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副部門長

熊谷 生子
弘前大学医学部附属病院

一戸 香都江
つがる西北五広域連合
西北中央病院

〔病理〕
上野 紀子
十和田市立中央病院
〔細胞診〕
鳥谷部 慎子
つがる西北五広域連合
西北中央病院

櫛引 望
三沢市立三沢病院

瀬川 恵
青森県立中央病院

山口 理子
あおもり協立病院

植木 進一
青森労災病院

柳谷 俊秀
青森市民病院

学術部門・部門長

生物化学分析部門
三上 昭夫
弘前大学医学部附属病院

生理部門
千葉 祐二
青森労災病院

病理・細胞診部門
中村 洋子
弘前市医師会健診センター

一般部門
高杉 洋子
鷹揚郷腎研究所弘前病院

血液部門
萩野 繁樹
むつ総合病院

感染制御部門
木村 正彦
弘前大学医学部附属病院

輸血・移植部門
本田 昌樹
青森市民病院

総合管理部門
小島 佳也
弘前大学医学部附属病院
（学術部長）
柳谷 俊秀
青森市民病院

舛甚 義幸
青森県立中央病院

山口 理子
あおもり協立病院

瀬川 恵
青森県立中央病院

千代谷 澄子
青森県立中央病院

澁谷 悟
つがる西北五広域
連合西北中央病院

須藤 章裕
つがる西北五広域
連合鰺ヶ沢病院

安田 善一
つがる西北五広域
連合鰺ヶ沢病院

長利 敬子
つがる西北五広域
連合かなぎ病院

鳥谷部 慎子
つがる西北五広域
連合西北中央病院

一戸 香都江
つがる西北五広域
連合西北中央病院

越膳 武志
大間病院

熊谷 有純
むつ総合病院

鈴木 昭子
むつ総合病院

竹山 美樹
むつ総合病院

相馬 和美
むつ総合病院

中村 安孝
むつ総合病院

高井 重男
川内診療所

部門員
西北五支部
下北支部
加藤 博子
番場 隆彦
川内診療所
つがる西北五広域
連合鰺ヶ沢病院

鰐田 ひとみ
須々田 房男
黒石市国保黒石病院 つがる西北五広域
連合西北中央病院

金子 なつき
弘前大学医学部
附属病院

井上 文緒
弘前大学医学部
附属病院

石山 雅大
弘前市立病院

高杉 洋子
鷹揚郷腎研究所
弘前病院

熊谷 直哉
弘前大学医学部
附属病院

神田 美喜子
ときわ会病院

柏木 さおり
青森県立中央病院
桜庭 厚
青森県総合
健診センター

中弘南黒支部
石田 修一
弘前記念病院

東青支部
斉藤 綾香
青森市民病院

高橋 公子
八戸市総合
健診センター

奥瀬 真利子
八戸赤十字病院

三八支部
逆井 久美子
八戸赤十字病院

〔病理〕
成田靖之
三沢市立三沢病院
〔細胞診〕
齋藤千世子
青森県立中央病院

柏木 さおり
青森県立中央病院

精度管理委員
逆井 久美子
八戸赤十字病院

植木 進一
青森労災病院

金子 なつき
弘前大学医学部
附属病院
総合管理部門員全員
山崎 栄一
阿部 啓子
十和田市立中央病院 八戸市立市民病院

原田 みなみ
三沢市立三沢病院

井上 文緒
弘前大学医学部
附属病院

川口 裕美
太田 孝雄
八戸市医師会
つがる西北五広域
臨床検査センター 連合西北中央病院
玉川 明美
山本 岳雄
十和田市立中央病院 八戸赤十字病院

佐々木 義明
公立野辺地病院

櫛引 望
松橋 優子
千代谷 澄子
三沢市立三沢病院 八戸市立市民病院 青森県立中央病院

加藤 泰史
十和田市立中央病院

工藤 みどり
公立七戸病院

上十三支部
成田 繁明
国保おいらせ病院
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１．日 時 ： 平成 24 年 3 月 10 日
（土） 10:30 ～ 11:30
２．場 所 ： アスパム 6F 八甲田
青森県青森市安方一丁目 1 番 40 号 Tel. 017-735-5311
３．出席者 ： 佐藤 裕久、萩野 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、須藤 安史、小田嶋 真喜、能登 温子
４．欠席者 ： 山崎 正夫、小島 佳也
佐藤副会長の挨拶後、定款第 4 章第 24 条及び諸規定により、議長に佐藤副会長があたり、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 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』に従って佐藤副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
川村事務局長より、配布資料に基づいて、本日 3 月 10 日
（土）
、青臨技生物化学分析部門研修会・青臨
技血液検査部門研修会が行われ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 24 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。
各支部に平成 24 年度学校児童・生徒心電図健診の予定日程表を配布したので来週までに担当者を調整
してほしい。
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
3 月 24 日
（土）
、平成 23 年度第 2 回日臨技定期総会・日本臨床検査技師連盟連絡者会議があり、山
崎会長が出席予定である。
４）関連団体経過報告、５）今後の予定、６）組織調査報告
会員数の資料に、シルバー会員だけでなく名誉会員の枠を設けた。また、支部ごとの会員数を表示
したので参考にしてほしい。
・赤坂理事より、会員名簿にふりがなをつけることはできないかとの質問があったが、齋藤理事より、
JAMTIS でふりがなも参照できるので、利用してほしいとの回答があった。
７）その他
齋藤理事より、定款案は、県のモデル定款案と照らし合わせて再検討し、各理事にメールで送るの
で確認してほしいとの説明があった。
６．その他
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）日臨技北日本支部について
・東北医学検査学会は平成 24 年度より日臨技北日本支部医学検査学会と名称が変更され、東北 7 県に
北海道が加わって開催される。平成 24 年度は平成 24 年 10 月 20 日
（土）
、21 日
（日）に福島市のコ
ラッセふくしまで開催される。
・東北臨技研修会については変更なく、平成 24、25 年度はそのままの名称で継続して行われるが、
日臨技から補助をもらう研修会に関しては、日臨技北日本支部研修会という名称を使用することと
なっているので、併用して行われる可能性がある。
２）日臨技精度保証施設認証制度の承認施設について
日臨技精度保証施設認証制度に申請していた五所川原市立西北中央病院、八戸市立市民病院、十
和田市立中央病院が承認された。
３）第 61 回日本医学検査学会の一般演題座長について

第 61 回日本医学検査学会の一般演題座長に、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）、生理機能検査部門に船水 康
陽
（鳴海研究所清明会鳴海病院）
が決定した。
４）日臨技会長選挙について
日臨技会長選挙で、東臨技では髙田鉃也を推薦することとなったが、青臨技でも推薦していく。
【議題】
１．平成 23 年度青臨技通常総会について
川村事務局長より配布資料に基づき以下のとおり説明があった。
１）平成 23 年度青臨技通常総会のスケジュール
２）平成 23 年度青臨技通常総会議事運営
欠席の山崎会長の役割を佐藤副会長が担当し、佐藤副会長の役割を萩野渉外部長が担当する。
・成田理事より、中弘南黒支部内で、北日本支部の進捗状況と東日本大震災の復興支援状況につい
て質問があったとの報告があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
２．東日本大震災によるいわてエコノミークラス症候群予防
（避難者血栓症）
検診の補助について
川村事務局長より、東日本大震災によるいわてエコノミークラス症候群予防
（避難者血栓症）
検診のボ
ランティアについて、旅費が自費となる岩手県盛岡市までの分を青臨技で補助してはどうかとの提案
があった。
・佐々木理事より、八戸赤十字病院の参加者は、病院出張扱いとなっているとの説明があった。
・川村事務局長より、団体がまだはっきりしたものでないため青臨技として対応しづらいとの意見が
あり。
・佐藤副会長より、ボランティアなのに旅費をもらって行くというのは主旨と違うのではとの意見が
あった。
・安田理事より、岩手県の病院でこの活動について発表等する予定と思われるが、そのような活動に
青臨技でお金を出すというのも、日臨技からボランティア活動に対する補助費が出ているわけでは
ないので対応しにくいとの意見があった。
・佐藤副会長より、今、生理検査のボランティアで最優先なのは福島県の甲状腺の検査であり、その
ために補助金や人員派遣をすることが先と思われる。現在ではほとんど避難所生活から仮設住宅へと
移っており、避難者血栓症がおこりやすい状況は回避されているといわれているとの意見があった。
・佐々木理事より、この依頼も東北臨技や青臨技宛てに正式に依頼をしてもらえれば対応しやすいが、
各病院や個人宛てに依頼があるため青臨技として対応しにくいとの意見があった。
・安田理事より、今回補助を出してしまうと、今後他の団体が出てきたときに全て認めなければなら
ないとの意見があった。
・川村事務局長より、いくらボランティアとはいえ、参加者にとっては負担が大きいので補助してあ
げたい気持ちもあるとの意見があった。
・佐々木理事より、ボランティアとはいえ万が一事故などがあれば対応できないし、病院の許可を得
て出張扱いで行くのが良いと思うので、公的文書等が必要と思われるとの意見があった。
・佐藤副会長より、今回のボランティアは多数の技師に声をかけているようなので、補助を出すと多
額になるのではとの意見があった。
・安田理事より、施設へ文書を出してもらい出張扱いとなるように依頼してから、出張扱いとならな
い際には青臨技で対応するようにしてはどうかとの意見があった。
川村事務局長より、施設へ出張扱いとなるように依頼してもらい、出張扱いとならない方には青臨技
で再度協議するとの説明があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３．平成 24 年度学校児童・生徒心電図健診の日当について
川村事務局長より、日当は現在 7,000 円であり、自宅会員など個人に日当が支払われる場合は現状のま
まで、施設自体に日当が支払われる場合は、財政難なことを考慮し減額してはどうかとの提案があった。
・齋藤理事より、青森市民病院では、公務員が出張扱いで日当をもらうのは良くないということで、
日当はもらっていないとの意見があった。
・赤坂理事より、上十三支部では、各施設に任せているので、減額することで検診の担当者がいなく

なるのは困るとの意見があった。
・川村事務局長より、有給を取る担当者もいて、各病院で対応が違うとの意見があった。
・安田理事より、出張扱いの担当者の日当は、病院に支払うのが正しいのではとの意見があった。
・齋藤理事より、各病院に合わせた対応をしていかなければ、担当者を確保できないとの意見があっ
た。
・齋藤理事より、今年度は各施設でどのように対応しているか、調査してはとの意見があった。
川村事務局長より、今年度は現状維持とし、各支部で各施設の状況を把握し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。
４．乳がん学校
（青森）
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説明と提案があった。
・乳がん学校は横浜などで行なわれているが、青森県事務局の片岡 郁美氏
（青森市民病院）
より、
平成 24 年 10 月 20 日
（土）
、21 日
（日）
に青森でもやりたいとのお話があった。
・乳腺エコー担当技師のレベルアップをかねて、青森県全体のレベルアップをしたいとのことである。
・青森県は検診受診率が低いので、受診率を上げることが目的である。
竹洞理事より、日臨技でピンクリボンや HIV など公益事業に対して、1 回につき 20 万までの助成金が
申請できるとのことなのでそれを利用してはどうかとの提案があった。
川村事務局長より、日臨技の助成を活用する方向で、乳がん学校
（青森）
には後援するとの説明があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
５．学校児童・生徒心電図健診の派遣依頼文書について
齋藤理事より、学校児童・生徒心電図健診の派遣依頼文書について、今まで事務局で行なってきた
が、作業分担のため各支部で行うようにお願いしたいとの提案があった。
・佐々木理事より、急過ぎてできないと言われる可能性が高いとの意見があった。
・安田理事と斉藤理事より、西北五支部と下北支部は支部で行なっても良いとの意見があった。
齋藤理事より、平成 24 年度分は西北五支部と下北支部以外を齋藤理事が担当し、来年度からは余裕を
もって各支部に説明して担当してもらうようにするとの提案があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
６．その他
齋藤理事より、支部のあり方について以下のとおり説明があった。
・4 月より下北支部は、むつ総合病院と国保川内診療所、国保大間病院の 3 病院となり、会員数では
むつ総合病院が 86％を占めるようになる。
・青森県医学検査学会の主催となる場合、将来的に難しくなってくるのではないか。
・研修会等は、むつ総合病院内のものと下北支部のもので参加者が大幅にだぶってしまう。
・以前は東青支部と統合したこともあったので、今後の支部のあり方について考えて欲しい。
この案件については継続審議となった。
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、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。

１．日
２．場

時
所

３．出席者

平成 24 年 4 月 14 日
（土） 15:00 ～ 17:00
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
： 【平成 22・23 年度理事】
山崎 正夫、小島 佳也、萩野 繁樹、川村 多蔵、成田 好孝、安田 善一、斉藤 仁、
赤坂 秀博、齋藤 浩治、竹洞 ヒロ子、須藤 安史、小田嶋 真喜、能登 温子
【平成 24・25 年度理事】
宇野 善成、木下 純一、奈良 隆志、西谷 浩樹、久保 忠利、高木 友幸、
野中 健一、増田 望、松橋 優子
：
：

４．欠席者 ： 佐藤 裕久、佐々木 則雄
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．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 24 年 4 月 14 日
（土）
に平成 23 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．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、配布資料に基づいて以下のとおり報告があった。
・平成 23 年度青臨技通常総会
（平成 24 年 3 月 10 日
（土）
青森市）
と同日、生物化学分析部門研修会と血
液検査部門研修会が開催された。
・日臨技都道府県用精度管理システムが日臨技 HP より利用可能となっているため、青臨技でも今年度
より使用する方向で検討している。
４．公益部経過報告
山崎会長より、平成 24 年度学校児童・生徒心電図健診が順調に進んでいるとの報告があった。
５．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。
６．事務局経過報告
１）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
・日臨技平成 23 年度第 2 回定期総会、日本臨床検査技師連盟連絡者会議
（平成 24 年 3 月 24 日
（土）
東
京都）
に山崎会長が出席した。
④関連団体経過報告、⑤今後の予定
・平成 24 年 5 月 26 日
（土）
平成 24 年度青臨技通常総会、平成 24 年 5 月 27 日
（日）
第 39 回青森県医学
検査学会が八戸市にて開催される。
・平成 24、25 年度は東北臨技としての研修会活動を継続するため、研修会名称が東北臨技と北日本
支部の 2 種類になる。
２）須藤理事より、一部事務組合下北医療センター国民健康保険川内診療所検査室の新施設連絡責任
者は中島和子ではなく加藤博子であると配布資料の訂正があった。
７．日臨技平成 23 年度第 2 回定期総会、日本臨床検査技師連盟連絡者会議報告
山崎会長より以下のとおり報告があった。
・日臨技平成 23 年度第 2 回定期総会は出席正会員が定員数に満たなかったため流会となった。
・日臨技会長選挙の結果、青臨技で推薦していた髙田 鉃也氏が落選し、宮島 喜文氏が当選した。
・日本臨床検査技師連盟連絡者会議にて連盟会員数が減っているため、募集方法や会費徴収方法等
の検討が必要との話があった。
【議題】
１．平成 24 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報告があった。
・平成 24 年 5 月 26 日
（土）、八戸グランドホテルにて 14 時より理事会、16 時より平成 24 年度通常
総会、18 時から情報交換会を開催予定である。
・議案書の第一号議案：平成 23 年度事業経過報告に新たに支部研修会や関連団体主催研修会の内容・
参加人数も記載している。
・議案書の第四号議案：「新法人への移行作業の一任について」を追加する。
・議案審議に、定款改定について、年会費の値上げについて、名誉会員
（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）
）
についてを議案書に追加する。

・通常総会の役員を各支部で選出して欲しい。
・通常総会の予告通知と情報交換会の参加出欠の文書を送付する。
成田理事より【事業報告】2.2. 健康展等への協力に弘前健康祭り
（7 月開催）
を追加して欲しい、と意見
があった。
２）竹洞理事より第二号議案：平成 23 年度決算報告について以下のとおり報告があった。
・東北臨技学会開催準備金残金と日臨技助成金収入が多かったため、収入合計予算額 11,758,500 円に
対し決算額 12,690,880 円となった。支出の部では平成 23 年度より支部会計統合により、
「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」では予算額 3,050,000 円に対し決算額
3,296,621 円となり 246,621 円増となったが、事業費全体として予算額 7,230,000 円に対し決算額
6,211,462 円で 1,018,538 円減となった。管理費の旅費交通費は支部理事会が含まれたため、予算額
650,000 円に対し決算額 1,088,210 円で 438,210 円増となった。当期収入合計 9,261,647 円、当期
支出合計 9,186,452 円となり当期支出差額 75,195 円減となり、次期繰越収支差額 3,504,428 円とな
った。
・特別会計の事業収入にて南黒医師会より児童心電図検診の収入が含まれる。支出の部では「地域保
健事業」の旅費交通費が派遣技師タクシー代などのため予算額 100,000 円に対し決算額 147,140 円
となり、47,140 円増となった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
２．第 39 回青森県医学検査学会について
川村事務局長より以下のとおり提案があった。
・平成 24 年 5 月 27 日
（日）
八戸グランドホテルにて 9 時開始予定である。
・一般演題 16 題、ランチョンセミナー 2 題となり 2 会場で開催し、精度管理指導講習会を学会に組み
込む予定である。
・タイムスケジュール等詳細は後日配送する抄録集で確認して欲しい。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３．震災関係のボランティア活動について
山崎会長より、東日本大震災によるいわてエコノミークラス症候群予防
（避難者血栓症）
健診の補助に
ついて以下のとおり報告、提案があった。
・団体がまだはっきりしたものではないこと、岩臨技より正式な依頼文書がないこと、岩臨技も同団
体に補助金を出していないことなどを踏まえ、青臨技としてはまだ対応しかねる状況である。
・日臨技からの震災復興支援金があるため東北臨技にも掛け合っている最中であり、東北臨技の代表
者会議で再度打診する予定である。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
４．支部のあり方について
山崎会長より、下北支部の現状と今後のあり方について今後も継続審議とする、との確認があり、
理事に諮ったところ了承された。
５．定款について
齋藤浩治理事より、配布資料に基づいて以下のとおり提案があった。
・一般社団法人移行目標を平成 25 年 4 月 1 日とする。
・平成 24 年 6 月末までに一般社団法人移行申請を提出するため、通常総会
（平成 24 年 5 月 26 日
（土）
開
催予定）
にて一般社団法人移行への会員の可否と定款案の承認が必要となる。
・定款は細かい文言が多く、青森県庁の指導のたびに軽微な変更があるため、移行作業の一任につ
いて第四号議案で提案してもらう。
久保理事より移行作業の一任とあるが誰に一任なのか？また定款以外の規定についてはどのように
決めるのか？と質問があり、齋藤浩治理事より移行作業は理事会一任であること、また定款案が決まった
後にその他の諸規定は理事会承認で決定する、と説明があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
６．その他
１）年会費の値上げについて
川村事務局長より、平成 24 年度は平成 23 年度の繰越金
（東北臨技学会開催準備金残金と日臨技助成金
収入）
があるため間に合うとは思われるが、平成 25 年度は同様に事業を進めると予算が足りなくなると

考えられる。平成 25 年度の会費値上げに向けて次期総会で提案をしたいと提案があった。
・竹洞理事より、日臨技の助成金廃止により約 60 万円の収入減、支部会計統合による約 140 万円の支
出増となり、推測では平成 24 年度に繰越金が 120 万円程度になるだろう。平成 25 年度はぎりぎりの
運営が考えられるため、一人当たり 2,000 円の値上げが必要であろうとの意見があった。
・久保理事より、年会費値上げの一番の理由は何か？との質問があり、山崎会長より、支部の活動費
（交通費、消耗品費）
を負担しているためである、と回答があった。
・川村事務局長より、支部会計を統合したことにより県会計の負担増になっているのだから、支部支
出分を県会費に上乗せするという考えでいいのではないか、との意見があった。
・久保理事より、値上げの理由は分かるが、2,000 円の値上げをしてもいずれまた予算不足になること
が推測できる、と意見があり、川村事務局長より値上げ後は予算不足にならないように支出を抑
える対策が必要である、と回答があった。
・齋藤浩治理事より、現規定では入会金 500 円を徴収しているが今後廃止にし、総会では会費 2000 円
値上げと入会金廃止を提案してはどうか？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。
２）表彰者祝賀会について
山崎会長より、青臨技推薦ではない会員が瑞宝双光章を叙勲されたが祝賀会を行うべきか？また
名誉会員の祝賀会は行うのか？との質問に対して以下の意見が出された。
・小島学術部長より、職場推薦の場合など青臨技推薦でなければ基本的には必要ないのではないか。
・川村事務局長より、小島学術部長の意見に賛成であり、青臨技推薦の場合に限ると規約上決めても
いいのではないか。また現在、渡辺 英郎氏
（医療法人厚生会渡辺病院）
を叙勲 2 類に推薦している。
・齋藤浩治理事より、以前は名誉会員に賞状授与を行っていたので今回も授与すべきだろう。
上記の事項について理事に諮ったところ、表彰者祝賀会は青臨技推薦に限定すること、5 月 26 日
（土）
開催の情報交換会では、厚生労働大臣賞受賞の尾崎 陸男氏
（元鰺ヶ沢町立中央病院）
と名誉会員の一戸 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）
の祝賀会を行うことで了承された。
３）学校児童・生徒心電図健診について
赤坂理事より、学校児童・生徒心電図健診の際、自家用車移動時の事故は保険での補償はないの
か？また、上十三地区はタクシーを利用すると 1 万円以上かかることもあるがタクシーを利用して
もよいのか？との質問に対して以下の意見が出された。
・山崎会長より、職務中の事故は保障されるが、自家用車での移動時は補償対象外である。また基
本的には公共機関を利用してもらいたいのでタクシーを利用して欲しい。
・斉藤仁理事より、下北支部では 1 日 300 円程度の民間の保険をかけて自家用車で移動してもらって
いる。
上記の事項について理事に諮ったところ、移動時は公共機関を利用すること、自家用車利用時には
青臨技負担で民間保険をかけて対応する方針で了承された。
４）青臨技会誌記念号について
斉藤仁理事より、青臨技会誌記念号を 6 月末原稿締切・10 月発行を予定しているため、名誉会員等
への原稿依頼等を事務局から早めに出して欲しい、とのお願いがあり、川村事務局長より、掲載内
容を会誌編集委員会と相談しながら、事務局から早めに原稿依頼を出したい、と回答があった。
５）平成 24 年度・25 年度青臨技新役員名簿
・川村事務局長より、配布資料に基づいて新理事の紹介があった。
・西谷理事より、支部役員の構成はどうすればいいか？との質問に対し、川村事務局長より支部の
会務が行える最低限の人員で行ってほしいとの回答があった。
６）その他
川村事務局長より以下のとおり提案があった。
・今年度の各支部新役員・部門役員の名簿を事務局まで知らせて欲しい。
・役員推薦委員、表彰審査委員、データ共有化委員について各支部より各 1 名ずつ推薦して欲しい。
・議案書や学会発表要旨集の配送を各支部に配送を依頼したい。
議長は、定款第 4 章第 28 条により、議事録署名人に斉藤 仁、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。

１．日 時 ： 平成 24 年 5 月 26 日
（土） 14:00 ～ 15:00
２．場 所 ： 八戸グランドホテル 2 階 エメラルドルーム
青森県八戸市番町 17 番地 Tel. 0178-46-1245
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、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、須藤 安史、
小田嶋 真喜、能登 温子
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 24 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
小島学術部長より 5 月 12 日
（土）、東京都で開催された都道府県用精度管理システム説明会・臨床検
査データ標準化事業全国代表者会議について以下のとおり報告があった。
・データ標準化事業の青森県基幹施設は今年度も弘前大学附属病院・八戸赤十字病院 2 施設である。
・精度管理システム説明会をうけ、日臨技精度管理調査と同じ出題方式・実施方法で行えば新たな費
用もかからないようなので、青森県でも日臨技と同じ方法で実施していきたい。
・青臨技精度管理調査・青森県医師会精度管理調査 2 つにシステムを使用していきたいと考えている。
・岩手県では各部門の自由な出題方法に合わせてシステムを構築したところ、費用を投じて実施した
のに困難な点が多かったとの報告があった。
３．公益部経過報告
佐藤公益部長より、平成 24 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。
東青支部で、学校側と青臨技側で日程の把握が異なっていた日があり、医師会からの連絡ミスが原因
であったとの報告があった。
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
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
・須藤理事より、会員の退会について、日臨技が一般社団法人になったことにより、組織運営規定に
基づき、5 月 15 日づけで年会費未納の方は退会となることになった。これにより、青森県でも 3 名
の会員が退会になった。以前は 1 年程度の猶予があったが、これからは 1 ヵ月半の猶予しかないの
で、コンビニ振り込みを利用している方は注意してほしいとの報告があった。
・赤坂理事より、今回年会費未納で自動的に退会になった方で、自分が退会になっていることに気づ
いていない方がいるのではとの質問があり、川村事務局長より連絡することになった。
・川村事務局長より、西北五支部の施設名で、つがる広域連合になった部分は、次回の理事会で連絡
するとの報告があった。
６．その他
１）山崎会長より、日臨技生涯教育推進研修会助成金について以下のとおり報告があった。
・日臨技生涯教育推進研修会助成金は、学術部門の研修会に、一研修会当たり 5 万円の助成
（最大 20
研修会）
をするとのことで、大いに活用したい。今回、平成 23 年度青臨技精度管理指導講習会を申
請し、収支報告を小島学術部長に依頼した。また、7 月に予定している青臨技輸血・移植部門研修
会も申請しており、助成が認められれば部門長に収支報告を依頼する。
２）山崎会長より、以下のとおり報告があった。
・本日、平成 24 年度日臨技通常総会が行われるが、第 39 回青森県医学検査学会と同日のため、書面

評決の提出で対応した。
・平成 24 年度の東北臨技の会費納入を川村事務局長にお願いした。
３）須藤理事より、東北臨技の災害対策委員会について以下のとおり報告があった。
・4 月 21 日
（土）、仙台市で行われた東北臨技の災害対策委員会に青森県代表として出席した。
・災害発生時の迅速な情報共有を目的として、連絡網を整備するために発足した。
・一度に大勢の登録者にメールを送信できるメーリングリスト
（
「さくさくネット」
）
を用いた連絡網を
整備するとのことであった。
・万が一のことを考慮して、各県 2 名程度（山崎会長・小島副会長）の代表者をおいて対応する。
・次回 7 月末の会議までに、県内の連絡体制をどうするか次回の理事会で方向性を決めたい。
・各県の災害対策ホームページの整備をしたいとのことであり、内容は次回の会議で話し合われる。
・各県の災害対策マニュアルを、新潟県のマニュアルを参考にして整備を考えてほしいとのことで
ある。
４）川村事務局長より、平成 24 年度学校児童・生徒心電図健診について、改めて各支部の担当者一覧を
送付してほしいとのお願いがあった。
【議題】
１．平成 24 年度青臨技通常総会について
川村事務局長より配布資料に基づき以下のとおり説明があった。
１）平成 24 年度青臨技通常総会役員割り当て
２）平成 24 年度青臨技通常総会議事運営
・書面評決書で、第 5 号議案を承認しない票が多いので、過半数の承認が得られるか不明なため、出席
者でも承認しない方がいれば人数を数える必要がある。
・小島学術部長より、議案書の文面により、本来 2,000 円の値上げを 6,000 円の値上げと勘違いしてい
る方がいるようなので、通常総会でもう一度説明した方が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。
２．第 39 回青森県医学検査学会について
佐々木理事より、第 39 回青森県医学検査学会について配布資料に基づき以下のとおり説明があった。
・宿泊の方は既にチェックイン可能である。
・情報交換会・祝賀会と 2 次会を設定しているので、多数の方に参加をお願いしたい。
・平成 23 年度青臨技精度管理指導講習会の受付は、学会の受付と同時に行う。
・学会実務委員と県理事の弁当は、ランチョンセミナーとは別に、エメラルドルームに 34 個用意する。
・横山慶一氏
（青森県立中央病院）
に乾杯の挨拶をお願いしている。
・川村事務局長より、平成 23 年度青臨技精度管理指導講習会の進行は、午前は小島学術部長、午後は
成田理事にお願いしているとの説明があった。
・川村事務局長より、情報交換会・祝賀会では、最初に受賞者の賞状伝達、花束贈呈、受賞者の言葉
を行うとの説明があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３．その他
１）小島学術部長より都道府県用精度管理システムについて、青臨技精度管理調査・青森県医師会精度
管理調査の 2 つに、日臨技と同じ方法でシステムを使用していきたいとの提案があった。
２）須藤理事より、東北臨技の災害対策委員会に関して、次回の理事会で県内の連絡体制を話し合いた
いとの提案があった。
・小島学術部長より、災害時に連絡体制がきちんと機能するように、日ごろの連絡事項から、連絡網
を活用するようにしたいとの意見があった。
・川村事務局長より、以前東臨技の研修会案内にもメールを活用したいという話があったので、それ
も併せて構築したいとの意見があった。
３）山崎会長より、最近資料などの誤字脱字が多いので、今年度、青臨技会誌の記念誌を作成に向けて
注意しましょうとの意見があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
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、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。

（ ）
（ ）

