
[第一号議案] 

【はじめに】 

新元号「令和」は「厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人の日本

人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願い

を込め、令和に決定致しました。」と発表されました。5 月 1 日「平成」から「令和」へ改元されましたが、

今まで以上に一人一人が明日への希望を持ち、明るく、平和な日々を過ごしていける時代が続くことを願っ

ています。 

昨年 11 月に青森県臨床検査技師会が担当で日臨技北日本支部医学検査学会が開催されましたが、多くの

参加者から「いい学会だったよ」と声をかけていただき、記憶に残る学会とすることができました。この場

をお借りして会員の皆様に感謝申し上げます。 

さて「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」の青森県内の受講者は他県と比べて少ない傾向があり

ます。仙台開催は今年度の 8 月、12 月で最後となる予定です。臨床検査技師全員が受講する必要のある講

習会ですので、まだ参加されていない方は必ず受講されるようお願いします。 

昨年の総会において小島前会長が「会費値下げをしたい」というお話をしました。小島前会長は他県と比

較して青臨技は会費が高いことと近年の決算の状況から「会費値下げ」を目標としておりました。今回平成

30 年度の決算を検討し「会費値下げは可能」と判断しましたので、令和 2 年度からの青臨技会費を 8,000

円から7,000円へ値下げすることを総会に提案することとなりました。また小島監事が辞任することとなり、

新たに平内中央病院の坂牛省二さんへ監事をお願いすることとなりましたので、新監事についても総会に提

案しております。会員の皆様の意見をお願いいたします。 

昨今我々を取り巻く環境はめまぐるしく変化してきておりますが、技師会の活動も時代の流れに沿った形

で取り組んで行く必要があります。今まで以上に会員の皆様の技師会活動への参加をお願いしたいと考えて

おります。 

 

【会務報告】 

会員 

平成 31 年 3月 31日現在：646人（うち 名誉会員 5名、永年会員 22 名） 

新入会員：27 名  再入会：3名  転入：9 名  転出：9名   退会：38 名 

定時総会の開催 

日時：平成 30 年 6月 9日（土）午後 5時から午後 5時 55分 

会場：八戸グランドホテル 会員 615名 

出席者数 472名（うち書面表決 356名）  出席率  77％ 

諸 会 議 

理事会・常任理事会 

①．理事会：平成 30 年 5 月 9日、6月 9 日、8 月 29日、10 月 27 日、平成 31年 2 月 2日、3月 16 日 

②．常任理事会：平成 30 年 5月 9 日、平成 31 年 2 月 2日、3月 11 日 

各種委員会 

①．学術委員会：6 月 10 日 

②．会誌編集委員会：10 回 

③．健康展運営会議：担当支部で随時開催（三八支部 2 回、中弘南黒支部 2回） 



④．表彰審査委員会：平成 31年 3月 

関連団体会議 

日臨技 平成 30年度定時総会：平成 30 年 6月 23 日 (東京都) 

日臨技 全国幹事会連絡会議 ：平成 31 年 1 月 26日 (東京都) 

北日本支部 第 1回幹事会  ：平成 30年 7月 6 日 （福島市） 

北日本支部内連絡会議     ：平成 30 年 11 月 9日（青森市） 

北日本支部 第 2回幹事会  ：平成 31年 2月 22 日（山形市） 

東北臨技代表者会議        ：平成 31 年 3月 29日（青森市） 

発行文書等 

総会議案書 ： 平成 30 年 5月 

学会要旨集 ： 平成 30 年 5月 

会誌第 43巻 ： 平成 31 年 2月 

会報       ： 119 号（平成 31 年 1月 30日）、120 号（平成 31 年 3月 31 日） 

精度管理・標準化事業報告書 ：平成 31年 3 月 

公文書     ： 1号から 124号、201 号から 214 号 

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 53回更新 

会員福利厚生 

情報交換会 

6月 9日(土)  八戸市 

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 30年 4 月 9日～7月 12日 

実施校：85 校 

受診者：10,033名 

派遣技師数：293名 

1.2. 黒石市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 30年 4月 25日～5月 30日 

   実施校：11校 

   受診者：652名 

   派遣技師：28名 

1.3. 健康展への協力 

 ①．弘前市第 32回市民の健康まつりへの協力 

実施日：平成 30年 7月 8日(日) 



開催地：弘前市駅前複合商業施設 ヒロロスクエア 

参加技師：10名 

内容：自己血糖測定（353 名） 

 ②．八戸市環境・健康フェスタ 2018（健康まつり） 

実施日：平成 30年 9月 30 日(日)  

開催地：八戸市公会堂・公民館ホール 

参加技師：31名 

内容：SMBG機器による自己血糖値測定（407名） 

 ③．平成 30年度黒石市健康づくり市民の集い 

実施日：平成 30年 11月 17 日（土）、18日（日） 

開催地：スポカルイン黒石 

参加技師：17名 

内容：自己血糖測定（361 名）、尿定性・尿中塩分濃度測定（132名） 

 

1.4. 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 28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：100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 

   【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 45回青森県医学検査学会（参加者：会員 187名、他：賛助会員、学生） 

実施日：平成 30年 6月 10 日(日) 

開催地：八戸グランドホテル（八戸市） 

教育講演『凝固・線溶検査と心臓・血管超音波検査の密接な関係』 

                   弘前大学医学部附属病院輸血部 副部長  玉井 佳子 先生 

特別講演『AI 時代に求められる臨床検査技師像とは？ 

～サイエンスとアートを兼備した臨床検査士へ～』 

                   岩手医科大学医学部臨床検査医学講座 教授  諏訪部 章 先生 

一般演題 28題 

ランチョンセミナー 

『最近の尿検査を取り巻く話題と尿分析装置 US シリーズのご紹介』 

            栄研化学株式会社 営業統括部 マーケティング推進室 MKT 二部一課  河野 秀幸氏 

『悪性リンパ腫を理解するための基礎知識 

（リンパ系のしくみから可溶性ＩＬ－２レセプター〔ｓＩＬ－２Ｒ〕の意味するところ）』 



                  積水メディカル㈱ 東北営業所 学術技術担当  野上 理恵氏 

積水メディカル㈱ 学術企画担当        須長 宏行氏 

2.2. 精度管理指導講習会（参加者：118名） 

日時：平成 30年 6月 9日(土) 14：50 ～ 16：26 

会場：八戸グランドホテル（八戸市） 

「平成 29年度 青臨技精度管理調査報告」 

  血液検査部門       ：櫛引 美穂子（弘前大学医学部附属病院） 

一般検査部門       ：山本 佳貴 （メディカルコート八戸西病院）  

輸血・移植検査部門    ：原田 みなみ（三沢市立三沢病院） 

生物化学分析部門     ：須藤 章裕 （つがる西北五広域連合 鯵ヶ沢病院） 

生理検査部門       ：高松 みどり（むつ総合病院）  

病理検査部門 病理分野  ：熊谷 直哉 （弘前大学医学部附属病院） 

病理検査部門 細胞診分野 ：八木橋 祐弥（青森市民病院） 

感染制御部門       ：小又 誉史 （公立七戸病院） 

 

2.3. 検査研究部門別研修会 

①．感染制御部門研修会（参加者：30名） 

  日時：平成 30年 5月 26日（土） 

プログラム： 

テーマ：『抗菌薬適正使用支援（AS）へのアプローチ』 

講演 1「微生物検査のデザイン‐抗菌薬適正使用支援の視点から-」 

市立札幌病院 検査部 部長   高橋 俊司 先生 

講演 2「抗菌薬適正使用支援プログラムを現場に生かす ～各職種が専門性を発揮して」 

                      八戸市立市民病院 薬局 主任薬剤師     南 和志 先生 

講演 3「AMR時代の AST活動 ～党員の取り組みを中心に～」 

青森県立中央病院  感染管理室 医師    三橋 達郎 先生 

 

 ②．輸血検査実技研修会（参加者：25名） 

日時：平成 30年 7月 14日（土） 

会場：青森市民病院 3階 大会議室 

    実技内容 ：赤十字血液センターに依頼検査や問い合わせの頻度が高い事例について 

    プログラム： 

    講演「参加申し込み時に参加者から質問を受け付け、それに回答して頂く」 

東北ブロック血液センター   伊藤 正一 氏 

実技実習・解説 

 

③．認知症対応力向上講習会（参加者：8名） 

日時：平成 30年 9月 15日（土）～16日（日） 

会場：十和田市立中央病院（十和田市） 

   プログラム： 



    1.神経心理学的検査総論 

～認知症疾患医療センター、物忘れ外来、認知症スクリーニングで主に活用される検査～ 

   2.ＭＭＳＥ・ＨＤＳ-Ｒ・物忘れ相談プログラム検査総論 

   3.ＭＭＳＥ・ＨＤＳ-Ｒ・物忘れ相談プログラム検査の実習 

      4.ＡＤＡＳ検査総論 

      5.ＡＤＡＳ検査の実習 

      6.ＴＤＡＳ検査総論 

      7.ＴＤＡＳ検査の実習 

      8.その他の簡易スクリーニング検査総論～道路交通法改正もふまえて～ 

      9.その他の簡易スクリーニング検査の実習 

講師  十和田市立中央病院 臨床検査科  川村 多蔵 技 師 

                 青森県立中央病院 臨床心理支援部  加藤 由佳 心理士 

 

 ④．病理検査部門・青森県細胞検査士会研修会（参加者：36名） 

  日時：平成 30年 10月 6日（土） 

  会場：八戸赤十字病院 2F日赤ホール 

プログラム： 

  講演 1「ＢＲＣＡ遺伝子検査について」          

株式会社 エスアールエル がんゲノム戦略室 

講演 2「病理検体取り違え防止対策についてー当院の取り組みー」                                     

                          青森県立中央病院 病理部    斎藤 千世子 技師   

講演 3「病理検査における精度管理」                                   

神戸大学医学部附属病院 病理部   森藤 哲史 技師  

   講演 4「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 技師 

 

 ⑤．生理機能検査部門研修会（参加者：56名） 

  日時：平成 30年 10月 8日（月） 

  会場：八戸市立市民病院  

  プログラム： 

   講演 1「神経伝導速度 ～波形から病態をみる～」 

岩手医科大学附属病院 中央臨床検査部  高橋 広大 技師 

講演 2「症例から学ぶ -脳波に求められる役割-」 

弘前大学医学部附属病院 検査部   原 悦子 技師 

情報提供 「ホルター心電図の最新情報」 

日本光電工業株式会社 東北支店 ソリューションズ営業部 

検査ソリューション課 課長   伊藤 淳  氏 

   講演 3「スパイロメトリーの基礎知識」 

チェスト株式会社 営業本部 主任    西貝 学  氏 

  

⑥．生物化学・一般検査部門合同研修会（参加者：51 名） 

  日時：平成 31年 1月 19日(土) 

  会場：青森県観光物産館 アスパム 4F 十和田 



講演 1「糸球体を理解する ～尿検査に必要な知識 ABC～」          

                                        筑波大学附属病院検査部   横山 千恵 技師 

講演 2「知っておきたい尿生化学検査の意義」 

元慶應義塾大学病院   石澤 毅士 技師 

 

⑦．血液検査部門研修会（参加者：42名） 

  日時：平成 31年 2月 23日（土） 

  会場：アピオあおもり 2Ｆ 大研修室 2  

  プログラム： 

   講演 1『ボーっと生きていない血液検査技師をめざして！』 

「血液検査の将来を考える ～若手からの意見～」                 

八戸市立市民病院 臨床検査科  大井 惇矢 技師 

         「大学病院に勤務する検査技師として ～教育者、研修者としての側面～」           

                       弘前大学医学部附属病院 検査部  小笠原 脩 技師 

         「末梢血液像検査の重要性‐検査技師が見逃してはならない疾患を中心に－」          

                        青森県立中央病院 臨床検査部  寺澤 儀男 技師                   

    講演 2（対話形式による）『症例から凝固線溶検査の異常値について考えよう』 

積水メディカル株式会社 東北営業所 学術・技術担当  須永 広之  氏 

野上 里恵 氏     

2.4. 支部研修会 

【東青支部】 

①．第 1回 青臨技東青支部 感染制御部門（参加者：35名） 

日時：平成 31年 3月 14日（木曜日）18：00～19：00 

   会場：青森市民病院 地下１階 臨床検査部 技師討議室 

   内容：「VRE検査の基礎」 

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

 

 ②．第 2回青臨技東青支部 感染対策研修会（参加者：21 名） 

日時：平成 31年 3月 19日（火曜日）18：00～19：00 

   会場：青森市民病院 地下１階 臨床検査部 技師討議室 

   内容：「当院におけるインフルエンザ対策」 

             青森市民病院 感染対策室 感染対策認定看護師   川口 理恵 先生 

 

 【中弘南黒支部】 

 ①. 平成 30年度 中弘南黒支部 血液検査部門・生理機能検査部門 合同研修会 (参加者 31名) 

   日時：平成 30年 9月 12日(水) 18:30～19:30  

   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講演１「がんと静脈血栓症」 

                      第一三共株式会社 青森第一営業所   松下 健 氏 



    講演２「VTEと抗凝固療法に関わる検査マーカーの最新トピックス」 

                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 

    

 ②. 平成 30年度 中弘南黒支部 輸血・移植検査部門研修会  (参加者 23名)  

   日時：平成 30年 11月 14 日(水) 18:30～20:00  

   会場：弘前市立病院 2F 指導室 

   内容：「直接抗グロブリン試験と抗体解離試験」 

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 

 

 【西北五支部】 

①. 輸血移植・血液・一般検査部門研修会 （参加者：20名） 

   日時：平成 30年 7月 7日（土曜日）14：00～17：30 

   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： 

    演題Ⅰ「血液検査におけるイレギュラー反応と臨床検査データとの関連」 

 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社  小黒 博之 氏 

演題Ⅱ「自動血球計数装置のデータを読み解く」 

                       シスメックス株式会社   阿部 安樹  氏 

演題Ⅲ「いつでも誰でも尿検査 part2」 

                      平内町国民健康保険平内中央病院    坂牛 省二 

  

 ②. 生物化学・感染制御部門研修会 （参加者：8名） 

   日時：平成 30年 12月１日（土曜日）15：00～17：10 

   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： 

 演題Ⅰ「イムノアッセイの基礎」 

                     アボットジャパン株式会社   嶋崎  徹  氏 

演題Ⅱ「新しい Haemophilus influenzae選択分離培地について」 

                        栄研化学株式会社  富永 良昭 氏 

 

 ③. 輸血・移植部門実技研修会 （参加者：10名）  

   日時：平成 31年 1月１9日（土曜日）13：00～17：00 

   会場：つがる西北五広域連合つがる総合病院 3階 臨床検査部輸血管理室 

   内容：血液型検査（試験管法） 

       間接抗グロブリン試験における凝集の見方（試験管法） 

                     つがる西北五広域連合つがる総合病院  澁谷 悟 

 

 

 



 【下北支部】 

①. 第 1回 下北支部研修会（参加者：23名）  

   日時：平成 30年 8月 10日（金曜日）18：00～19：00 

   会場：むつ総合病院 カンファレンス室 

   内容：「尿試験紙検査の歴史及び測定の留意点とピットホールについて」 

       シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 

POC事業部  POCスペシャリスト部  CDスペシャリスト  仁田原 武 氏 

 

②. 第 2回 下北支部研修会 （参加者：26名） 

   日時：平成 30年 9月 27日（木曜日）17：30～18：30 

   会場：むつ総合病院 カンファレンス室 

  内容： 

演題Ⅰ「ノロウイルス弱陽性検体の検討」 

むつ総合病院 血清部門   畑中 理紗 

 演題Ⅱ「検体検査の精度管理」 

むつ総合病院 生化学部門  熊谷 有純 

 演題Ⅲ「血小板関連 IgG(PAIgG)陽性を示した骨髄異形性症候群の一症例」 

むつ総合病院 血液部門  西口 みれい 

演題Ⅳ「交差適合試験マニュアル」 

むつ総合病院 輸血部門  伊藤 あづさ 

 

③. 第 3回 下北支部研修会 （参加者：22名） 

   日時：平成 31年 2月 28日（木曜日）17：30～19：00 

   会場：むつ総合病院 カンファレンス室 

  内容：  

演題Ⅰ「アンチバイオグラム」 

むつ総合病院  細菌部門  坂本 加奈子 

演題Ⅱ「心電図の付け方・見方 -基礎- 」 

むつ総合病院  生理部門   米沼 順子 

演題Ⅲ「Trousseau 症候群の経過を追えた一例」 

むつ総合病院  生理部門   石田 裕美  

演題Ⅳ「閉塞性黄疸の検査 -胆管擦過細胞診と血液検査データの比較検討- 」 

むつ総合病院  病理部門    中村 安孝 

 

④. 第 4回 下北支部研修会 （参加者：18名）  

   日時：平成 31年 3月 15日（金曜日）18：00～19：00 

   会場：むつ総合病院 カンファレンス室 

  内容：「深部静脈血栓症の病態と治療」 

                            第一三共株式会社   加藤 隆治 氏 

 



【三八支部】 

 ①. 生物化学分析部門研修会（参加者：27名） 

   日時：平成 30年 10月 24 日（水）18:30～19:30  

   会場：八戸市医師会臨床検査センター 会議室（1F）  

   内容：「データ変動の要因と対応方法」 

（株）協和メデックス CR推進部本社技術サポートグループマネージャー  今田 貴之 氏 

    

 ②. 血液検査部門研修会（参加者：23名）  

   日時：平成 30年 11月 22 日（木）18:30～20:30  

   会場：八戸赤十字病院 3 階大会議室  

   内容： 

講演Ⅰ「多発性骨髄腫の形態診断」 

静岡赤十字病院 検査部 技師長 大畑 雅彦 先生 

講演Ⅱ「造血器腫瘍の診断と治療について」 

八戸赤十字病院 血液内科 部長 鈴木 雄造 先生 

 

 ③. 病理検査部門・総合管理部門研修会（参加者：13名） 

   日時：平成 30年 12月 11 日（火）18:30～19:30 

   会場：八戸市立市民病院 中央棟会議室１ 

   内容：「固形腫瘍における遺伝子検査と i-densyのご紹介」 

         アークレイマーケティング株式会社 

仙台セールスアンドサービスオフィス 学術推進チーム  片岡  慎 氏 

     

 ④. 形態検査（一般）部門研修会（参加者：28名）  

   日時：平成 31年 1月 22日（火）18:30～19:30  

   会場：八戸市立市民病院 2階 中央診療棟会議室 1  

   内容：「CKDガイドライン 2018について」 

栄研化学株式会社 マーケティング推進室  河野 秀幸 氏 

 

 ⑤. 輸血・移植検査部門研修会（参加者：22名）  

   日時：平成 31年 2月 21日（木）18:30～19:30  

   会場：八戸赤十字病院 日赤ホール  

   内容： 

講演Ⅰ「HLAと輸血」 

岩手県赤十字血液センター 学術・品質情報課 学術係長  中村 秀一 先生 

講演Ⅱ「一緒に消去法をやってみよう！」 

青森県赤十字血液センター 供給課 供給二係長  阿部 泰文 

 

 ⑥. 生理検査部門研修会（参加者：23名）  

   日時：平成 31年 2月 27日（水）18:30～19:30  



   会場：八戸市立市民病院 中央診療棟会議室 1 

   内容：「これだけは押さえておきたいペースメーカ心電図」 

フクダ電子株式会社 営業本部営業企画室  柄本 敦典 氏 

 

 ⑦. 感染制御部門研修会（参加者：10名） 

   日時：平成 31年 3月 20日（水）18:30～19:30 

   会場：八戸赤十字病院 日赤ホール 

   内容：「迅速型・遺伝子検査法の登場で変わる感染症診断」 

ベックマン・コールター株式会社 マイクロバイオロジー統括部  堂浦 照也 氏 

 

 [第 48回三八地区臨床検査懇話会]  参加者：86名  

   日時：平成 31年 2月 16日（土）17:00～19:20 

   会場：八戸市立市民病院 講堂 

   テーマ：「再興感染症～梅毒～」 

    <話題提供> 

    1)：「未受診妊婦の梅毒陽性症例」 

八戸市立市民病院 臨床検査科  中里 早見 

2)：「梅毒の近況と検査について」 

極東製薬工業株式会社 営業推進部 営業学術部 顧客支援課  中岡 啓一  氏 

特別講演 

「梅毒抗体検査の見方」 

そねざき古林診療所 所長  古林 敬一 先生 

 

【上十三支部】 

 ①. 平成 30年度 上十三支部合同研修会（参加 23名） 

   日時：平成 31年 2月 2日（土曜日）13：00～17：00 

   会場：三沢市立三沢病院 1階 第 1・2会議室 

   内容： 

 講演Ⅰ【生物化学部門】 

「臨床検査部門からの病院経営への貢献」 

      シーメンスヘルスケア株式会社 マーケティング＆セールスオペレーション本部 

マーケティング＆エデュケーション部  井上 雅章 氏 

講演Ⅱ【一般部門】 

     「ウロペーパー55年のあゆみ/CKD対策の重要性」 

             栄研化学(株) マーケティング推進室二部一課  山口 哲史 氏 

講演Ⅲ【血液部門】 

「自動血球計数装置のデータを読み解く」 

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

講演Ⅳ【総合管理部門】 

「トレーサビリティーとバリデーション」 



                        シノテスト 営業担当  工藤 江太 氏 

2.5. 臨床検査精度管理調査 

実施日：平成 30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：JCCLS共有基準範囲と医療法改正におけるアンケート調査  

②．生理機能検査部門 …実施項目：心電図（12誘導心電図・ホルター心電図・運動負荷心電図 

・心エコーコラボ）,ABI・血管エコー,脳波, BLS 

③．血液検査部門   …実施項目：フォトサーベイ 10題とアンケート調査 

④．一般検査部門   …実施項目：フォトサーベイ 16題とアンケート調査  

⑤．病理検査部門   …実施項目：ヘマトキシリンエオジン（ＨＥ）染色についてとアンケート 

調査  

⑥．細胞診検査部門  …実施項目：フォトサーベイ 10題＋教育症例 1、アンケート調査 

⑦．輸血・移植検査部門…実施項目：輸血 A：ABO・RhD血液型検査、フォトサーベイ 

輸血 B：ABO・RhD 血液型検査、不規則抗体スクリーニング、 

フォトサーベイ 

輸血 C：ABO・RhD 血液型検査、不規則抗体スクリーニング、

不規則抗体同定、フォトサーベイ 

⑧．感染制御検査部門 …実施項目：同定・感受性試験 2題 

2.6. 精度管理・標準化事業報告書を平成 31年 3月に発行 

2.7. データ共有化事業 

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 

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 

   ①．平成 30年、31年度精度保証施設 

      独立行政法人 労働者健康安全機構 青森労災病院 

      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 

      八戸赤十字病院 

      十和田市立中央病院 

   ②．2019・2020年度精度保証施設 

      青森県立中央病院 

      青森市民病院 

      平内町国民健康保険 平内中央病院 

      下北医療センター むつ総合病院 

      三沢市立三沢病院 

      公立七戸病院 

      一般社団法人 八戸市医師会 臨床検査センター 

2.9. 青森県医師会臨床検査精度管理事業への協力 



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：36名） 

日時：平成 30年 12月 1日(土) 

会場：青森市 アスパム 9 階 会議室「十和田」 

内容：改正医療法「精度の確保」の本質と機器・試薬・システムに求められる機能 

＝ビトロス® テクノロジーのご紹介＝ 」 

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社ビトロス事業部 

バリューストリーム推進部 QMS支援マネージャー  清 康一 氏 

 

3.2. 青森県医師会「平成 30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：24名）  

日時：平成 30年 7月 7日(土)  

会場：青森県医師会館 4 階 会議室 

内容： 

 教育講演「平成 29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 検査技師長  小島 佳也 先生 

    特別講演「考える臨床検査－検査を読み解くための豆知識あれこれ」 

            公益財団法人 天理よろず相談所病院 臨床検査部長  松尾 収二 先生 

                             

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 30年 6月 2日(土)   

会場：日本赤十字社 青森県支部 5階 大会議室 

②．安全な輸血医療を行うための研修会（参加者：32名） 

日時：平成 30年 12月 1日(土)   

会場：リンクステーションホール青森 4階 中会議室 

                            

3.4. 2018年度青森県感染対策協議会総会の共催（参加者：20名） 

日時：平成 30年 12月 8日(土)  

会場：アピオあおもり イベントホール 

3.5. 「平成 30年度血管模型作成講習会」の共催（参加者：4名） 

日時：平成 30年 9月 29日(土)   

会場：青森市民病院 3階 大会議室 

3.6. 第 24回弘前超音波研究会の後援 

    日時：平成 30年 6月 23日（土） 

    会場：弘前医師会館 4 階 

3.7. リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2019八戸の後援 

    日時：平成 30年 6月 23日（土）～24日（日） 

    会場：長者まつりんぐ広場 

3.8. 第 30階青森県滅菌・消毒研究会への後援 

    日時：平成 30年 6月 30日（土） 



    会場：弘前商工会議所「大ホール」 

3.9. 第 24回県民公開講座「骨髄移植を知ろう」下北、来さまい！健康フォーラム 

    日時：平成 30年 7月 28日（土） 

    会場：下北文化会館 

3.10. 平成 30年度「みんなで知ろう！ガンフェスティバル」の後援 

    日時：平成 30年 8月 26日（日） 

    会場：土手町コミュニティーパーク多目的ホール A/B ポム広場 

3.11. リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2018青森の後援 

 日時：平成 30年 9月 1日(土) ～2日（日） 

 会場：青森県立保健大学多目的グラウンド 

3.12. 青森けんみん公開講座「緩和力―心も身体も痛くないがん医療」の後援 

    日時：平成 30年 9月 9 日（日） 

会場：青森国際ホテル 

3.13. 八戸＆青森ピンクリボンプロジェクトの後援 

    日時：平成 30年 10月 13日（日） 

    会場：八戸ショッピングセンター ラピア 

3.14. 第 25回県民公開講座「骨髄を知ろう」の後援 

    日時：平成 30年 11月 17日（土） 

    会場：青森公立大学 講堂 

3.15. ECHO TOHOKU 2018の後援 

    日時：平成 30年 11月 17日（土） 

    会場：仙台市中小企業活性化センター 5F 多目的ホール 

3.16. 第 30回日本臨床微生物学会総会・学術集会の後援 

    日時：平成 31年 2月 1 日（金）～3日（日） 

    会場：ヒルトン東京お台場、グランドニッコー東京 台場 

3.17. 糖糖尿病オープンセミナー2019の後援 

 日時：平成 31年 3月 17 日(日)  

 会場：リンクステーションホール青森 

3.18. 青森糖尿病療養指導士認定事業に対する後援 

 

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 

『青臨技特別功労賞』 

       佐藤 裕久（青森県立中央病院） 

『青臨技功労賞』 

宇野 善成（黒石市国民健康保険 黒石病院） 

齋藤 仁 （下北医療センター むつ総合病院） 

西村  司 （青森県立中央病院） 

三橋  淳治（三沢市立三沢病院） 

澁谷  悟 （つがる西北五広域連合 つがる総合病院） 



   『青臨技奨励賞』 

             高木 友幸（独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院） 

津嶋 里奈（青森市民病院） 


