
【はじめに】 

令和 2 年度はどこの施設でも新型コロナウイルス感染拡大防止対策や検査体制構築と検査実施など

に大変な労力と多くの時間をとられたのではないでしょうか。多くの人が努力しているにもかかわらず

令和 3 年 5 月現在でも青森県内において感染が拡大しており、日々対応されている会員の皆様の努力に

敬意を表します。 
PCR 検査を行う臨床検査技師がクローズアップされ社会的にも臨床検査技師の認知度が上昇したこ

とは、我々のモチベーションアップにもつながったと思います。しかし認知度がアップしたことは国民

から臨床検査技師への期待度も大きくなったと考えられ、今後我々が医療現場においてどのように活躍

していくのか問われることになると考えています。令和元年から厚労省において医師の働き方改革を検

討する中で「タスク・シフト／シェア」の議論が行われ、臨床検査技師が新たに実施可能な業務として

8 つの業務が認められました。これらの業務については臨床検査技師の免許に付随するため、その業務

を実施する・しないにかかわらず臨床検査技師全員、厚生労働省が指定する講習会を受講する義務があ

ります。日臨技では今年度から数年をかけて WEB での講義と各都道府県での実習を開催していきます

ので、会員全員が受講していただくようお願いします。我々が安全・安心な医療を提供し、患者さんが

安心して医療を受けることができるためにもご協力をお願いします。 
令和 2 年度の技師会活動の中で研修会はほとんど開催できず、支部の研修会数回と精度管理指導講習

会を ZOOM で開催しました。ZOOM 開催では例年よりもかなり多くの会員に参加していただき、スラ

イドが見やすい、会場への移動がなく参加しやすいなど好印象のようでした。令和 3 年度は新型コロナ

ウイルスの感染状況を見ながら研修会を計画していくことになりますが、ZOOM を利用しながら多く

の研修会を計画していきたいと考えています。会員の皆様の技師会活動への参加をお願いします。 
 

令和 3 年 5 月 9 日 青森県臨床検査技師会 会長 齋藤 浩治 



[第一号議案] 

【会務報告】 

会 員 

令和 3年 3月 31日現在：624人（うち 名誉会員 5 名、永年会員 33 名） 

新入会員：18 名  再入会：0名  転入：5名  転出：5名   退会：18 名 

定時総会の開催 

日時：令和 2年 6月 27日（土） 午後 1時から午後 3時 

会場：青森県観光物産館 アスパム 会員：632 名 

出席者：576名（うち書面表決：549 名） 出席率：84％ 

 

諸 会 議 

理事会・常任理事会 

①．理事会：令和 2年 5月 9日、令和 2年 6月 27日、令和 2年 8月 19日、令和 2年 12月 22日、 

令和 3年 3月 31日 

②．常任理事会：メールにて打合せなど実施 

各種委員会 

①．学 術 委 員 会：令和 3年 1月 27日 

②．会誌編集委員会：メールにて打合せなど実施 

③．健康展運営会議：新型コロナウイルス感染症の影響で未開催 

④．表彰審査委員会：メールにて審議を実施 

⑤．事 務 局 会 議：令和 2年 11月 19日 

⑥．施設連絡責任者会議：令和 3年 3月 10日 

関連団体会議 

日臨技 令和２年度定時総会：令和 2年 6月 20日（土） 

日臨技 理事会：令和 2年 7月 4日 (土)、9月 4日(土)、12月 5日（土）、 

令和 3年 1月 23日(土)、3月 27日（土） 

厚生労働省指定講習会ワーキング・グループ：令和 2年 11月 3日（火・祝）、12月 11日（金） 

北日本支部 幹事会：令和 2年 12月 3日（木） 

北日本支部内連絡会議：北日本支部学会が中止のため開催できず 

発行文書等 

総会議案書：令和 2年 5月 

学会要旨集：新型コロナウイルス感染症の影響で学会中止 

会誌第 45 巻 ：令和 3年 3月 

会 報：未発行 

公文書：1号から 35 号 

精度管理・標準化事業報告書：※令和 3年 3月にホームページへ掲載 

ホームページの更新 

研修会案内（6件）・求人募集数（20 件）・議事録の掲載・精度管理などを中心に 48回更新 

 



会員福利厚生 

情報交換会：未開催 

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名を任命 

②．青森市精度管理専門委員１名を任命 

③．八戸市精度管理専門委員１名を任命 

④．青森県エイズ等対策推進協議会へ 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：令和 2年 4月 8日～令和 2年 10月 3日 

実施校：82校 

受診者：9,090 名（再検査含む） 

派遣技師数：のべ 275 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：令和 2年 6月 22日～7月 15日 

   実施校：6校 

   受診者：675名 

   派遣技師：のべ 24 名 

1.3. 健康展への協力 

 ①．弘前市 市民の健康まつりへの協力 ･･･新型コロナウイルス感染症の影響で未開催 

 ②．八戸市健康フェスタ 2020（健康まつり）･･･ 新型コロナウイルス感染症の影響で不参加 

 ③．黒石市健康づくり市民の集い ･･･新型コロナウイルス感染症の影響で未開催 

1.4. 青森県高校生向け臨床検査技師ガイダンス ･･･ 新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止 

 

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 47回青森県医学検査学会 ･･･ 新型コロナウイルス感染症の影響で開催延期 

2.2. 精度管理指導講習会（参加者：121 名） 

日時：令和 2年 3月 13日(土) 14：20 ～ 16：00 

会場：オンライン開催 

「平成 2年度 青臨技精度管理調査報告」 

  血液検査部門       ：大井 惇矢 （八戸市立市民病院） 

臨床一般検査部門     ：高杉 洋子 （鷹揚郷腎研究所弘前病院）  

輸血・移植検査部門    ：雫石 宏美 （八戸赤十字病院） 

生物化学分析部門     ：前山 宏太 （十和田市立中央病院） 

生理検査部門       ：武田 美香 （弘前大学医学部附属病院）  

病理検査部門 病理分野  ：鈴木 紗貴子（青森県立中央病院） 

病理検査部門 細胞診分野 ：松長 夢子 （八戸市立市民病院） 

感染制御部門       ：金澤 雄大 （八戸市立市民病院） 



2.3. 検査研究部門別研修会･･･ 新型コロナウイルス感染症の影響で開催できず 

2.4. 支部研修会 

【東青支部】 

①．第 1回 青臨技東青支部研修会  公衆衛生部門 （参加者：66名） 

日 時 ： 令和 2年 11月 27日 （金曜日） 18：00～19：00 

会 場 ： オンライン開催 

内 容 ： 「インフルエンザ感染がもたらす新型コロナの更なる脅威とは？」 

ビオメリュー・ジャパン株式会社 見付 聡先生 

②．第 2回 青臨技東青支部研修会  微生物部門（参加者：59名） 

日 時 ： 令和 3年 2月 25日 （木曜日） 18：00～19：00 

会 場 ： オンライン開催 

内 容 ： 「COVID-19 ―各種検査方法とその意義について―」 

シスメックス株式会社 仙台支店 学術サポート課 原 敬志 先生 

 

 【中弘南黒支部】･･･ 新型コロナウイルス感染症の影響で研修会等は開催できず 

 

 【西北五支部】 

①．西北五支部役員会（参加者：5名） 

日 時 ： 令和 3年 3月 11日（木） 

会 場 ： つがる西北五広域連合つがる総合病院３F 検査スタッフ控え室 

内 容 ： １）令和 3年度事業の見直しについて 

２）会誌「乾」発行について 

３）退職者を労う会について 

４）その他伝達事項 

 

 【下北支部】 

①．令和 2年度 第 1回下北支部研修会（参加者：16 名） 

日 時 ： 令和 2年 9月 25日（金） 17:30〜18:30 

会 場 ： むつ総合病院 

内 容 ： 下北支部及びむつ総合病院中央検査科合同研修会 

１）「下北地域における野球肘検診への役割」 

下北医療センター むつ総合病院 中央検査科 中島 有里 

２）「Microangiopatic Hemolytic Anemiaを合併した胃癌骨髄癌腫症の一例」 

下北医療センター むつ総合病院 中央検査科 中村 安孝 

３）「Clostridium perfringens感染による溶血性貧血の一例」 

下北医療センター むつ総合病院 中央検査科 西口 みれい 

４）「C.difficile感染症検査における要因の現状」 

下北医療センター むつ総合病院 中央検査科 夏堀 詩織 

５）「感染症対策のための標準予防策について」 

下北医療センター むつ総合病院 中央検査科 山村 菜美 



 【上十三支部】 

①．令和 2年度 第 1回上十三支部理事会（参加者：6名） 

日 時 ： 令和 2年 9月 10日（木） 18:00〜 

会 場 ： 公立七戸病院 検査室 

内 容 ： １）青臨技理事会報告 

２）その他（研修会、退職者慰労会についてなど） 

 

【三八支部】 

①．令和 2年度 第 1回三八支部理事会（参加者：10 名） 

日 時 ： 令和 2年 8月 25日（火） 18:00〜 

会 場 ： 八戸市総合健診センター 3階ドック休憩室 

内 容 ： １）今後の活動について 

２）その他 

 

[第 49回三八地区臨床検査懇話会] ･･･ 新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止 

 

2.5. 臨床検査精度管理調査 

実施日 ： 令和 2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：酵素系（4項目）、栄養評価（2項目）、腎機能（3項目）、 

    脂質代謝（4項目）の計 14項目とアンケート調査 

②．生理機能検査部門 … 実施項目：心電図（5問）、肺機能（2問）、各種超音波（3問）、 

脳波（2問）の計 12問 

③．血液検査部門 … 実施項目：フォトサーベイ（10題） 

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：アミロイド染色とそれに関するアンケート調査  

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題）、 

アンケート調査 

⑦．輸血・移植検査部門 … 実施項目：ABO血液型検査、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、 

アンケート調査 

⑧．感染制御検査部門  … 実施項目：同定・感受性試験（2検体）、フォトサーベイ、 

アンケート調査 

2.6. 精度管理・標準化事業報告書を令和 2年 3月にホームページへ掲載 

2.7. 精度保証施設認証制度における認証施設 

    ①．2020・2021年度精度保証施設 

      芙蓉会 村上病院 

弘前市立病院 

つがる西北五広域連合 つがる総合病院 



十和田市立中央病院 

八戸市立市民病院 

八戸赤十字病院 

独立行政法人 労働者健康安全機構 青森労災病院 

②．2021・2022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 

国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 

一部事務組合 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 

2.8. 青森県医師会臨床検査精度管理事業への協力 

青臨技としては日臨技システムの設定、精度管理試料の手配などに関わっており、各施設への 

検体発送などは、弘前大学医学部附属病院 臨床検査部で準備などを行っている。 

2.9. 青臨技 タスク・シフティングに関する 100人カイギ（参加者：31人） 

日 時 ： 令和 3年 3月 19日 （金曜日） 18：00～19：00 

会 場 ： オンライン開催 

 

3.関連団体との連携交流及び協力に関すること 

3.1. 野球肘検診（青森県スポーツドクターの会）への協力 

        日時・会場： 

青森市：令和 2年 11月 21日（土）〜 11月 22日（日） 青森市荒川市民センター 

      弘前市：令和 2年 11月 28日（日）〜 11月 29日（日） 弘前市 はるか夢球場 

     むつ市：令和 2年 12月 6日（日） むつ市中央公民館 

 

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』 

久保 忠利（八戸市医師会臨床検査センター） 

太田 孝雄（つがる総合病院） 

西谷 浩樹（公立七戸病院） 

安永 泰彰（八戸赤十字病院） 

『青臨技 特別表彰』 

  該当者なし 

『青臨技奨励賞』 

櫛引 美穂子（弘前大学医学部付属病院 検査部） 

八木橋 祐弥（青森市民病院） 


