一般認証：弘前大学医学部附属病院、青森県立中央病院、八戸市医師会検査センター、 

つがる西北五広域連合つがる総合病院、八戸市立市民病院、十和田市立中央病院、 

青森市民病院、八戸赤十字病院、むつ総合病院、三沢市立三沢病院、公立七戸病院 

2.9. 青森県医師会臨床検査精度管理事業への協力 

2.10. 青森県医師会と臨床化学、血液検査において合意した基準範囲の啓発 

 

3. 関連団体との連携交流及び協力に関すること。 

3.1. 青森県自治体病院・診療所協議会臨床検査部会研修会との共催（参加者：40名） 

日時：平成 29年 12月 2日(土) 

会場：青森市 アスパム 9階 会議室「津軽」 

内容：これからの臨床支援と展望 

   「認知症領域における臨床支援の現状と今後の可能性」 

            十和田市立中央病院 臨床検査科      川村 多蔵 

      「いつでも、誰でも一般検査！」 

              平内町国民健康保険平内中央病院 診療技術部      坂牛 省二 

 

3.2. 青森県医師会「平成 29年度医師・臨床検査技師卒後教育研修会」開催への協力（参加者：102名）  

日時：平成 29年 6月 3日(土)  

会場：まかど温泉観光ホテル 

内容：<教育講演> 

       ｢平成 28年度臨床検査精度管理調査結果成績と問題点｣ 

                      弘前大学医学部附属病院 検査部 技師長     小島 佳也 

<特別講演> 

｢医療法改正と精度保証施設認証制度・共用基準範囲について｣ 

                            日本臨床衛生検査技師会 理事     小島 佳也 

                             

3.3. 青森県合同輸血療法委員会との共催 

  ①．青森県輸血療法懇話会（参加者：29名） 

日時：平成 29年 6月 10日(土)   

会場：日本赤十字社 青森県支部 5階 大会議室 

内容： 

 <第一部> 

  １．血液事業に関する近況について 

   ・誤った患者への輸血に関連した医療事故の概要 



   ・不規則抗体スクリーニングの検査法について 

   ・「血液製剤の使用指針」改定について 

   ・平成 28年度東北ブロック内の供給状況について 

  ２．輸血関連サプライズ企画 

 <第二部> 特別講演 

  「近年の輸血療法における副作用状況について」 

         日本赤十字社 血液事業本部中央血液研究所 所長    佐竹 正博 先生 

 

②.安全な輸血医療を行うための研修会（参加者：31名） 

日時：平成 29年 10月 28日(土)   

会場：アピオあおもり イベントホール 

内容： 

 <第一部>「皆で共有しよう、輸血関連インシデント」 

      （演題４題） 

    <第二部> 特別講演 

「輸血認定看護師として果たすべきこと」 

  －施設内と富山県合同輸血療法委員会看護部会の活動－ 

          富山大学附属病院 検査・輸血細胞治療部    島 京子 先生 

                            

3.4. 2017年度青森県感染対策協議会総会の共催（参加者：11名） 

日時：平成 29年 11月 25日(土)  

会場：ラ・プラス青い森 ２階 カメリア 

3.5. 「平成 29年度血管模型作成講習会」の共催（参加者：2名） 

日時：平成 29年 10月 14日(土)   

会場：青森市民病院 3階 大会議室 

3.6. 平成 29年度「みんなで知ろう“がんフェスティバル」の後援 

    日時：平成 29年 8月 27日（日） 

    会場：土手町コミュニティパーク多目的ホール 

3.7. 第 29階青森県滅菌・消毒研究会への後援 

    日時：平成 29年 7月 1日（土） 

    会場：弘前商工会議所「大ホール」 

3.8. 第 23回市民公開講座 「骨髄移植を知ろう」への後援 

 日時：平成 29年 10月 15日(日)   

 会場：五所川原市ふるさと交流圏民センター オルテンシア 

3.8. リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2017青森への後援 

 日時：平成 29年 9月 2日(土) ～3日（日） 

 会場：青森県立保健大学多目的グラウンド 

3.9. 第 14回青森県臨床糖尿病研究会の後援 

 日時：平成 29年 9月 24日(日)  

 会場：弘前市商工会議所 



3.10. 第 28回生物試料分析化学会年次学術集会の後援 

 日時：平成 30年 3月 3日(土)～4日（日）  

 会場：山形テルサ（山形市） 

3.11. 糖尿病オープンセミナー2018の後援 

 日時：平成 30年 3月 18日(日)  

 会場：リンクステーションホール青森 

 

 

４．その他本会の目的を達成するために必要な事業 

4.1．表彰 

    『青臨技功労賞』 

       野坂 義友（公立野辺地病院） 

       古田 芳幸（青森労災病院） 

       田口 俊彦（八戸赤十字病院） 

       工藤 真理子（青森県立中央病院） 

       下山 純子（青森県立中央病院） 

       

    『青臨技奨励賞』 

       木村 正彦（弘前大学医学部附属病院） 


