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第 52 回東北地区医学検査学会奨励賞を受賞して
独立行政法人 労働者健康福祉機構 青森労災病院

千葉 祐二

この度、東北臨技奨励賞へ推薦していただき、受賞への運びとなったこと関係者方々に深く感謝申し上
げます。
当検査科では過去に３名受賞されておりますが、その先輩方をはじめスタッフ各々からの‘時には厳し
く’‘稀に優しく？’ご指導や協力があったからこそ、今の自分が活かされているのだということを肝に命じ
て忘れないようにしたいと思います。
ここ数年連続で東北医学検査学会に参加して思う事は、特定の人のみが質問する傾向にあることです。
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恥を覚悟で質問してみようではありませんか。正直、質問にも勇気が要ります。一般演題等を聞いていて、
誰しも最低一つくらいは疑問を感じたり、もっと詳しく演者に聞いてみたいと思う事はある筈です。大事
なことは、質問するに向けて予習なりの努力をすること、一歩前へ進むことではないかと思うのです。
演題発表に際しては、どんどんチャレンジして欲しい。発表に向けての準備そのものが身になる。血液
検査データの解釈や疾患との関連、診断・治療との関わり、他の論文などを把握して初めて、スライドの
一文字一文字が作られる。
発表の仕方は原稿なしでスクリーンとフロアを見ながら行うのがベスト、原稿棒読みは聴衆者へ伝わらな
い。抄録があるので発表概要は誰でも判る、しかし、その中の要点を強調しなければ発表の意味がないと
思うのです。日常検査で稀症例に出会ったり、疑問を生じた例をとことん追求して、症例カンファランス
をまず身内で行うことを提案いたします。誰しも週に一度位はある筈です。その積み重ねが後に演題発表
等に繋がって行くものと思います。
偉そうなことを述べていますが、殆どは先輩方やいろいろな学会等で知り合った人たちからの請け売り
に近いです。情報交換会でただ呑んで話をしているようで、実はそこで得る情報もたくさんありました。
人との出会いを大切にしてそこから生まれる何かを、これからも自分なりに模索し続けたいと思います。
本来、自分ではなくこの賞に値する人はたくさん隠れていることと思います。その人たちのためにもこ
れからも精進に努めて行きたいと思います。

青森県立中央病院 手代森 隆一
10 月 15 日、山形市の山形テルサホールにおいて、青森県医学検査学会奨励賞に引き続き、東北地区医
学検査学会奨励賞を頂きありがとうございました。県奨励賞の時も皆の前に出てもらった時は緊張しまし
たが、今回の式典は大ホールで行われ、それに舞台に上がっての受賞式です。緊張の中始まった式典では、
トップバッターとして名前が呼ばれました。
賞状を全文読んでいただいたのは貴重な体験でありましたし、
身が引きしまる思いでの受賞でした。カッコイイ父ちゃんの姿を息子たちにも見せたかった～。今までは
指導を受ける立場でしたが、今後は先輩から受けた事（恩）を後輩たちにかえしていきたいと思います。
また今回の学会は、東日本大震災後初の東北学会であり、被災の中心がこの東北であったことから、式
典の前には震災の追悼式が執り行われました。その中で、地元花巻弁による宮澤賢治の「雨ニモマケズ」
の朗読があり、それは今のこの状況・心境にとても響くもので、会場では涙をこぼす人もみられました。
また、これは学会場で聞いたある被災した検査技師の話ですが、岩手沿岸部で健診をしている最中地震に
あい、その後健診の検体を持って盛岡に帰る途中津波に巻き込まれたそうです。丸 2 日間全く連絡が取れ
ず、3 日目に会社に歩いて辿り着いた時に手にしていたものが、健診者の血液検体であったそうです。自
分の物は流されても、検体は流されまいと必死で手を伸ばしたとの事。感動しました！自分がもし・・・・・。
「サウイフモノニ ワタシハナリタイ」
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東北地区医学検査学会学術賞を受賞して
青森県立中央病院

瀬川 恵

今回、東北臨床検査技師会学会学術賞を受賞させて頂き、大変光栄なことと嬉しく思います。しかし正
直なところ、受賞のお話をはじめて聞いたときには嬉しいと感じるよりも先にただただ驚いてしまいまし
た。まさか自分が、このような賞を頂ける日が来るとは思ってもいなかったので…。山形での授賞式に出
席したときにようやく、本当に受賞したのだなあと実感したような気がします。
私が検査技師として勤務するようになってから 6 年、
そのうち 5 年近くを血液検査に携わってきました。
こうして改めて振り返ってみるとそれなりな年数が過ぎているのだなあと感じますが、まだまだできない
ことも多く、知識も経験も足りません。この演題を東北学会で発表するより先に県学会で一度発表してい
るのですが、私にとって初めての学会発表であったこともあり、質疑応答でうまく答えられずに恥ずかし
い思いをしました。その失敗を踏まえて、東北学会ではもう少しきちんと答えられるようにしようと標本
を見直しながら寺澤技師長に指導していただき、本番では何とか一人で答えることができました。この学
会発表を通して、少しは成長できたのではないかと思っています。
未熟な私が受賞できたのは、ひとえに現場のスタッフ、特に寺澤技師長の指導・協力があったのはもち
ろん、推薦してくださった山崎会長をはじめ青臨技の皆様のおかげです。頂いた賞に恥ずかしくないよう、
日々のルーチンをはじめ知識の蓄積、技術の向上に邁進していきたいと思います。この度は本当にありが
とうございました。

（左から）

青森労災病院 千葉 祐二 技師
青森県立中央病院 瀬川 恵 技師
青森県立中央病院 手代森 隆一 技師
受賞おめでとうございます＼(^o^)／

第 52 回東北地区医学検査学会情報交換会の様子
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東日本大震災 旅行者予防検診(DVT 検査)ボランティアに参加して
財団法人黎明郷 弘前脳卒中・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

乗上 綾子

平成 23 年 9 月 24 日（土）、東北臨技主催の東日本大震災 旅行者予防検診(DVT 検査)に参加してきまし
た。まず前日 23 日（金）に、盛岡市で開催された被災地支援活動 下肢静脈超音波検査研修会に参加し、
避難所における DVT 検診について講義と実技指導を受け、検診当日の検査手順について学びました。
翌 24 日早朝バスで大槌町へ出発しました。家の基礎しか残ってなく、雑草がぼうぼうと生えていたり、
浸水した建物も瓦礫の山もまだ残っていたりしている地区もあり、そんな光景を目にして涙がこぼれそう
でした。その時間は秋晴れで風もなく、海がとても穏やかで水面がキラキラと輝いていました。この綺麗
な海がテレビで見たあの黒い海になって襲ってきたのかと想像したら、余計に悲しく思えました。
仮設住宅の集会所に被災者の皆さんに集まっていただき、①問診 ②血圧測定 ③SpO2 測定 ④下肢静脈
エコー ⑤弾性ストッキング配布･着用指導 ⑥D-ダイマー測定 ⑦結果説明 の順に検診進めました。臨床
検査技師①～⑤、医師･看護師⑤～⑦と分担して行いました。てっきり仕事は下肢静脈エコーだけだと思っ
ていたのですが、現地に行ってみてその他にも私にできる仕事があるとわかり、下肢静脈エコー以外にも
臨床検査技師として何かしらの形で支援できることがあると実感しました。
被災者の中には「家族が流されてから血圧上がってしまった。」や、「怖くて夜は眠り薬がないと寝られ
ない。」と話す方もおられました。ニコニコしていて明るかったので始めは気づきませんでしたが、話をし
てみてやはり心に傷を負っているのだとわかりました。元気に振舞っていただけなんですね。当然ですよ
ね。
今回の DVT 検診に参加して、被災地に行って現状を生で見たり、被災者と会話する機会がもてたりし
たことは、人としても臨床検査技師としても、とても良い経験になりました。

下肢静脈エコー検査中の 乗上 綾子 技師の様子
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平成 23 年度 青臨技 輸血・移植検査部門研修会報告
下北医療センター むつ総合病院

熊谷 有純

平成 23 年 7 月 16 日、平成 23 年度 青臨技輸血・移植検査部門研修会が、青森市民病院 3Ｆ大会議室
で開催されました。まず、旭化成クラレメディカル株式会社
血球除去用血液バックシステム

徳島恭雄先生による「自己血液の保存前白

セパセルインテグラＣＡのご紹介」がありました。次に、オーソ・クリ

ニカル・ダイアグノスティック株式会社

古杉光明先生による「適切な反応結果を得るために」では、事

前に行われたミニサーベイの結果から、正しい検査結果を導くための輸血検査の基礎についての研修が行
われました。事前に実施されたミニサーベイは、血球浮遊液 2 本と血清 2 本の反応を判定する簡便なもの
で、合計 50 施設の参加がありました。判定結果と結果乖離原因因子予測から、検体のバランス・試験管
の取り扱い、遠心条件・洗浄条件・抗グロブリン試薬の管理に留意しなければ、反応にばらつきが出るこ
とがわかりました。研修では判定時のポイントや、遠心条件・生食のｐＨ・洗浄条件・使用しているピペ
ットでの検体滴下などに関する検証方法に至るまで説明していただき、とても勉強になりました。
他にも異常反応が出たときに考えられる原因など、丁寧に説明してくださり、時間が許せばもっとお話を
聞きたいと思いました。次回は実技実習もしてみたいと思いました。
安全な輸血を行うためには、適切な反応強度をとれることと、正常な反応と異常な反応の識別ができるこ
とが必須です。適切な操作、手技、不規則抗体検査の実施はもちろんですが、機器や試薬の管理を怠れば、
検査の感度・特異性が下がるので、注意しなければならないと思いました。わかりやすく大変有意義な研
修会でした。ありがとうございました。

ｵｰｿ･ｸﾘﾆｶﾙ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸ

旭化成ｸﾗﾚﾒﾃﾞｨｶﾙ

株式会社

株式会社

徳島

恭雄

古杉

氏

研修会の様子
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光明 氏

平成 23 年度 青臨技 生理機能検査部門研修会報告
青森市民病院

高谷 幸子

9 月 3 日に青森市文化会館で開催された本研修会では、まず教育講演で「押さえておきたいポイントと
ピットフォール」と題して脳波・心電図・ABPI が取り上げられました。脳波では静電誘導や電磁誘導な
どのアーティファクト対策や弁別比など、覚えているツモリ知っているツモリで実は曖昧なままの基本事
項を確認することができ、心電図では「今更聞けないがその知識は本当に正しいのか」というタイトルに
ドキリとしながら、肢誘導電極正三角形理論・判読の基本・同素材の電極を使用するなど、曖昧な知識を
反省しながら学生に戻ったような気持ちで聴いていました。ABPI ではデータの見方・解釈のポイントが
多数の症例で紹介され、測定手技についての各施設の悩みや工夫も知ることができました。
次の特別企画では東日本大震災避難所でのエコノミークラス症候群検診活動が報告されました。エコー
による深部静脈血栓症の検索で検査技師がこのように活動しているということを嬉しく思うと同時に医療
チームとしての検査技師の関与の在り方を知ることができ、参加された方々の熱意に頭の下がる思いでし
た。
最後の特別講演では、弘前大学の谷口哲先生に心臓血管外科医の立場から対象疾患ごとに CT やエコー
の有用性を講義していただきましたが、特別企画でも紹介された被災地検診活動の詳細なデータを踏まえ
て聴くと、難しいながらも真剣に見入ってしまいました。
内容の広い研修会をありがとうございました。

五所川原市立西北中央病院

鳴海病院

青森労災病院

一戸 香都江 技師

船水 康陽 技師

千葉 祐二 技師

弘前大学医学部
胸部心臓血管外科学講座
谷口

研修会の様子
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哲

先生

平成 23 年度 青臨技 感染制御部門研修会報告
八戸赤十字病院

比内 友里

平成 23 年 11 月 5 日青森市民病院にて、平成 23 年度青臨技感染制御部門研修会が開催されました。丸一日
という長い時間でしたが、大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。
はじめに｢精度管理フォローアップ｣と題し、弘前市立病院 小杉貴久技師より問題の解答と詳しい解説、そ
して各病院、施設での状況についてお話していただきました。中でも大腸菌の抗血清検査についてのお話は抗
血清検査の重要性を改めて考えさせられるものでした。
続いて、シーメンス・マーケティング部 上田修先生より｢CLSI M100-S21 ドキュメントの変更点｣と題し
お話していただきました。
3 席目は、青森県環境保健センター 三上稔之先生より｢青森県環境保健センターとの連携｣と題し、県内微
生物検査室はどこまで検査すればよいかについてお話していただきました。
4 席目は、湊病院 江刺家有希技師より｢院内感染対策におけるサーベイランス報告｣と題し、細菌検査を外
注している施設でもできることと題しお話していただきました。
5 席目は｢はじめての嫌気性菌検査｣と題し、東青地域県民局地域健康福祉検査部 川村千鶴子技師よりお話
していただきました。嫌気性菌検査の難しさを改めて痛感するとともに、これから検査を行なっていくうえで
参考にしていきたいと感じました。
最後は、順天堂大学医学部附属順天堂医院 中村文子先生より｢薬剤耐性菌の検査｣と題し、感染対策上重要
な多剤耐性菌についてお話していただきました。ＥＳＢＬをはじめＡｍｐＣやＫＰＣなど今まで理解している
つもりで理解しきれていなかった薬剤耐性機構や、確認試験の方法などをとてもわかりやすく、そして面白く
説明していただき理解を深めることができました。
私は今年 6 月から細菌検査をはじめたばかりで、今回初めて感染制御研修会に参加させていただきました。
初めてでしたが今回の研修会を通して改めて細菌検査の難しさを感じるとともに、これから細菌検査に携わっ
ていく者としてもっと知識を深め、よりよい感染対策を行なっていくうえでも医師や他の医療従事者とのコミ
ュニケーションを大切にしていきたいと思います。

弘前市立病院
小杉 貴久 技師

青森県環境保健センター
三上 稔之 氏

湊病院

東青地域県民局地域健康福祉部検査部

江刺家 有希 技師

川村 千鶴子 技師

順天堂大学医学部附属
順天堂医院臨床検査部
臨床検査技師(医学博士)
中村 文子 先生

研修会の様子
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平成 23 年度 青臨技 一般検査部門研修会報告
公立七戸病院

工藤 みどり

平成23年11月12日青森市民病院3階大会議室にて、青臨技一般検査部門の研修会が開催されました。今年度も
参加者55名と盛会でした。
はじめに、一般検査部門精度管理委員 佐々木澄子技師による平成23年度青臨技一般検査部門フォトサーベイ
の解答と解説がありました。設問8ではＢが空胞変性円柱ということがわかり消去法で3番を選べましたが、A
の顆粒円柱と赤血球円柱では、赤血球がどこに封入されているのかがわかりませんでした。スライドで示され
たところを確認し、これからはもっと細部にまで注目しなければいけないと痛感しました。
続いて、青臨技一般検査部門長 坂牛省二技師による『「尿沈渣検査法2010」の概要と成分鑑別のポイント』
の講演がありました。尿沈渣成分の分類に沿って順々に鑑別ポイントを解説して頂きました。私は４月から一
般検査に携わるようになりましたが、わからない尿沈渣成分に日々悩まされていました。非糸球体型赤血球と
糸球体型赤血球、尿細管上皮細胞と尿路(移行)上皮細胞、白血球円柱と上皮円柱などルーチン検査で立ち止まっ
てしまう点を、坂牛技師の穏やかな声とたくさんのスライド＆『「尿沈渣法2010」徹底攻略実力UP！ノート』
で入念に解説して頂き、尿細管細胞は細胞質が薄く透明感がある・しわがよっているなどの特徴を映像で思い
浮かべる事ができ少し自信を持てるようになりました。
未熟な私ですが、今回研修会に参加して尿沈渣の面白さに気付き、知識を自分のものにしたいという意力が
沸いてきました。教えて頂いたことを参考により知識UPに努めていきたいと思います。

青森県立中央病院 佐々木 澄子 技師

講師の平内中央病院 坂牛 省二 技師

司会を務めた 鷹揚郷腎研究所 弘前病院

研修会の様子

高杉 洋子 技師
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平成 23 年度 青臨技 総合管理部門研修会報告
社団法人慈恵会 青森慈恵会病院

三上 少子

あいにくの雨の中、平成 23 年 11 月 19 日（土）アスパム５F あすなろにおいて、平成 23 年度青臨技総合管
理部門研修会が開催されました。
講演１として、
「今回の震災を機にドライケミストリーを考える」と題し、富士フィルムメディカル株式会社
荒木憲彦先生より「富士ドライケム 震災支援への取り組みと活用実例」を、オーソ・クリニカル・ダイアグ
ノスティックス株式会社 半田真澄先生より「今回の震災を機にドライケミストリーを考える」の２題を講演
していただきました。震災時には、水が不要で操作できるドライケミストリーが有用であること、東日本大震
災時の対応活動の報告や新たな課題についてお話していただきました。
講演２として、日本臨床衛生検査技師会 岩上みゆき先生より「精度保証施設認証制度について」と題して
講演していただきました。測定値の標準化事業の延長として設けられた認証制度のこれまでの過程について、
申請の条件、申請手順、また新たな課題として制度の活性化と認証制度の診療報酬への反映についてお話して
いただきました。活発な質疑応答があり、認証制度への高い関心がうかがえました。
講演３として、東京女子医科大学病院中央検査部技師長 三浦ひとみ先生より「次世代検査室を考える－検
体検査室自主運営化の歩みとその検証－」と題して講演していただきました。今年 4 月よりブランチから自主
運営にされた施設ということで、ブランチから自主運営に至るまでの経緯や取り組み、運営後の取り組み、今
後の課題についてお話していただきました。検査部全職員が自主運営の必要性を認識し、一丸となり様々な問
題を解決しようと取り組んだ姿勢が、他職種の方々の理解や協力を得、運営をも変えてしまったというその努
力と意欲にただ感嘆するばかりでした。
今回の研修に参加し、精度管理の重要性を再認識し、そしてよりよい検査室を目指すための考え方を学ぶよ
い機会となりました。

富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社

ｵｰｿ･ｸﾘﾆｶﾙ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ株式会社

荒木 憲彦 氏

半田 真澄 氏

日本臨床衛生検査技師会

東京女子医科大学病院

精度保証施設認証制度担当

中央検査部技師長

岩上 みゆき 理事

三浦 ひとみ 氏
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平成 23 年度 第 3 回理事会議事録
１．日 時：平成 23 年 7 月 2 日(土) 15:00～16:30
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、萩野 繁樹、齋藤 浩治、成田 好孝、安田 善一、
斉藤 仁、赤坂 秀博、川村 多蔵、竹洞 ヒロ子、小田嶋 真喜、能登 温子
４．欠席者：佐々木 則雄、須藤 安史
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．第 2 回理事会議事録報告
資料として配布された『第 2 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
小島学術部長より以下のとおり報告があった。
・平成 23 年度日臨技第 1 回定期総会（平成 23 年 5 月 14 日（土） 東京都）に出席した。定款改訂は承認されたが、第
4 号議案は出席者と委任状を併せた人数が規定に達しなかったため取り下げとなった。
・データ共有化事業代表者会議（平成 23 年 5 月 14 日（土） 東京都）に出席した。事業計画は例年どおり各都道府県
の基幹施設に定期的に試料を配布し測定を行ってもらう予定である。また、日臨技が作成した基準範囲が公表され今後
普及させていきたいとの報告に関して、青臨技では青森県医師会と共同で作成した標準化対応基準値を数年前より県内
施設に推奨しているので、今回の採用については現状も考慮して欲しいと要望を述べた。
・今年度のデータ共有化事業は青森県立中央病院より辞退の申し出があったため、弘前大学医学部附属病院、八戸赤十字
病院の 2 施設で実施することになった。
・東北臨技学術部長・部門長会議（平成 23 年 7 月 1 日（金） 盛岡市）に出席した。協議事項として東北臨技主催の研
修会案内文書の各県への配布が部門長の負担となるため、E-mail を活用してはどうかとの提案があった。今後各県に
E-mail での運用が可能かどうかのアンケート調査を実施する予定である。
・東北臨技は今後北海道を含めた北日本支部となるが、東北臨技の平成 24、25 年度各部門長は現在の 7 県から選出し 10
月の東北臨技代表者会議にて決定する。
・青臨技の学術会議を平成 23 年 7 月 16 日（土）に開催する予定である。
３．公益部経過報告
佐藤公益部長より、5 月末に終了した学校児童・生徒心電図健診に関して各支部に問題点などがなかったかどうか意見を
出してもらったところ、医師会からの日程で学校に行ったが実際には翌日が健診日であり人員の確保が大変であった、震災
の影響で急な日程変更・調整のために人員確保が大変であった、健診日程が月曜日の午前中では派遣技師の人員を確保する
のが難しいので公益部で調整できないか、などの意見があったが、支部内の健診日程、派遣技師の調整などについては各支
部で直接医師会の関川氏と調整してもらった方がよい、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
・生理機能検査部門研修会が平成 23 年 9 月 3 日（土）の開催予定だが、講師の都合により平成 23 年 9 月 10 日（土）に
変更になるかもしれない。
６）組織調査報告
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６．その他
１）山崎会長より東北臨技会長会議（平成 23 年 5 月 29 日（日）について以下のとおり報告があった。
・青臨技では東日本大震災により会員 1 名が被災し亡くなられたため慶弔規定により見舞金が支給する予定である。
・平成 24 年度から東北臨技の事務局長会議と会長会議を午前・午後に分けて 1 日で実施する。また、学術部長会議も
2 年に 1 度開催することになった。
・宮城県臨床衛生検査技師会より健診事業を東日本大震災の被災地で実施したいとの提案があった。
・第 52 回東北医学検査学会の情報交換会は例年どおり行う。
・第 60 回日本医学検査学会（平成 23 年 6 月 4 日（土）
、5 日（日） 東京都）に 5､000 名の参加があり、学会長より
お礼の文章が届いた。
２）小島学術部長より第 52 回東北医学検査学会について以下のとおり報告があった。
・第 52 回東北医学検査学会の一般演題登録数が 7 月 1 日現在 61 題だけなので、演題登録締切を 7 月 15 日（土）
、抄
録登録締切を 7 月 22 日（土）まで延長することになった。
・各県の一般演題登録数は、青森県 7 題、秋田県 1 題、岩手県 3 題、宮城県 4 題、山形県 19 題、福島県 13 題、新潟
県 14 題である。昨年各県に協力して頂いたので、青森県としても演題登録 10 題を目指して会員に声を掛けてほし
い。
３）齋藤事務局長より、以下のとおり報告があった。
・3 年に 1 度の県の立ち入り調査があり、昨年の議事録に監査人の名前が抜けていたので、手書きで付け加えた。会計
の不備の指摘に関しては、竹洞理事より既に書類を県に提出済である。その他、公印の管理をしっかりやってほしい
との指摘があった。
・日臨技からの補助金（約 65 万円）が来年度よりなくなるため、経費削減もしくは会費増額するかの検討が必要であ
る。
【議題】
１．東北臨技 功労賞・奨励賞について
山崎会長より、平成 23 年 6 月 23 日（木）の表彰審査委員会にて、東北臨技功労賞は該当者なし、東北臨技奨励賞は
手代森 隆一（青森県立中央病院）
、千葉 祐二（青森労災病院）の 2 名が推薦されたと報告があり、理事に諮ったところ
了承された。
２．青臨技 功労賞・奨励賞について
山崎会長より、該当者なしとの報告があり、理事に諮ったところ了承された。
３．第 51 回東北医学検査学会学術賞について
山崎会長より、常任理事会にて、一般演題 8 の「all-trans retinoic acid ( ATRA ) 治療時の白血球分類について」の瀬川 恵
（青森県立中央病院）を青臨技として推薦したいと提案があり理事に諮ったところ了承された。
４．その他
１）竹洞理事より以下とおりの報告があった。
日臨技へ送付した東日本大震災の義援金 600,000 円を予算案のどの科目から支出するかを会計士に相談したところ、
『医療関係学術団体との交流に関する事業』に新たに義援金という項目を作成し、予算を組みなおすよう指示があった。
そのため、当初の予算案の予備費が 1,628,500 円から 1,028,500 円となっている。
２）青臨技会誌第 36 巻編集について
・斉藤理事より、会誌編集委員では論文投稿期限を 7 月末としているが、まだ投稿がないため、各支部長より会員への協
力をお願いして欲しい。9 月末までに校正を終了し、10 月末までに会誌を発行する予定である、と報告があった。
・山崎会長より、会誌への論文投稿に関してカラー写真希望者にはある程度の金額を自己負担してもらいたいと提案があ
り了承された。具体的な自己負担額については継続審議となった。
３）齋藤事務局長より、学会旅費補助制度について、第 52 回東北医学検査学会には 30,000 円×7 名で計 210,000 円とし、
7 月中に案内文を出し、8 月には決定したい、と提案があった。川村理事より、7 名中 2 名を東北臨技奨励賞受賞者（2
名）にしてはどうかとの提案があり、8 月の選考時点で再検討することとした。
議長は、定款第 4 章第 28 条により、議事録署名人に佐藤 裕久、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。
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平成 23 年度 第 4 回理事会議事録
１．日

時：平成 23 年 10 月 1 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、荻野 繁樹、川村 多蔵、安田 善一、斉藤 仁、
赤坂 秀博、成田 好孝、佐々木 則雄、齋藤 浩治、竹洞 ヒロ子、小田嶋 真喜、能登 温子
３．欠席者 ：須藤 安史
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 3 回理事会議事録報告
資料として配布された『第 3 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、配布資料に基づいて以下のとおり報告があった。
・東北臨技からのインターネット環境に関するアンケート調査（もともとは東北臨技研修会の案内文書に、メールを活
用できないか調査する目的）の依頼があり、青臨技内で調査したところ、案内メールが可能なのは 67 施設で予想以
上に多かったので、
青臨技としては案内メールを活用する方向で東北臨技代表者会議でも話し合いたいと考えている。
・平成 23 年度青臨技臨床検査精度管理調査申込みの集計が終わり、後日部門長と精度管理委員の方に参加施設をメー
ルで連絡する。
・第 61 回日本医学検査学会の座長選出依頼があり、生理検査部門は船水 康陽（鳴海研究所清明会鳴海病院）にお願
いする予定であり、血液検査部門・臨床化学部門はこれから選出する。
・昨年は総合管理部門研修会ができなかったので、今年は 11 月 19 日（土）に日臨技に依頼し、精度保証施設認証制
度について推進した先生に直接講演を行っていただく予定である。
・平成 23 年度(第 37 回)医師・検査技師卒後教育研修会は 11 月の金曜日に行われる予定であり、開催場所は弘前市と
なる可能性もある。また、演題として青臨技からの報告がない可能性もあり、精度管理調査報告と、保嶋 実先生（財
団法人黎明郷 弘前脳卒中センター）の特別講演が行われる予定である。
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
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
川村事務局長より、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

６）組織調査報告

７）その他
・平成 23 年度日臨技臨床検査精度管理調査に申し込んだが震災の影響で回答できなかった施設を対象に、特別サーベ
イが行われることになったが、青臨技では参加申込施設はなかった。
・第 52 回東北医学検査学会の座長依頼が 4 件あり、微生物検査部門は小田嶋 真喜（八戸市立市民病院）
、臨床化学部
門は手代森 隆一（青森県立中央病院）
、生理機能検査部門は船水 康陽（鳴海研究所清明会鳴海病院）
、その他・震災
関連部門は川村 多蔵（十和田市立中央病院）に決定した。また、一般演題は 12 題集まった。
・医学検査の各都道府県技師会推薦論文の募集があるが、青臨技の会誌 No.34・No.35 に掲載された論文の中から 1
題推薦するので、良いと思われるものを選考してほしい。
・今年度で役員の任期が満了となるので、例年どおり 10 月中に役員公募の文書を出して、それに基づいて役員推薦委
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員会で決定する。
・弘前大学医学部保健学科開設 10 周年の記念式典・祝賀会に小島副会長が出席予定である。
・第 52 回東北医学検査学会の奨励賞受賞者の手代森 隆一（青森県立中央病院）と千葉 祐二（青森労災病院）が抄録
集の功労賞欄に掲載されるミスがあった。事務局長・開催県よりお詫びの連絡をし、また、開催 県よりお詫びの文
書と訂正ページが届いていたので各施設に送付する。
６．第 39 回青森県医学検査学会
佐々木理事より、平成 24 年度青臨技通常総会は平成 24 年 5 月 26 日(土)、第 39 回青森県医学検査学会は翌 27 日(日)に
八戸グランドホテルにて開催予定である。公開講演は八戸水産科学館マリエントの館長である吉井 仁美先生と、原子力
関連に詳しい鳴海 一成先生による 2 題を予定しているとの報告があった。
７．その他
山崎会長より、以下のとおり報告があった。
・日臨技の支部化に伴い、東北臨技より各県幹事を一名指名するよう依頼があったので、山崎会長を選出した。
・第 53 回東北医学検査学会は、予定どおり福島県主催で行なわれる予定である。また、北日本支部という体制になる
と北海道が加わるので、将来的には北海道でも東北地区学会が行なわれることとなる。
・8 月 3 日、東松島市で行われた石垣 みゆき氏（国立病院機構弘前病院）の葬儀に参列した。東北臨技より、日臨技
からの義援金の中から花輪が供えられた。また、日臨技よりお見舞いが出る予定である。
・青臨技から厚生労働大臣賞に推薦された尾崎 陸男氏（元鰺ヶ沢町立中央病院）が決定し、11 月に行われる記念式典
に出席予定である。
・日臨技から東北臨技への義援金約 2200 万円の使い道は、東北臨技の理事会で決定される予定である。
・乳がん検診啓発ショートムービー制作の協力費用として、乳がん検診啓発ショートムービー制作実行委員会へ１万円
寄付した。
・地区会長・都道府県合同会議(平成 23 年 9 月 11 日 東京都)が行われ、定款・規約の見直し部分について説明があっ
た。役員の報酬については、会長が 1 千万円を超えない、専務理事が 816 万円を超えないということで承認された。
・現在闘病中の金川 佳弘氏（五所川原市立西北中央病院）は、平成 23 年度分の日臨技会費が未納であったため、五
所川原市立西北中央病院の今技師長に相談のうえ一度退会ということになった。
・日臨技執行部では日臨技マスタープランに力を入れているということなので、会報 JAMT 等で内容を確認してほし
い。
【議題】
１．学会参加費補助事業について
川村事務局長より、第 52 回東北医学検査学会における学会参加費補助事業の募集（定員 6 名）をしたところ、中村 忠善
（青森労災病院）
、中野 有紀（八戸医師会臨床検査センター）
、船水 康陽（鳴海研究所清明会鳴海病院）
、以上 3 名の申請
があり、承認した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。
２．震災復興検診支援について
川村事務局長より、東日本大震災旅行者予防検診（DVT 検査）ボランティアとして、乗田 直子（弘前中央病院）
、齊藤 恵
美（弘前脳卒中センター）
、乗上 綾子（弘前脳卒中センター）
、佐々木 史穂（青森県立中央病院）
、一戸 香都江（五所川原
西北中央病院）
、船水 康陽（鳴海研究所清明会鳴海病院）
、以上 6 名の参加者があった。佐々木 史穂と一戸 香都江は病院
出張扱いとなっているので、それ以外の 4 名に自費となった自宅から盛岡市立病院までの交通費・宿泊費の補助をしたいと
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。
山崎会長より、今後他地域より依頼が来る場合もあるので、その時は、青臨技のジャンパーを使用してもらうようにする
との意見があった。
３．定款案
齋藤理事より、定款案の配布資料に基づいて以下のとおり説明と提案があった。
・事業内容は今までと同様にするか、日臨技の事業内容の一部を組み込むかどうか。
・役員報酬があると公務員等に不都合な点も出てくると思われるが、現行どおりなしで良いか。
・永年会員の基準をどうするか、文書に盛り込むかどうか。
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・各支部で協議して 10 月中くらいをめどに問題点を連絡してほしい。
この案件については継続審議となった。
４．青臨技会誌について
斉藤理事より、配布資料に基づいて青臨技会誌のカラー印刷について以下のとおり提案があった。
・モノクロ印刷では分かりにくい内容の分はカラー印刷としたい。
・原稿料の差額はカラー1 ページあたり 1884 円であり、本人に払ってもらうかどうか決めたい。
・三沢市立三沢病院の院長である坂田 優先生からの依頼原稿もカラーでいただいたが、白黒に戻すと失礼に当たると
思われるのでカラー印刷としたい。
山崎会長より、カラー印刷の必要性は会誌編集委員会が判断し、印刷代が予算内で収まっているようであればページの差
額代は徴収する必要はないとの意見があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
５．平成 23 年度臨床検査精度管理指導講習会について
１）小島学術部長より、平成 23 年度臨床検査精度管理指導講習会について 7 月 16 日開催の部門長会議の話し合いに基
づいて以下のとおり提案があった。
・今年度は震災の影響で、3 月ではなく青森県医学検査学会と一緒に行なったが、参加者が多く非常に好評であったた
め来年度も学会と一緒に行なってほしい。
・3 月に行なう講習会よりも時間が短くなったため、質疑応答ができなかったのは残念であったが、各部門の研修会で
詳しい報告会はしていると思うので、報告内容を短く要約すれば質疑応答も可能ではないか。
２）上記の事項について理事より以下のとおり意見があった。
・山崎会長より、学会も講習会も両方一度に参加できるということで好評だったようなので、今後一緒にやっていくと
いうことで良いのではないかとの意見があった。
・齋藤理事より、今年度は公開講演が 1 講演だったが、2 講演であれば時間的に難しいのではないか、また、2 会場に
分けるのではなく 1 会場で全てやるというのも今年度好評だった部分であるとの意見があった。
・安田理事より、学会前日の総会の前の時間を利用して行うなど工夫してはどうかとの意見があった。
・佐々木理事より、八戸での学会では演題数が増えるとの前例もあり 2 会場おさえていたため、公開講演数も 2 題と
した。講習会も行うのは時間的に厳しいが、不可能ではないとの意見があった。
・川村事務局長より、講習会は 1 会場で行なったことが好評であったので、2 会場で行えば意味がなくなるとの意見が
あった。
上記の事項について理事に諮ったところ、青森県医学検査学会と臨床検査精度管理指導講習会を一緒に行うことで了承さ
れた。
６．その他
１）山崎会長より、厚生労働大臣賞を受賞された尾崎 陸男氏（元鰺ヶ沢町立中央病院）の祝賀会を、青臨技企画で第 39
回青森県医学検査学会の情報交換会の中で行いた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。
２）川村事務局長より、平成 23 年度青臨技通常総会（予算総会）について以下のとおり提案があった。
・平成 24 年 3 月予定の平成 23 年度通常総会は、今まで一緒に行なっていた臨床検査精度管理指導講習会を行わない
ため参加者の減少が予想される。
・平成 23 年度血液検査部門研修会を一緒に開催し、参加者を増やしたい。
・生物化学分析部門研修会も平成 23 年度分がまだなので、同日開催でも良いと思う。
・小島学術部長より、研修会でなければ何らかの講演でも良いのではとの提案があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３）第 39 回青森県医学検査学会のランチョンセミナーについて
・佐々木理事より、生理機能検査部門より日本光電のランチョンセミナーをやりたいという提案があり、募集や選考基
準をどうすればよいかとの質問があった。
・齋藤理事より、賛助会員に文書を出して募集をし、応募が多ければ前回と重複しない会社にお願いしているとの回答
があった。また、ランチョンセミナーの時間に臨床検査精度管理指導講習会を組み込まなくてはいけないない可能性
もあるとの意見があった。
・佐々木理事より、ランチョンセミナーができるかどうかは一般演題の演題数にもよるとの意見があった。
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・川村事務局長より、臨床検査精度管理指導講習会を 1 時間程度に集約して時間を調整すれば、ランチョンセミナー
もできるのではとの意見があった。
・佐々木理事より、一般演題を 1 分短縮することや、ランチョンセミナーの時間を短くするということも考慮に入れ
るとの提案があった。
・齋藤理事より、日本光電が賛助会員ではないため賛助会員になってもらう必要があるとの意見があった。
・安田理事より、賛助会員への公募は決算期を避けて早く行なった方が集まりやすいとの意見があった。
・川村事務局長より、ランチョンセミナーの予定は早く決まったほうがスケジュールを決めやすいため、賛助会員への
公募は事務局で早めにするとの意見があった。
上記の事項について理事に諮ったところ、ランチョンセミナーを賛助会員に公募し行なう方向で了承された。
議長は、定款第 4 章第 28 条により、議事録署名人に安田 善一、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 5 回理事会議事録
１．日

時 ： 平成 24 年 1 月 28 日(土) 15:00～17:00

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、萩野 繁樹、川村 多蔵、安田 善一、赤坂 秀博、
佐々木 則雄、齋藤 浩治、竹洞 ヒロ子、小田嶋 真喜、能登 温子
４．欠席者 ： 成田 好孝、斉藤 仁、須藤 安史
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．日臨技・東北臨技関連について
山崎会長より、以下のとおり報告があった。
・今年の日臨技会長選挙に高田 鉃也会長、宮島 喜文氏（長野県）の 2 名が立候補した。北海道より高田会長の立候補
要旨の発送依頼を常任理事会で了承した。また、宮島氏は現体制に反対であり、東臨技としては高田現会長を推薦する
予定であり、青臨技もそのようにしていきたい。
・日臨技より復興支援金が連絡網整備費用として東北各県 50 万円×7 件＝350 万円が配布される。今後、連絡網整備につ
いて具体的に話し合う予定である。
・福島県の放射能汚染健診事業について内閣府より協力要請があり、東北復興支援会議（平成 24 年度 2 月 11 日（土）
開催予定）にて話し合う予定である。
２．第 4 回理事会議事録報告
資料として配布された『第 4 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、配布資料に基づいて以下のとおり報告があった。
・平成 23 年 10 月以降に開催された会議・研修会等は事務局経過報告のとおりである。
・事務局経過報告の青臨技関連に「平成 23 年 11 月 19 日（土）総合管理部門研修会」が抜けているため、付け加えて欲
しい。
・平成 23 年度青臨技臨床検査精度管理調査報告書の印刷に今週着手する予定である。
４．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。
５．渉外部経過報告
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萩野渉外部長より、特になしとの報告があった。
６．事務局経過報告
川村事務局長より、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

６）組織調査報告

７）報告事項
・渡辺 英郎氏（医療法人厚生会渡辺病院）を叙勲２類に推薦した。
・第 61 回日本医学検査学会の座長選出依頼があり、生理機能検査部門に船水 康陽（財団法人鳴海研究所清明会鳴海
病院）
、血液検査部門に萩野 繁樹（下北医療センターむつ総合病院）
、臨床化学部門に鰐田 ひとみ（五所川原市立
西北中央病院）の 3 名を推薦した。
・医学検査 2012 vol．61 No.1 の投稿論文に手代森 隆一（青森県立中央病院）
「検体の保存方法の違いによる測定値の
変動について」を推薦した。
・精度保証施設認証制度に五所川原市立西北中央病院、八戸市立市民病院、十和田市立中央病院の 3 施設が今年度日臨
技へ新規申請をした。
【議題】
１．平成 23 年度通常総会について
１） 川村事務局長より、以下のとおり提案、報告があった。
・第 39 回青臨技通常総会（平成 23 年 3 月 10 日（土）アスパム）開催にあたり、議長に東青支部・西北五支部、書記
に三八支部・下北支部、議事運営・資格審査委員に中弘南黒支部・西北五支部、議事録署名人に三八支部・上十三支
部から総会役員を選出して欲しい。
・議案書の冒頭に会長挨拶文を掲載する。
・平成 24 年度事業計画案について「7.3. 青臨技創立 60 周年事業として会誌を特集号として発刊する。
」とする。また、
公益事業として「1.2.世界エイズデー『エイズ撲滅キャンペーン～エイズ予防啓発活動～』への協力」を事業案にも
りこんだ。
・平成 24 年度予算案を山崎会長・川村事務局長・齋藤理事・竹洞理事で作成した。支出が多くなることが予想され、
今後会費の値上げも考えていかなければならない。
２） 竹洞理事より、平成 23 年 12 月末時点における平成 23 年度予想支出額が提示され、今年度まであった第 51 回東北
医学検査学会の残金が来年度はないため、会費 1,000 円の値上げでは厳しいのではないか、研修会で利用料のかからな
い場所を使うなどの工夫が必要であろう、との意見が出された。
上記 2 名の事項について理事に諮ったところ了承された。
２．第 39 回青森県医学検査学会・臨床検査精度管理指導講習会について
佐々木理事より以下の報告・提案があった。
・前回の理事会では公開講演 2 題の予定であったが、臨床検査精度管理指導講習会を開催することを考慮し、公開講演
１題とした。
・一般演題募集・抄録締切を 3 月 3 週目を目途に連絡を出したい。
・情報交換会の案内を厚生労働大臣賞を受賞された尾崎 陸男氏（元鰺ヶ沢町立中央病院）の祝賀会と 2 タイトルで出
してよいか？と質問があり、理事に諮ったところ了承された。
・講師依頼文書はどこから出すのか？との質問があり、齋藤理事より青臨技事務局より出す、との返答があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３．定款案について
齋藤理事より、配布資料に基づいて以下のとおり報告があった。
１）移行手続きのための事業見直し案
・現行定款 8 事業のうち類似した内容のものはまとめ、新定款案 4 事業とした。
２）一般社団法人青森県臨床検査技師会定款案
・定款案、諸規定案が示された。
・定款案は今後、青森県庁に相談していく。
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上記 1)～2）の事項について理事に諮ったところ、山崎会長より、団体名から「衛生」は外すか？との質問があり、齋藤
理事より「一般社団法人 青森県臨床検査技師会」としたいとの提案があり、了承された。
４．その他
１）山崎会長より、一戸 茂人氏（元弘前市立病院）
、中田 伸一氏（弘前大学医学部附属病院）の 2 名を名誉会員に推薦
したい、との提案があり、理事に諮ったところ了承された。また、平成 24 年度支部予算案は今年度実績をもとに試算す
ることを、各支部事務局へ通知することを川村事務局長へ要望した。
２）小島理事より、支部の会費は今後どうなるのか？今まで支部会費で賄っていたものがないと県に負担がかかるので、
会費 6,000 円では厳しいと思われる、との意見があり、齋藤理事より、今後各支部で議論して意見を出して欲しいとの
提案があった。
３）川村事務局長より、今後値上げする場合は明確な根拠を会員に向けて提示する必要があるだろうとの意見があり、山
崎会長より過去の決算書・予算案をもとに資料を作成し、決算総会の議案書に載せてはどうかとの提案があった。
４）川村事務局長より以下のとおり報告があった。
・東北臨技事務局長会議（平成 23 年 11 月 25 日（金） 秋田市）にて、第 52 回東北医学検査学会（平成 23 年 10 月
15 日（土）～16 日（日） 山形県）では、約 800 名（臨床検査技師 603 名、教育セミナー208 名、情報交換会 370
名）の参加があった、との報告があった。
・来年度の東北医学検査学会は福島県開催に決まったが、日程等詳細は今後決定する。
・研修会案内文書メール活用に関して、福島県では約 60％はメール配信、約 40％は紙文書配信となっているとの報告
があったが、やはり経費削減・労力軽減のためにも今後はメール活用の検討が必要であるとの話があった。
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、齋藤 浩治の両理事を任命し、
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
【青臨技推薦 厚生労働大臣賞受賞】
・青臨技より厚生労働大臣賞に推薦していた尾崎 陸男氏（元鰺ヶ沢町立中央病院）の受賞が決定しました。
青臨技では尾崎氏の祝賀会を第 39 回青森県医学検査学会の情報交換会の中で行う予定です。

【東日本大震災義援金 御礼】
・青臨技では日臨技で募った東日本大震災義援金として600,000円日臨技へ送金しましたが、去る平成23年12
月7日、東北臨床検査技師会会長及び岩手、宮城、福島の各都道府県技師会会長より義援御礼の文書が山崎会長
宛に届きました。内容は青臨技HPに掲載していますのでご参照下さい。

【平成24年度 青臨技 通常総会・第39回青森県医学検査学会】
現在決定している内容は以下のとおりです。
・日時：平成24年5月26日(土) 平成24年度 青臨技 通常総会
尾崎陸男氏厚生労働大臣表彰受賞祝賀会並びに情報交換会
平成24年5月27日(日) 第39回青森県医学検査学会・平成23年度精度管理指導講習会
・会場：八戸グランドホテル
・公開講演：
「もぐらんカメ吉くんと共に ～感謝と御礼を忘れず～」
八戸水産科学館マリエント館長

吉井 仁美 先生

・一般演題
・ランチョンセミナー

【平成 24 年度 東北臨技 研修会予定】
5 月 12 日(土)

平成 24 年度 日臨技 形態検査部門研修会

函館市

(血液・細胞・病理・一般)

6 月 16 日(土)、17 日(日)

平成 24 年度 東北臨技 病理検査部門研修会

平川市

6 月 23 日(土)、24 日(日)

平成 24 年度 東北臨技 血液検査部門研修会

新潟市

7 月 28 日(土)、29 日(日)

平成 24 年度 東北臨技 生理機能検査部門研修会

仙台市

10 月 20 日(土)、21 日(日)

日臨技 北日本支部医学検査学会

福島市

平成 24 年度 日臨技 感染制御部門研修会(支部研修会)

新潟市

11 月 3 日(土)、4 日(日)
11 月 17 日(土)、18 日(日)

平成 24 年度 日臨技 輸血・移植検査部門研修会

福島県

(支部研修会)

龍
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