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平成 23 年度 青臨技 通常総会・情報交換会報告
平成 23 年 5 月 14 日(土)きざん三沢 1 階の「飛翔の間」において、3 月 12 日(土)開催予定で東日本大震
災のため延期となった平成 22 年度通常総会(予算総会)、平成 23 年度通常総会(決算総会)、おなじく「陽光
の間」において情報交換会が行われました。
通常総会では議長に選出された丸
康保険

光夫(下北医療センター

むつ総合病院)、四釜

育与(黒石市国民健

黒石病院)両名と山崎会長の挨拶より始まり、資格審査報告、議事運営提案が行われ 16 時 50 分よ

り議事が始まりました。
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平成 22 年度通常総会(予算総会)議案審議では第一号議案として平成 23 年度事業計画案、第二号議案と
して平成 23 年度予算案が執行部より説明され異議なく承認されました。平成 23 年度通常総会(決算総会)
議案審議では第一号議案として平成 22 年度事業経過報告、第二号議案として平成 22 年度決算報告、平成
22 年度監査報告が執行部より説明され異議なく承認されました。第三号議案では各支部からの質問事項に
ついての齋藤事務局長からの答弁と第 51 回東北医学検査学会収支報告が川村学会事務局長より行われ承
認されました。最後に両総会の議事録署名人として小山

敬大（医療法人芙蓉会

村上病院）、 鳴海

一

訓（公立金木病院）を選出して終了しました。
情報交換会では赤坂学会長と山崎会長の挨拶後、三沢市立三沢病院中央検査科技師長である立崎

俊見

より乾杯の御発声を頂きました。その後余興として Happy Bellys によるベリーダンスが披露されました。
また特別企画として本学会において初めて一般演題発表を行う若手演者 4 名に記念品が贈呈されました。
最後に西谷

浩樹学会実行委員長より会を締めていただきました。

～通常総会の様子～

議長を務められた丸 光夫氏と四釜 育与氏

質疑の様子と通常総会参加者の皆さん
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～情報交換会の様子～

赤坂学会長の挨拶

山崎会長の挨拶

Happy Bellys によるベリーダンス

乾杯挨拶をされた立崎俊見氏

ベリーダンスをお勉強中

会場からもノリノリな方々が・・・(＊^_^＊)

記念撮影ｖ(^^)v

司会進行を勤められた工藤 裕子氏と高橋 毅氏(左から)

‐3‐

～情報交換会の様子(つづき)～

わさび入り饅頭を食べたのは誰？(正解：全員)

景品が当選された皆さんおめでとうございます

記念品が贈呈されたフレッシュな方々☆

お話がはずんでます

皆さん楽しそう！

和気あいあいです(^^)

‐4‐

第 38 回青森県医学検査学会を終えて
学会長

赤坂 秀博

平成 23 年 5 月 15 日（日）三沢市のきざん三沢にて、第 38 回青森県医学検査学会が開催されました。
震災後の余震が頻発していた時期でしたが、総勢 181 名の会員、賛助会員の皆様に参加していただきまし
た。上十三支部担当で行われた今学会ですが、太平洋、むつ湾、八甲田山、小川原湖、十和田湖など多く
の素晴しい自然と、豊かな海産物や農産物に恵まれた地域であります（もちろん会員も多種多用ですが）。
なお、交通アクセスの面では駅から会場まで遠く、電車を利用されました皆様に大変ご不便おかけいた
しましたこと、この場を借りてお詫び申し上げます。3 月に起きました東日本大震災の影響により、学会
の日程も一会場で、変則的で過密なスケジュールとなりました。
一般演題は 9：00～11：00 と 14：10～15：00 に行われ、17 題の演題発表があり、熱の入った発表、質
疑応答となっていました。
臨床検査精度管理講習会では、生物化学：手代森
理：四釜

育与、輸血：坂本

忍、生理：一戸

隆一、血液：太田

香都江、細胞診：檜山

孝雄、一般：佐々木

澄子、病

美佐江、感染防御：小杉

貴久

の各委員により説明が行われました。
またランチョンセミナーは、
『標準化対応基準値について』青森県臨床衛生検査技師会データ共有委員会
の小島

佳也委員に講演して頂き、公開講演には三沢市立三沢病院

院長

坂田

優

先生に『大腸癌の

抗がん薬治療～そのたゆまぬ努力～』についてご講演いた
だきました。一般市民を含む多くの方々が、抗がん薬治療
の過去、現在、未来についての分かりやすい説明に耳を傾
けていました。
前日に行われた定期総会、情報交歓会、また医学検査学
会に参加していただいた皆様方、青臨技役員、実務委員、
そして関係各位の御協力で第 38 回青森県医学検査学会を
盛会裏に終えることができました。紙面を借りて感謝申し
上げます。
三沢市立三沢病院院長 坂田 優先生
公開講演「大腸癌の抗がん薬治療～そのたゆまぬ努力～」

データ共有化委員 小島 佳也氏
「標準化対応基準値について」

第 38 回青森県医学検査学会 実行委員
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青臨技功労賞を受賞して
独立行政法人国立病院機構弘前病院

高橋 俊英

この度は青臨技功労賞、誠にありがとうございました。
私事ですが、自分は平成 23 年 3 月で定年退職しました。少し昔を振り返って見ますと、私と技師会とは
昭和 50 年中弘前南黒地区技術者会の施設幹事を引き受けたのが始まりでした。その後地区・県の役員を担
当し、その関わりの中で、数々の経験と多くの方々と知り合いになれたことが自分の財産となったと思っ
ております。今後は、まだ白紙ですが、まだ技師会には在籍しますので今後とも宜しくお願い致します。
今までご指導ご支援下さった先輩、同僚、後輩の皆様にはこの誌面をお借りして御礼申し上げます。
最後に会員皆様のご健康とご多幸並びに青森県臨床検査技師会の益々のご発展をお祈り申し上げて、お
礼かたがた会員の皆様にご挨拶申し上げます。長い間本当に有難う御座いました。

国民健康保険脇野沢診療所

田澤 照美

この度は、青臨技功労賞を頂戴したことを、嬉しく思うと共に大変恐縮しております。輜重兵にもなれ
ず、鶏肋だった私にくださるとは寸毫も考えておりませんでした。技師会の皆さま、御理解を頂いた職場
の皆さまに心から感謝申し上げます。己を「無」にする静謐さに、絶対的な存在が備わっていた錚々たる
先輩達をみるにつけ、自分もそうなりたいと思うだけで、徒に歳を重ねてしまいました。ただ想像力貧乏
にはならないようにと、患者さまには接してきたつもりです。自負には届きませんが・・・。これから人
生の大病の「傲」をしないように、また、人間の素晴らしさにたくさん出会えますように、精進したいと
思います。最近このような言葉を拾いました。それは、
「むずかしいことはやさしく、やさしいことは深く、
深いことはおもしろく」です。青臨技の弥栄を願い、お礼の言葉とします。

独立行政法人国立病院機構弘前病院

外崎 和代

北里大学病院でスタートを切った臨床検査技師生活も、まもなく 40 年を迎えようとしています。国立弘
前病院での現役生活も、残すところ 9 ヶ月になりました。
技師会の一員としてその他大勢の私が、功労賞をいただく事になるなんて、思ってもいなかったことで
す。右も左も解からないで、先輩の間山さんと一緒にならば、と引き受けた理事の仕事でした。まず、弘
前市立病院の一戸技師長にノウハウを伺いに、行ったのがつい先日のような気がします。
理事会に出席するにも、出張扱いにならないため、休みを遣り繰りして青森まで出かけたものでした。
メインの仕事は会報の発行、議事録作成。この議事録作成が、新参者にとって、難題で、毎回、間山さん
と頭を捻ったものでした。平賀（当時）での学会、鯵ヶ沢での学会など足手まといにならない様に、何と
かお手伝いさせていただいたような気がします。回を重ねるうちに、ベテランの理事の方々だけでなく、
色々な職場の方々との交流ができたことが、なによりの宝になりました。
あまり功労したとは云いがたいなと思いながら、職場の仲間と、一緒に仕事をして下さった方々に改め
て感謝しつつ、お礼の言葉に代えさせていただきます。

八戸市立市民病院

中野

理恵子

この度、十和田市において開催された県総会において、功労賞を頂き感謝申しあげます。
3 月の総会で予定されておりましたが、前日の 3 月 11 日に、未曾有の被害をもたらした東日本大震災が
あり延期となっておりました。沿岸各地で甚大な津波による被害があり、停電やガソリン不足など昨日の
事のように思い出されます。
功労賞のお話があった時、自分にはたして資格があるのだろうかと思うとともに申し訳ないような気が
しております。私が技師会に関わっておりましたのは、今から 30 年以上前のことになります。まだ技師会
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が法人化される前のことで、先輩から庶務・会計の補佐との事でお話がありお手伝いすることになりまし
た。その当時は先生と呼ばれるベテランの技師の方がたくさんおられ、会議や研修会などで親しくお話を
伺う機会もあり楽しく仕事をさせていただきました。
この歳になるまで殆ど病欠もせず仕事を続けてこられたのも、丈夫に生み育ててくれた両親や、励まし
支えてくれた家族・職場の同僚のおかげと感謝しております。
団塊の世代と呼ばれた世代が定年を迎え、平成生まれの若い人たちが就職する時代となり、技師会も又、
社団法人から一般社団法人に生まれ変わろうとしているようです。これからの技師会に期待しつつ、定年
まで残りわずかになった仕事を無事勤め上げられるよう頑張っていこうと思っております。本当にありが
とうございました。

青臨技奨励賞を受賞して
(独)労働者健康福祉機構

青森労災病院

千葉

祐二

自分は県の部門長等の技師会役職経験無しに、単に発表、座長、研修会講演のみの単位（エコー中心）
で受賞となりました。演題発表のみの積み重ねでも受賞できることを言い換えれば、若い世代の方々誰で
も受賞できる可能性はあるので次世代の今後の活躍を期待しています。
都会の新卒女性技師の大半はエコー検査業務担当を希望されていると聞きました。その理由として実習
先で活躍されているエコー担当技師を見ていて、既に学生時代にエコー実技を経験し、その難易度や必要
性を肌で感じていることが挙げられると思います。これを青森県と比較してみれば…ということ。
‘魅力ある仕事’すなわち‘やりがい’があるほど、人は頑張れるのだと思う。エコーの世界にはそれ
がありますが、実技を覚えただけでは無理です。医師と同等の知識もしくはそれ以上の知識が要求される
こと、患者はもちろん周囲のスタッフへの心遣いができて（人として当たり前のことなのだが…）はじめ
てチーム医療の一員（使えるエコー技師）になれるのだと思います。
これからは「使えるエコー技師育成」に向け、生理検査室のみではなく、検査科または病院全体で実施
環境を構築していくべきであると考えます。生意気な意見になりますが、職場の上司の立場にある方々は、
何卒その辺のご理解をいただき将来を見据えたスタッフの業務配置を強く希望いたします。
偉そうな事を語れる程、自分の器は実際大きくないです。故に理想を高く持ち続けることを肝要とし、
これからも皆様のご指導ご鞭撻を請い精進に努めて行きたいと思います。よろしくお願いいたします。

青森県立中央病院

手代森 隆一

この度、青森県臨床衛生検査技師会奨励賞を頂き、大変光栄なことと嬉しく思います。
今回評価して頂いたのは、技師会活動と学会発表が大きな要因であると思います。まず、技師会活動に
関してですが、私が積極的になったのは、平成１８年に東青支部の生物化学分析部門の班長になり、県の
生物化学分析部門員・精度管理委員になってからです。それまでは、どちらかといえば消極的だった私で
すが、毎年県の精度管理や、日臨技臨床検査データ共有化事業に関わることで、自分の意識も変わって
きたように思います。
また、発表や知識の向上のために、毎年学会や研修会にも参加してきましたが、出かける度に「他の施
設の人と交流をしてきなさい」
「人を覚えることは自分の財産になるよ」と言われてきました。そうだなぁ
と思いながらも、まずは参加することで刺激を受けながら、少しずつ財産を増やし、更なるステップアッ
プを目指していきたいと思います。
技師会活動も学会発表も、苦労することが多く、大変だと思ったこともありましたが、得るものも多か
ったと思っています。今年から新たな部署に異動しましたが、この賞を励みに根っこを増やし、もう１つ
花を咲かせたいと思います。そして、ぜひ多くの方にこのような経験をしてもらい、技師会が更に活発に
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なってくれることを期待しています。
最後に、今回受賞できましたのも、技師会活動を勧めてくれた工藤真理子さん、寺澤技師長・スタッフ
の協力があっての事だと思っています。中でも、これまで多方面にわたり指導していただいた佐藤裕久さ
んには、改めて感謝の意を表します。ありがとうございました。

財団法人鳴海研究所清明会鳴海病院

船水 康陽

この度、青臨技奨励賞を受賞させて頂き、山崎会長をはじめ関係各位には心より感謝を申し上げます。
この表彰は、青臨技会員の資質向上に関する事業の一環でありますが、その中で私は生理機能検査分野に
おいて携わらせて頂きました。昨年八戸で開催された第 51 回東北医学検査学会の特別講演で、当時、弘前
大学大学院臨床検査医学講座教授（現、弘前脳卒中センター理事長）である保嶋実先生より “事業として
の臨床検査が窮地に陥っているのが現状”とのお話がありました。そのような中にあって近年全国的に、
超音波検査は医師が行うものから臨床検査技師が行うものに移行しつつあり、更に近年増加する血管疾患
に対する診断・治療におけるモダリティーとしても急速に需要が増大しており、臨床検査を救う救世主と
なると確信しております。検査部で超音波検査を行う効果として、①検査部の利益が増加する（病院の利
益も増加する）。②診断や治療に携わることにより、病院内や社会での存在感や貢献度が向上する（臨床検
査技師の地位向上につながる）。③超音波検査の需要拡大に応じて臨床検査技師の雇用の創出につながる。
④医師は診療や治療に専念できる。
（医師不足解消の一助となる）⑤災害時の避難所における肺血栓塞栓症
予防に活かす事ができる。など臨床検査のみならずそのメリットは計り知れないものです。今後も、青臨
技をはじめ各種学会や研究会などを通じ、心電図をはじめとする生理機能検査全般、その中で特に超音波
検査について、会員の皆様の資質向上にお役に立てる研修会を企画していきたいと思います。
～受賞者の方々～

高橋

俊英氏

外崎 和代氏

授賞式：(左から) 船水 康陽氏、千葉 祐二氏、中野
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理恵子氏、手代森

隆一氏

平成 22 年度 青臨技 一般検査部門研修会報告
鷹揚郷腎研究所弘前病院

高杉

洋子

平成 23 年 2 月 19 日青森市民病院にて、平成 22 年度青臨技一般検査部門研修会が開催されました。今
回は、一般検査部門に加え、生理機能検査部門と生物化学分析部門の講演もありましたので、参加者 77 名
の盛況ぶりでした。
はじめに、青臨技一般検査部門長

平内中央病院

坂牛省二技師による「H22 年度北 3 県尿沈渣フォト

サーベイ共通設問からみえる成分鑑別の問題点」より、各県の特徴（弱点）と鑑別技術向上のお話があり
ました。その中でも、尿細管上皮細胞の鑑別は難しいものがあり永遠のテーマではありますが、本県は他 2
県よりも正解率が高く、これも毎年行われる坂牛技師の基礎力 UP 指導のたまものと思いました。
続いて、五所川原市立西北中央病院

一戸香都江技師の「緊急事態です。あなたならどうしますか？心

電図と救急救命処置編」と題し、救急救命処置に関する行動の再確認や虚血性心疾患などの緊急性の高い
心電図波形を中心にお話していただきました。
3 席目は、青森県立中央病院

佐藤裕久技師の「極端値・パニック値に遭遇した時の対処について」と

題し、前半はパニック値や極端値がでた時の対処、臓器別に関連する項目など、後半は日常遭遇しそうな
症例を分かりやすくお話していただき、生化学担当以外の方には大変参考になったことと思います。
最後に特別講演としまして、東京女子医科大学病院

横山貴先生による「血尿を診る！腎疾患から尿路

系腫瘍の検出まで」と題し、赤血球形態と異型細胞の鑑別についてのお話がありました。赤血球形態につ
きましては、尿沈渣検査法 GP1-P4 の発売に先立ち、名称や分類法の変更、また赤血球分類ポイントなど
を説明していただきました｡ 各施設で是非とも教本を入手し、鑑別技術に磨きをかけて更なる基礎力 UP
をしていただきたいと思います。

一般検査部門長 坂牛 省二 技師

五所川原市立西北中央病院

青森県立中央病院 佐藤 裕久 技師
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一戸 香都江 技師

東京女子医科大学病院 横山 貴 技師

平成 22 年度 青臨技 生物化学分析部門研修会報告
弘前大学医学部附属病院

小笠原 脩

今回の研修会では「検査データから、何が読み取れるか」をテーマに、あらかじめ提示された 10 症例に
ついて議論が行われた。
私は去年の 10 月から生化学部門で検査業務をしており、データの見方もある程度は理解できると思って
いたが、いざ「検査データのみから患者の状態を読みとる」ということを行ってみると、わかる症例もあ
ったが、わからない症例の方が多く、非常に難しい印象を受けた。
しかし、今回の研修会では、データを見るときのポイントとなる項目や値、比などを、わかりやすく説
明していただき、わからなかった症例もポイントを押さえていけば、患者の状態を推測することができる
ことが理解できた。このような研修会は、自身のスキルアップにつながるので、今後も是非参加していき
たいと思った。

弘前大学医学部附属病院

青木

桜子

今回「検査データから、何が読みとれるか？」というテーマの研修会に参加させて頂きました。シスタ
チン C と糖尿病検査についての 2 つの講演は、実際のデータのグラフやより詳しい話を聞くことができ、
とても勉強になりました。最後の「検査データの見方を身につけよう」では、検査データを見るポイント
や考え方を実際の症例から学び、また、臨床の先生の意見も聞くことができ、これからの検査に生かして
いきたいと感じました。

弘前大学医学部附属病院

赤崎

友美

今回、私は「平成２２年度青森県生物化学分析部門研修会」に参加させていただきました。
この研修会に参加した理由は、検体検査の結果の読めるようになりたかったからです。普段、検体検査
に従事していませんが、当直時には検体検査を行わなければなりません。その際、いつも検体検査に自信
がなく不安を感じています。
今回の勉強会では、実際の症例をみての説明でしたので、結果の解釈の仕方を知ることができました。
また、医師からの目線で検査結果の解釈を聞けたのは有意義でした。
当直時の検体検査に対して完全に不安を取り除くことはできませんが、今回学んだことを生かしていき
たいです。参加させていただき、ありがとうございました。

生物化学分析部門長 工藤 真理子 技師

青森県立中央病院
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内分泌内科部長

田澤 康明 先生

平成 22 年度 第 6 回理事会議事録
１．日 時 ： 平成 23 年 2 月 5 日(土) 15:00～17:00
２．場 所 ： 青森市民病院 3F 小会議室
青森市勝田 1 丁目 14-20
Tel.017-734-2171
３．出席者 ： 山崎 正夫、小島 佳也、佐藤 裕久、萩野 繁樹、齋藤 浩治、成田 好孝、安田 善一、
斉藤 仁、赤坂 秀博、佐々木 則雄、川村 多蔵、竹洞 ヒロ子、須藤 安史、能登 温子
４．欠席者 ： 小田嶋 真喜
山崎会長の挨拶後、定款第 4 章第 24 条及び諸規定により、議長に山崎会長があたり、書記に須藤、能登理事が指
名され、審議が行われた。
【報告事項】
１．第 5 回理事会議事録報告
資料として配布された『第 5 回理事会 議事録』に従って山崎会長より報告があり、議事録内容の了承を求めたと
ころ、出席者全員が異議なく了承した。
２．学術部経過報告
小島学術部長より、研修会の開催済みと今後予定されている日程については、資料の『事務局経過報告』のとおり
である、と報告があった。
３．公益部経過報告
佐藤公益部長より特になしとの報告があった。
４．渉外部経過報告
萩野渉外部長より特になしとの報告があった。
５．事務局経過報告
齋藤事務局長より、配布資料に基づいて以下のとおり報告があった。
１）青臨技関連経過報告 ２）東北臨技関連経過報告 ３）日臨技関連経過報告 ４）関連団体経過報告
５）今後の予定
・平成 23 年度日臨技第 1 回定期総会と平成 23 年度青臨技通常総会が平成 23 年 5 月 14 日（土）同日開催され
るが、日臨技総会に佐藤公益部長が、青臨技総会に山崎会長が出席する予定である。
・プロモーション地区委員会（平成 23 年 2 月 7 日（月）仙台市）は、小島学術部長が出席する予定である。
・第 3 回冠動脈模型作成講習会（平成 23 年 3 月 20 日（日）八戸市）が、青森県放射線技師会と青森県臨床工
学技師会と青臨技の共催で開催予定である。
・一般社団法人移行にあたり今後は支部の予定も青臨技として掲載するため、支部開催の研修会等の予定が決ま
り次第連絡して欲しい。
６）組織調査報告
・平成 23 年 2 月 1 日(火)現在日臨技登録会員数は 570 名である。
・会員の異動に関しては、分かり次第速やかに須藤理事に連絡して欲しい。
６．その他
１）山崎会長より以下のとおり報告があった。
・新法人移行に伴う日臨技地区技師会の支部化に関しては、平成 23 年 12 月 1 日より北日本支部・関甲信支部・
首都圏支部・中部圏支部・関西支部・中四国支部・九州支部の 7 支部となることが決定した。
・北日本支部は、1 道 7 県（北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・新潟県）で組織され、
現在会員数 8263 名となる。
・今後開催される支部学会の名称は、
「平成××年度日本臨床衛生検査技師会○○支部第△回医学検査学会」となる
と思われる。
２）斉藤理事（会誌編集委員）より以下のとおり報告があった。
・本年度の青臨技会誌第 35 巻を発行した。
・来年度の会誌は 10 月発行予定である。
３）川村理事より以下のとおり報告があった。
・第 51 回東北医学検査学会第 7 回実行委員会（平成 23 年 1 月 29 日（土）八戸市）を開催し、各委員より反
省点など感想を述べてもらった。
・八戸観光コンベンション協会から入金を確認後、最終決算報告となる。
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・東北臨技代表者会議（平成 23 年 2 月 25 日（金）山形県）にて、学会最終報告をする予定である。また来年
度東北学会開催県である山形県に引き継ぎをする予定である。
【議題】
１．平成 22 年度通常総会について
齋藤事務局長より、議案書の配布資料に基づいて以下のとおり確認・報告があった。
１）表紙
・開催場所は青森県観光物産館アスパム 6 階「八甲田」である。
２）平成 22 年度通常総会開催通知
・議案審議 3）第三号議案の支部提出議案は、平成 23 年 3 月 4 日（金）までに文書ファイルを送付して欲しい。
３）平成 23 年度事業計画案
４）平成 23 年度社団法人青森県臨床衛生検査技師会予算案
５）書面表決書
・安田理事より、支部主催勉強会の予算は支出のどの項目に当てはまるのか？と質問があり、齋藤事務局長より、
「臨床衛生検査に関する調査、研究及び広告活動に関する事業」として予算を組んでおり、各支部で支出内容を会
計担当竹洞理事に報告して欲しい、との回答があった。
・安田理事より、支部主催研修会の使用金額は立て替えるのか？と質問があり、齋藤事務局長より、使用金額は立
て替えるのではなく、事前に一時金を各支部の新規口座に振り込む形をとってはどうか、また、青臨技が契約して
いる業者（消耗品はアスクル、郵便物はヤマト運輸のメール便）を各支部で利用し、口座引き落としにすることで
現金の取り扱いが減り、会計の管理がしやすいのではないか、との提案があり、理事に諮ったところ了承された。
・成田理事より、
「支出の医療関係学術団体との交流に関する事業」の旅費交通費が前年度（平成 22 年度）予算額
800,000円から平成23年度予算額400,000円と減額されているのはなぜか？との質問があり、
齋藤事務局長より、
今年度は第 51 回東北医学検査学会の準備に予算を多めに組んでいたため、平成 23 年度予算額は例年の予算額に
戻した形になっている、との回答があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
２．臨床検査精度管理指導講習会について
齋藤事務局長より、配布資料に基づいて以下のとおり確認・報告があった。
１）平成 23 年度第 7 回理事会・精度管理指導講習会・通常総会のスケジュール
・精度管理講習会の司会・進行は、萩野渉外部長・佐藤公益部長が担当する。
・通常総会の議事運営・資格審査委員は赤坂理事にお願いする。
・祝賀会会場はアスパム内「岩木」である。
２）平成 22 年度通常総会議事運営
３）平成 22 年度通常総会役員一覧
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３．第 38 回青臨技学会について
・赤坂理事より、宿泊施設は 30 人分を予約しており、きざん三沢より送迎バスが出る予定である、との報告があ
った。
・1 会場で実施し、100 名弱入れる規模の会場とする。
・ランチョンセミナーは 1 社となる。セミナー料 5 万円を頂き、弁当代は青臨技で負担する。
・抄録掲載のメーカー広告は本年度までランチョンセミナー実施メーカーを掲載していたが、次回学会はランチ
ョンセミナーを 1 社とするため、広告掲載はしないこととする。
・ポスターは上十三支部が作成し、A3 用紙サイズで 100 枚程度とする。
・山崎会長より、情報交換会では独自性のある若者が集まるような企画を考えてほしい、との要望があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
４．その他
１）齋藤事務局長より、配布資料「学会等参加費補助案について」に基づいて以下のとおり提案があった。
・対象学会・研修会は、日臨技学会および東北臨技学会とし、各 3 名の計 6 名とする。1 学会 3 名に満たない場合
は、もう一方の学会の定員を増やし、2 学会で計 6 名となるようにする。
・条件は、施設に所属する臨床検査技師の約 8 割以上が日臨技・青臨技の会員であることとする。また、施設会員
に限らず、自宅会員も可とする。
・補助金額は、最高 5 万円とし、5 万円を超えた部分は自己負担となる。また、施設から出張費が支給された場合
は、補助対象外とする。学会参加証明書や交通費・宿泊費の領収書を提出してもらう。
・1 年 30 万円の予算とし 5 年間継続する予定である。申請状況に応じて予算額や継続年数は変更することもある。
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・伝達講習等の報告義務はないものとする。
・各施設に学会等参加費補助について通知し、申請を希望する場合は、施設の技師長より申請してもらう。
・申請希望者は各施設 1 名とし、選考基準を設け、希望者多数の場合は理事会で人選する。
・平成 23 年度第 60 回医学検査学会（平成 23 年 6 月 4 日（土）
・5 日（日）東京都）から補助制度を開始するに
あたり、3 月中に申請希望を受け付けるようにする。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
２）山崎会長より以下のとおり提案があった。
・平成 24 年度に青臨技が創立 60 周年を迎えるので、記念誌を発行してはどうか。記念誌は会誌に盛り込む形に
し、学会情報交換会の際に、式典を兼ねてはどうか。
上記の事項について理事に諮ったところ、平成 23 年度から創立 60 周年記念事業に向けて準備する方針で了承され
た。
議長は、定款第 4 章第 28 条により、議事録署名人に佐々木 則雄、川村 多蔵の両理事を任命し、
以上をもって審議を終了したことを告げた。

平成 23 年度 第 1 回理事会議事録
１．日 時 ：
平成 23 年 4 月 9 日（土） 14:00～16:00
２．場 所 ：
青森市民病院 3F 大会議室
青森市勝田 1 丁目 14-20 Tel.017-734-2171
３．出席者 ： 山崎 正夫、小島 佳也、佐藤 裕久、荻野 繁樹、齋藤 浩治、安田 善一、斉藤 仁、
赤坂 秀博、川村 多蔵、竹洞 ヒロ子、須藤 安史、能登 温子、小田嶋 真喜
４．欠席者 ： 成田 好孝、佐々木 則雄
山崎会長の挨拶後、定款第 4 章第 24 条及び諸規定により、議長に山崎会長があたり、書記に須藤、小田嶋理事
が指名され、審議が行われた。
【報告事項】
１．会計監査報告
青臨技監事である丸山 まゆみ（つがる市立成人病センター）より、
（社）青森県放射線技師会の古川 勝文氏と
平成 23 年 4 月 9 日に平成 22 年度の監査を実施したところ「定款 13 条 5 項の規定により、会務および会計が適切に
行われていることを認める」との報告があった。
２．平成 22 年度第 6 回理事会議事録報告
資料として配布された『第 6 回理事会 議事録』に従って山崎会長より報告があり、議事録内容の了承を求めたと
ころ、出席者全員が異議なく了承した｡
３．学術部経過報告
小島学術部長より以下のとおり報告があった。
・延期された平成 22 年度臨床検査精度管理指導講習会（平成 23 年 3 月 12 日予定分）は、平成 23 年 5 月 15
日（日）
、第 38 回青森県医学検査学会（三沢市）と一緒に開催予定である。
・日臨技データ共有化委員会が、平成 23 年 5 月 14 日（土）
、平成 23 年度日臨技第 1 回定期総会後に開催され､
小島学術部長が出席予定である。
４．公益部経過報告
佐藤公益部長より、平成 23 年度学校児童・生徒心電図健診について以下のとおり報告があった。
・西北五支部では当初のスケジュールどおり 4 月 8 日（金）より始まっている。
・東青支部では震災・停電のため 4 月 8 日（金）の予定のみ延期となった。
・その他の支部は、震災・停電により変更されたスケジュールにそって、4 月 18 日（月）ごろから開始予定で
ある。
斉藤理事より、心電図の新機器講習の日程について医師会より返答がなく、各支部ではどうしているかとの質問
が出され､佐藤公益部長より、再度医師会と連絡を取り対応してもらうよう回答があった。また、安田理事より、
機器を実際操作したが、添付のマニュアルを参照すれば操作は簡単であるとの意見があった。
斉藤理事より、交通手段はタクシーチケットで対応とのことだが、1 日 500 円未満の傷害保険で自家用車を使用
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する方法も併用したいとの意見が出され、齋藤事務局長より、なるべくタクシーチケットで対応してもらいたいが､
自家用車で事故等があった場合には必ず報告するようにということで了承された。
５．渉外部経過報告
荻野渉外部長より、特になしとの報告があった。
６．事務局経過報告
齋藤事務局長より、配布資料に基づいて以下のとおり報告があった。
１）青臨技関連経過報告
・平成 23 年 3 月 12 日（土）に予定されていた平成 22 年度臨床検査精度管理指導講習会及び平成 22 年度青臨
技通常総会（予算総会）
（青森市）は延期となった。
・平成 23 年 3 月 20 日（日）に予定されていた第 3 回冠動脈模型作成講習会（八戸市）は中止となった。
２）東北臨技関連経過報告
３）日臨技関連経過報告
４）関連団体経過報告
５）今後の予定
平成 23 年 5 月 14 日（土）に開催される平成 23 年度日臨技第 1 回定期総会と日臨技データ共有化委員会に小島
学術部長が出席予定である。
６）組織調査報告
施設登録や会員異動については、今年度より日臨技へ届出となった。入会は日臨技 HP より用紙をダウンロード
して日臨技事務局へ申請してほしい。
７．平成 22 年度日臨技第 2 回定期総会報告
山崎会長より、平成 23 年 3 月 26 日（土）開催の平成 22 年度日臨技第 2 回定期総会に出席を予定していたが、震
災による影響のため出席を見合わせたこと、また、総会は成立したが、委任状の不足により定款改定の議決は出来な
かったとの報告があった。
８．その他
１)山崎会長より、平成 23 年 2 月 25 日（土）に山形市で行われた東北臨技代表者会議について、以下のとおり報
告があった。
・第 51 回東北医学検査学会の会計報告は、同学会の川村事務局長が報告し承認された。
・日臨技の定款が改定されれば、技師会の支部化等の影響が出てくると思われるが、すでに予定を立てている平
成 25 年度までの東北地区研修会は開催する方針である。
・また、日臨技の定款改定により、地区学会の一般演題廃止が懸念されていたが、東北の協議会開催の学会で一
般演題が継続される方針である。
・今年度の東北学会（山形県開催）は従来どおりの形式で行われるが、来年度担当県の福島県は震災の影響によ
り、今のところ開催や形式等全て未定となっている。
２）山崎会長より、東日本大震災について、青臨技会員の石垣 みゆき氏（国立弘前病院）が出身地（宮城県）に
帰省中に被災され、3 月 28 日死亡が確認されたとの報告があった。会報 No.104 に掲載予定で､5 月の青臨技通常
総会では黙祷を奉げる予定である。
【議題】
１．学会参加費補助事業について
齋藤事務局長より、第 60 回日本医学検査学会への参加費補助事業について以下のとおり提案があった。
・参加費補助事業の募集（定員 3 名）をしたところ、小又 誉史（公立七戸病院）と、河村 義雄（青森労災病
院）の申請があったため、この 2 名に決定したい。
・今回定員に満たない 1 名分は第 52 回東北医学検査学会の補助へ繰り越す。
・第 52 回東北医学検査学会の補助申請は 7 月頃案内するので、各支部でも会員へ伝達してほしい。
上記の提案事項について理事に諮ったところ了承された。
２．東日本大震災の義援金について
齋藤事務局長より東日本大震災の義援金について、以下のとおり提案があった。
・震災規模が大きいため効率の良い方法をとり、技師会にあるお金から寄付する。
・会員数×1000 円程度、現在会員数 540 名程度であるため 60 万円を予定している。
・義援金は被災された臨床検査技師会会員へ直接わたるものである。
・山崎会長より、震災当初新潟県から青森県へ義援金を援助したいとの申し出があったが、当時技師会では
被災者が確認されていなかったため遠慮したとの説明があった。
上記の提案事項について理事に諮ったところ了承された。
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３．平成 23 年度青臨技通常総会について
齋藤事務局長より平成 23 年度青臨技通常総会について、以下のとおり提案があった。
・延期されていた平成 22 年度通常総会（予算総会）
（平成 23 年 3 月 12 予定分）は、平成 23 年 5 月 14 日（土）
、
平成 23 年度通常総会（決算総会）の前に時間を設けて行う予定である。
・総会役員は 3 月に予定していた担当支部と同じ支部に担当していただくので、各支部で担当者を決めて 4 月中
に連絡してほしい。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
４．平成 23 年度青臨技通常総会・第 38 回青森県医学検査学会タイムスケジュール案について
齋藤事務局長より平成 23 年度青臨技通常総会・青森県医学検査学会（会場：きざん三沢）タイムスケジュール案
について、以下のとおり提案があった。
１）平成 23 年 5 月 14 日（土）平成 23 年度青臨技通常総会のタイムスケジュール案
・16 時 30 分から功労賞・奨励賞の授与式を行なった後、予算総会と決算総会を続けて行う。総会役員は、どち
らの総会も同じ役職を担当する。
・18 時から、功労賞・奨励賞祝賀会をかねて情報交換会を行う。
２）平成 23 年 5 月 15 日（日）第 38 回青森県医学検査学会のタイムスケジュール案
・学会演題 17 題、臨床検査精度管理指導講習会 8 部門を 1 日で行う。
・9 時から 11 時まで一般演題 12 題、11 時 10 分から 12 時まで精度管理講習会 5 部門（各部門 10 分）を行う。
・学会とは別に、精度管理講習会の参加受付と参加証明書の発行を行う。
・ランチョンセミナーはメーカーからの応募はなかった。12 時 10 分から 12 時 40 分に小島学術部長による標
準化対応基準値についての講演を行う。
・13 時から 14 時まで三沢市立三沢病院院長の坂田 優先生による公開講演を行う。
・14 時 10 分から 15 時まで一般演題 5 題を行う。
・15 時から 15 時 30 分まで精度管理講習会 3 部門を行う。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
５．第 38 回青森県医学検査学会について
赤坂理事より第 38 回青森県医学検査学会について、以下のとおり提案があった。
・昨年度は参加者が 137 名あったので、弁当＋お茶（1000 円程度）は 150 個用意する。
・きざん三沢の学会会場は 120 席程度の予定（総会は 50 席程度）
、垂れ幕もきざん三沢で準備する。
・学会受付・精度管理講習会受付は４人程度、2 台のパソコンを使用して受付する。5 月 14 日の総会の受付と
は別に、情報交換会の受付を行う。情報交換会の会費は 5000 円を予定している。
・駐車場はきざん三沢を利用できる。宿泊者は次の日まで駐車しておける。
・当日 8 時頃には集合して準備にあたる。
・公開講演の講師の交通はタクシーチケットを利用予定。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
斉藤理事より、前年度の学会で若手育成を目的とした記念品（T シャツ）の贈呈をしたが、今回も継続予定はある
か、との質問がだされ、山崎会長より、若手の発表が減っているので奨励のため継続していきたいとの回答があり、
小島学術部長中心で計画することで了承された。
６．東北学会学術賞について
齋藤事務局長より､第 51 回医学検査学会の演題から東北学会学術賞を選出しなければならないので、各支部で担当
会場の演題から良かったものを 1 題ずつ挙げてもらい、その中から理事会で 1 題選出する予定なので、県学会までに
各支部で知らせてほしい。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
７．その他
１）平成 23 年度学校児童・生徒心電図健診について
･赤坂理事より、今年度より派遣技師の日当は青臨技から支払われるのか、との質問が出され、齋藤事務局長よ
り、青臨技からはまとまったお金を支部に渡し､今までどおり支部から支払いを行ってもらうとの回答があった。
･赤坂理事より学校児童・生徒心電図健診について、実施時間を午後に変えられないかとの質問が出され、齋藤
事務局長より、医師会へは要望しているが、学校の都合もあるようで今のところ従来どおりとの回答があった。
佐藤公益部長より、学校によっては午後に実施しているところもあるようなので、学校と交渉してみると良いの
ではとの意見があった。
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２）支部の運営について
･須藤理事より、今年度から支部会費を集めなくなったため支部で会員の把握が出来ないことになるので、理事
会ごとに会員名簿を支部へ配布するとの提案があり、理事に諮ったところ了承された｡
･安田理事より、支部の会誌を作成するときは青臨技に請求できるかとの質問が出され、齋藤事務局長より、請
求できるが青臨技会誌と重複するような内容は省略して欲しい、また、事務用品はアスクルのインターネット注
文で購入してほしいとの回答があった。
３）支部提案事項について
齋藤事務局長より、3 月に予定されていた総会にて、支部から提案予定だった内容について以下のとおり説明が
あった｡
･下北支部より、今年度より学校児童・生徒心電図健診の派遣技師日当が県から出るのであれば、派遣技師の割
り振りや支払い業務は県事務局でやるべきではないかとの提案があったが、会計が青臨技に統一されることにな
っただけで、物理的・時間的にも県で全てやるというのは不可能なため、業務の流れは今までと同じようにやっ
てほしいと回答した。
･下北支部より、支部会員（非日臨技会員、非青臨技会員）はこれからどのようにしていけばよいかとの質問が
あったが、今まで支部のみの会員だった方には、今すぐ行事等の参加を不可にするのではなく、時間をかけて日
臨技・青臨技への入会を勧めていきたいと考えていると回答した。
･中弘南黒支部より、福利厚生の金額と支部で使用するお金について質問があり、福利厚生は 2 万円＋会員数
×300 円、支部で使用するお金はある程度まとめて振り込みにする、また福利厚生の金額が運営上足りないよう
であれば見直していきたいと回答した。
･中弘南黒支部より、支部会員＝青臨技会員とするのかとの質問があり、青臨技会員でどの支部に所属するかと
いう考え方をすればわかりやすいと思うと回答した。
･中弘南黒支部より、支部会員で青臨技に入らなければ支部退会ということになるのかとの質問があったが、青
臨技会員でなければ支部にも所属できないことになるので、各支部で入会を勧め上手にフォローしてもらうよう
にと回答した。
･中弘南黒支部より、支部会員の退会等の把握ができなくなるのではとの質問があったが、理事会の度に会員の
名簿を配布すると回答した。
･中弘南黒支部より、シルバー会員について質問があり、今年度は会費を集めないが、法人に移行した際には一
度一定額を支払うことにより、生涯永年会員という扱いにすることを考えていると回答した。
･中弘南黒支部より、支部の定款改定はどのようにすればよいかとの質問が出あったが、青臨技に依属してもら
って運営規定という簡略化した形をとるようにしてほしいと回答した。
･中弘南黒支部より、日当・交通費・講師謝礼についての質問があり、日当は 1 日 2500 円・半日 1250 円、交
通費は市内で 400 円・市外は公共の交通機関での計算となる、また、講師謝礼は教授クラス 5 万円・准教授ク
ラス 4 万円・講師クラス 3 万円・それ以外の医師免許取得後 10 年以上 3 万円・医師免許取得後 10 年未満 2 万
円・施設の事務局長クラス 2 万円・県外の検査技師(1 時間以上)2 万円・県外の検査技師(1 時間未満)1 万円・県
内の検査技師(1 時間以上)1 万円・県内の技師(30 分～1 時間未満)5000 円・県内の技師(30 分未満)2500 円とな
ると回答した。
･中弘南黒支部より、健康祭り等の公共事業について技師会会員以外にも協力してもらっても良いかとの質問が
あったが、会員と同じように日当は出るのでかまわないと回答した。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
４）プロモーション地区委員会について
小島学術部長より、
2月7日に行われたプロモーション東北地区委員会について、
技師会や研修会等の広告費は、
広告媒体を作る上での予算内に収めなければならない（60 周年記念の広告費を集めた際、支出側と収入側の名目
が異なっていた事例があった。
）との報告があった。
５）精度保証施設認証制度について
小島学術部長より、精度保証施設認証制度について、青森県からはパイロット認証施設（初回は無料）として基
幹施設（青森県立病院・弘前大学医学部附属病院・八戸赤十字病院）と、一般認証施設として八戸市医師会臨床
検査センターが取得し、認証施設は新聞広告に掲載された、青森県としては継続の方針ではあるが、更新には 2
年間で 5 万円の費用が必要なため費用捻出が難しくなってくるのではないかとの説明があった。
齋藤事務局長より、以前の東北臨技事務局長会議では、精度管理にかかる費用としてまとめて集めると、費用を
捻出しやすいのではとの意見があったとの説明があった。
‐16‐

山崎会長より、このままいくと次回の更新時期に更新しない施設が出てくる可能性があるので、病院側から費用
を出してもらえるようにしていく必要があり、次回の東北臨技代表者会議に意見を述べたいとの説明があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
６）標準化委員会の基準値について
佐藤公益部長より、青森県で標準化対応基準値を使用している施設を公表するようにしたほうが良いのではない
かとの提案があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承され、事務局で調査した上で、標準化対応基準値を採用している施設
をホームページ上に掲載することとなった。
７）災害派遣時使用備品の購入について
齋藤事務局長より、災害派遣依頼があった場合に対応できるよう備品を購入しておきたいと思うので、必要だと
思われるものがあれば知らせてほしいとの提案があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
議長は、定款第 4 章第 28 条により、議事録署名人に赤坂 秀博、竹洞 ヒロ子の両理事を任命し、以上をもって
審議を終了したことを告げた。

平成 23 年度 第 2 回理事会議事録
１．日 時 ：
平成 23 年 5 月 14 日（土） 14:30～15:30
２．場 所 ：
きざん三沢 三沢市堀口 17-128 Tel.0176-54-3111
３．出席者 ： 山崎 正夫、佐藤 裕久、荻野 繁樹、齋藤 浩治、安田 善一、斉藤 仁、赤坂 秀博、
佐々木 則雄、川村 多蔵、竹洞 ヒロ子、須藤 安史、能登 温子、小田嶋 真喜
４．欠席者 ： 小島 佳也、成田 好孝
山崎会長の挨拶後、定款第 4 章第 24 条及び諸規定により、議長に山崎会長があたり、書記に小田嶋、能登理事
が指名され、審議が行われた。
【報告事項】
１．平成 23 年度第 1 回理事会議事録報告
資料として配布された『第 1 回理事会 議事録』に従って山崎会長より報告があり、議事録内容の了承を求めたと
ころ、出席者全員が異議なく了承した｡
２．学術部経過報告
山崎会長より、平成 22 年度臨床検査精度管理指導講習会（平成 23 年 3 月 12 日予定分）は、平成 23 年 5 月 15
日（日）
、第 38 回青森県医学検査学会（三沢市）と一緒に開催するとの報告があった。
３．公益部経過報告
・佐藤公益部長より、平成 23 年度学校児童・生徒心電図健診は現在進行中との報告があった。
・安田理事より、医師会より健診日程変更の連絡がなかったため、変更以前の日程で担当者が出向してしまう事例
があったとの報告があった。
・赤坂理事より、第 1 回理事会で学校児童・生徒心電図健診について、実施時間を午後に変えられないかとの要望
を出したが、上十三支部で担当している方の都合により要望を取り下げるとの訂正があった。
４．渉外部経過報告
荻野渉外部長より、特になしとの報告があった。
５．事務局経過報告
齋藤事務局長より、配布資料に基づいて以下のとおり報告があった。
１）青臨技関連経過報告 ２）東北臨技関連経過報告 ３）日臨技関連経過報告 ４）関連団体経過報告
５）今後の予定
・平成 23 年 7 月 9 日（土）
、10 日（日）開催予定の平成 23 年度東北臨技生理機能検査部門研修会の案内文は
東北臨技事務局から届き次第各施設へ送付する。
・第 52 回東北医学検査学会（山形市）の要綱集は未到着なので、届き次第各施設へ送付する。
６）組織調査報告
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現在の会員名簿を各支部に配布した。
７）その他
青森県内での青臨技標準化対応基準値の採用・採用予定施設をホームページに掲載した。現状はまだ少ないので
各支部で啓発してほしい。
６．その他
山崎会長より、以下のとおり報告があった。
・平成 23 年 5 月 29 日（日）に、臨時の東北臨技代表者会議（仙台市）が開催予定で、東日本大震災の復興に
ついて話し合いが行われるとの報告があった。
・5 月 9 日(月)に日臨技の才藤 純一副会長と、土居 修理事が被災地の視察で、八戸市立市民病院、青森労災病
院を訪問された。
【議題】
１．平成 23 年度青臨技通常総会について
齋藤事務局長より、配布資料に基づいて通常総会役員及び議事運営手順について以下のとおり提案があった。
・延期されていた平成 22 年度通常総会（予算総会）と平成 23 年度通常総会（決算総会）を続けて行うため、
資格審査をそれぞれ行わなければならない。
・始めに、震災で亡くなられた青臨技会員の石垣 みゆき氏（独立行政法人国立病院機構弘前病院）に黙祷を奉
げる。次に、青臨技功労賞・奨励賞の授与式を行ってから総会を行う。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
２．第 38 回青森県医学検査学会について
齋藤事務局長より、配布資料に基づいて第 38 回青森県医学検査学会について以下のとおり提案があった。
・会場内での精度管理指導講習会の参加登録受付は、11 時から 10 分間 2 台のパソコンを使用して行う。
・精度管理指導講習会のみの参加者には、学会参加者と同じくランチョンセミナーの弁当を配布する。
・参加費は、学生は無料となり、技師会新入会手続き中の方は会員と同じ 1000 円となる。
・精度管理指導講習会の進行は、午前は佐々木理事、午後は小島学術部長が行う。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３．その他
１）齋藤事務局長より以下の事項について提案・報告があった。
・東日本大震災の義援金として、会員数×1000 円程度ということで 60 万円（現在会員数 550 名）を近日日臨技
へ寄付する。
・青臨技事務局長を川村理事へ引き継ぎ、齋藤事務局長は公益法人への移行に専念する
・各支部の事務用品等の購入のため、アスクルのインターネット注文の簡単な説明ファイルを送付した。
・日臨技の法人化 60 周年記念として各県から厚生労働大臣賞該当者（1 名）を選出してほしいとの依頼があり、
県の役員歴 10 年以上が基準となっているため、元鰺ヶ沢町立中央病院の尾崎 陸男氏を推薦したい。
・第 51 回東北医学検査学会の一般演題から東北学会学術賞を選出するために、各支部で担当会場の演題から良
かったものを 1 題ずつ挙げてもらうようお願いしていたが、まだの支部があるので今月中にお願いしたい。
・第 52 回東北医学検査学会は、10 題以上一般演題発表を出したいので、協力をお願いしたい。
・第 60 回日本医学検査学会は、プログラムが一部変更となっているのでホームページで確認してほしい。
・日臨技年会費の領収書は日臨技のホームページから 1 回だけ印刷できる。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
２）竹洞理事より、支部会計について以下のとおり説明があった。
・各支部の福利厚生費と活動費（10 万円）を 4 月末に振り込んだ。
・学校児童・生徒心電図健診の移動に使用したタクシーチケットの支払いは青臨技会計で行う。
・支部会計の入力用 Excel ファイルを、各支部に送付したので入力してほしい。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
議長は、定款第 4 章第 28 条により、議事録署名人に斉藤 仁、須藤 安史の両理事を任命し、以上をもって審議
を終了したことを告げた。
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事務局からのお知らせ
【事務局が変更になりました】
平成 23 年度青臨技通常総会にて齋藤事務局長より、事務局長が川村 多蔵(十和田市立中央病院)に変更になる
と報告がされました。それに伴い平成 23 年 7 月 2 日より新事務局態勢で運営していますので皆様の協力と御理
解お願いします。なお事務所の変更はありません。
社団法人 青森県臨床衛生検査技師会 事務局長 川村 多蔵
〒034-0093 十和田市西 12 番町 14-8 十和田市立中央病院 臨床検査科
TEL : 0176-23-5121

FAX ： 0176-23-6118

E-mail ： t-kawamura@hp-chuou-towada.towada.aomori.jp

【青臨技 標準化対応基準値の採用お願い】
青臨技では標準化対応基準値(臨床化学、血液検査)を作成し青森県医師会から承認を得たうえで、平成 21 年
より県内施設での採用を推奨しています。平成 23 年 7 月 18 日現在、県内では 24 施設で採用されていますが、
未だ採用実績が少ないのが現状です。未採用の施設は今一度採用の御検討下さいますよう宜しくお願いします。
基準値と採用施設は HP 上にて閲覧できますので御参照下さい。

【日臨技年会費及び青臨技年会費についての訂正】
以前、青臨技会報 No.104 で再入会希望の方は、再入会時に「日臨技年会費 10,000 円、青臨技年会費 6,000
円の総額である 16,000 円と振込手数料が別途必要となります」とお知らせしましたが、青臨技入会費 500 円が
含まれておりませんでした。正しくは「日臨技年会費 10,000 円、青臨技年会費 6,000 円、青臨技入会費 500 円
の総額である 16,500 円と振込手数料が別途必要となります」でした。大変申し訳ございませんでした。

【日臨技 東日本大震災 被災地視察】
去る 5 月 9 日(月)、日臨技より才藤 純一副会長と土居 修理事が東日本大震災で津波被害を受けた被災地視察
のため、県内では八戸市の八戸市立市民病院と青森労災病院の 2 施設の訪問をされました。その後も東北地方
沿岸地域の施設を中心に訪問されたようです。日臨技で集約した東日本大震災の義援金は総額 22,119,473 円と
なり、その取扱いは、東北地区会長である伊藤東北地区担当理に復興支援金として委託され、使途については、
今後の復興は数年単位も必要と考えられるため東北地区内の各県協議に一任されるようです。被災地の一刻も
早い復興を祈念します。

八戸市立市民病院を訪問された
日本臨床検査技師会の土居 修理事と才藤 純一副会長(右側から)
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