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  青森県立中央病院  佐藤 舞 

 

2013 年 10 月 20 日にサンロード青森で開催された青森ピンクリボン活動に参加しました。昨年同様、ステ

ージイベント、医療ブースでの模型を使った触診体験、マンモグラフィや乳腺超音波検査の説明、アンケート

調査などを行いました。今年は 2回目という事で、手探りだった昨年とは違い、反省点を活かしての参加でし

た。一番の改善点は触診体験・検査説明・アンケート回答が終わった後に風船を配る形式にしたことです。形

式を変えることにより昨年は閑古鳥が鳴いていた医療ブースも、今年は常に来場者がいて活気に溢れていまし

た。アンケートも来場者が直接記入するのではなく、臨床検査技師や看護師が回答を聞いて記入する形式にし

たことで、乳がん検診に対する生の声をたくさん聞くことができました。乳腺超音波検査を知っていますか？

という質問に対しては「さっき話を聞いて初めて知った」との声が多く、乳腺超音波検査の認知度の低さを痛

感したとともに、医療ブースでの啓蒙活動が功を奏していることを実感しました。乳腺超音波検査の印象につ

いて「怖い。理由：もくもくと検査をしているから」という回答がありました。私たち臨床検査技師は病変を
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見逃さないために検査に一生懸命になりますが、病気や検査に不安を抱えている患者さんの気持ちを理解して

検査に臨んでいるかというと必ずしもそうではないと思われます。今回の回答から検査に臨む臨床検査技師の

心構えの大切さにあらためて気付かされました。検査室で患者さんを待っているだけではなく、時には外に出

て早期発見・早期治療の大切さを伝え、ひいては短命県日本一脱却に貢献したいと思います。 

 

  

           

 

  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                                         

                                    

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 大盛況です ☆ 
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八戸市立市民病院  板倉 仁美 

 

青森県立中央病院で行われた平成 25 年度青臨技病理検査部門研修会に参加させていただきました。講演の

前に県立中央病院の病理部を見学しました。切り出しから染色までの一通りの流れで実際に使用している機器

やシステムを説明していただきました。切り出し室ではカメラと病理システムをつなげ、撮影した画像が直接

患者データに取り込まれ、その画像に書き込みもできるようになっていました。またパラフィン浸透機は、試

薬を自動交換してくれる機能やタンクが横についており試薬の液量が少ない場合は自動で補充し検体へのダメ

ージを与えないようになっているなど、現在当院で使っているものに比べ、使いやすいものとなっているよう

でした。他には検体番号や名前などカセットに印字するカセットプリンターやバーチャルスライドを取り込む

装置など当施設では使用していない機器を見学でき、とても勉強になりました。 

講演は弘前大学大学院保健学研究科検査技術科学専攻教授 渡邉 純先生による「子宮体内膜組織・細胞診

断の実際について」という内容で行われました。細胞診の検体処理の方法については液状化検体細胞診(LBC)

について、種類や原理、利点や欠点そして従来法との相違について、また症例提示では子宮内膜の正常な細胞

についてはどの月経周期に相当するのかをそして異常な場合はそれぞれの症例の特徴を従来法と LBC のそれ

ぞれの処理の仕方の違いを比較しながら、詳しく説明していただき、細胞診を見慣れていない私にもわかりや

すく大変勉強になりました。 

このような貴重な体験をさせていただきありがとうございました。今後の仕事に生かしていきたいと思いま

す。 

 

  

                                

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

平成 25年度 青臨技 病理検査部門研修会報告 

 

弘前大学大学院保健学研究科検査技術科学専攻 

教授  渡邉 純 先生 

 

青森県立中央病院病理部の見学風景 
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 青森県立中央病院  髙野 康之 

 

 平成 25年 10月 26日(土)弘前市立病院におきまして、平成 25年度青臨技感染制御部門研修会が開催されま

した。今回は 4題の講演を聞くことができました。 

まず講演 1 では、極東製薬(株)営業学術部・製品情報課 関戸紗由里先生に嫌気培養の進め方のお話をして

いただきました。普段のルーチン業務での嫌気性菌の同定・感受性の進め方や判定方法などにとても役立つお

話をしてもらい参考にしたいと感じました。 

次に講演 2では、弘前大学医学部附属病院検査部 井上文緒技師に血液培養におけるBacillus属混入を防ぐ

試みと題して実際に行っている混入を防ぐ対策を聞き、結果に反映されていることがわかりました。 

次に講演 3 では、当院で検出されたブドウ球菌のバンコマイシン MIC 値について測定法による違いと題し

て八戸市立市民病院臨床検査科 堀内弘子技師にお話をしていただきました。普段検査で使用しているパネル

の特徴や判定の仕方など参考になりました。 

最後の講演 4では、臨床的に重要かつ珍しい細菌の培養・同定のポイントと題して岐阜大学大学院医学系研

究科准教授 大楠清文先生にお話をしていただきました。実際に見たことのある菌もありましたが初めて見た

細菌が多くとても勉強になりました。 

今回の研修会は知らなかったことを学ぶことができ大変勉強になりました。今後の業務に活かしていきたい

と思います。 
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平成 25年度 青臨技 感染制御部門研修会報告 

 

極東製薬（株）営業学術部・製品情報課 

関戸 紗由里 先生 

弘前大学医学部附属病院 

井上 文緒 技師 

八戸市立市民病院 

堀内 弘子 技師 

岐阜大学大学院医学系研究科 

病原体制御学分野 

准教授  大楠 清文 先生 
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八戸赤十字病院  瀬川 光星 

 

11月 2日、青森で行われた青臨技血液検査部門研修会に出席させていただきました。研修会では、テーマを

「そこが知りたい血液検査の基本」とし、様々な講演が行われました。 

まずは、ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 田中秀明先生から「凝固検査に影響を与える要因と最

近の話題」と題して、凝固検査を行う際に注意しなければいけないことや、新しい抗凝固薬であるダビガトラ

ンやエドキサバンといった薬剤について、ワーファリンとの比較などについてお話ししていただきました。特

に、新しい抗凝固薬がフィブリノゲンやアンチトロンビンの数値に影響を与えることがあるということは、検

査結果を臨床に報告する際に注意していかなければならないと考えさせられました。 

次に行われた形態カンファレンスでは、青森県立中央病院 瀬川恵技師から急性骨髄性白血病 FAB分類M3

及びM3 variantの症例について、弘前市立病院 石川雅大技師から骨髄腫で生化学検査と血液像の結果に乖

離が見られる症例について、どちらもわかりやすい画像を交えてお話していただきました。 

最後に、長岡赤十字病院 山田隆先生から「血液形態の基本から症例を考える」と題し、赤血球系や白血球

系を分類していく際に注意しなければいけないポイントについてお話していただいた他、リンパ球と異型リン

パの分類や EBV 感染による疾患、救急患者の検査値からの疾患の推察、最近の話題として挙げられる破砕赤

血球についてなど、血液像を見ていく上で必要になることを多岐にわたってお話ししていただきました。特に

救急患者の検査値からの疾患の推察は、今後の日当直勤務に生かしていくとともに、研修会に参加できなかっ

た技師にも情報を共有していきたいと思います。 

今回の研修会では血液検査をするうえで忘れてはいけないことの再確認や、今後覚えておかなくてはならな

くなることなど、とても多くのことを学ぶことができました。これからはこの研修会で勉強したことを忘れる

ことなく、業務に生かしていきたいと思います。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
弘前市立病院 

石山 雄大 技師 

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

田中 秀明 先生 

平成 25年度 青臨技 血液検査部門研修会報告 

 

長岡赤十字病院 中央検査部技師長  

山田 隆 先生 

  

  

青森県立中央病院 

瀬川 恵 技師 
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つがる西北五広域連合かなぎ病院  長利 敬子 

 

平成 25年 9月 14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 41名と盛会でした。 

この日はもう稲刈りの声も聞こえ始めているのに、30℃を超える暑い日で、まさか 2日後に台風の影響であ

ちら、こちらで洪水災害が起こるとは夢にも思いませんでした。 

はじめに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営業部 尿/糖尿病検査 セールスイ

ンストラクター宮澤俊郎氏による「CKD診療ガイド 2012とA/C比について」の講演が行われました。 

尿検査・試験紙の基礎から始まり、薬剤が試験紙に与える影響や蛋白/クレアチニン比の意義、GFR・微量ア

ルブミンの有用性について講演がありました。 

続いて、青臨技一般検査部門長を何年も経験された平内中央病院の坂牛省二技師による「尿定性からの沈査

鏡検の進め方・尿沈査からの病態の考え方」の講演がありました。 

定性で潜血や蛋白が 3＋だった時の鏡検ポイントや検査の進め方・病態の考え方をたくさんのスライドで説

明していただきました。 

今回初の試みで、この講演の前後でフォトチェックによるミニテストがありました。同じフォトチェックな

のですが、講演を聞いて更に知識を深め、あやふやなところを正すことができました。 

尿のサーベイは東北 3県同じサーベイを行っていて、青森県の正解率が他県より少し低いのでこれからも力

を入れて知識をUPする必要があるそうです。 

普段はあまり一般検査に入っていない私ですが、今回研修会に参加して日々知識を深める事の大事さを痛感

いたしました。今回の講演で学んだ事を今後の業務につなげていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年度 青臨技 第 1回一般検査部門研修会報告 

 

  

 

ミニテスト中！！ 

平内中央病院 

坂牛 省二 技師 

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営業部  宮澤 俊郎 先生 
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 三沢市立三沢病院  櫛引 望 

 

平成 25年 12月 7日青森市民病院にて、平成 25年度第 2回青臨技一般検査部門研修会が開催されました。 

今回は、3 人の講師の方から講演していただきました。まず始めに、「H25 一般検査フォトサーベイ結果速

報」を、青森県立中央病院臨床検査部 千代谷澄子技師から解説がありました。今回も赤血球分類の正解率が

低く、サーベイでの強化ポイントであると分かりました。 

次に、「H22～H24 フォトサーベイ尿沈渣成分解説」と題し、平内中央病院臨床検査室 坂牛省二技師から

講演がありました。サーベイの主旨を理解することにより、今後の課題が明確になることを再認識できました。

そして、サーベイの問題を中心に、尿沈渣成分の鑑別法を分かりやすく解説していただきました。 

最後に、「尿沈渣のココ！が大事 ～有用成分を見逃すな！～北 3 県サーベイの取り組みと効果」と題し、

岩手医科大学附属病院中央検査部 石澤毅士先生から講演がありました。北東北 3県が共通尿沈渣サーベイを

行っていることにより、各県の特徴が分かりました。3 年間の結果から、正解率にばらつきがあるのが赤血球

分類、尿細管上皮細胞（特に類円形型）、円柱鑑別であることが明確になりました。そのため、今回は、これら

の尿沈渣成分鑑別の考え方について、解説していただきました。典型的形態でない場合でも、どこかに特徴を

残していること、出現時の背景に着目すること、また、形成機序を理解することにより、報告する重要性が理

解できることを講演していただき、大変勉強になりました。 

「研修会参加回数が多い地域の正解率が高い」と、石澤技師がお話されていました。研修会に参加し続ける

ことにより、昨年は気付けなかったことに、今年は気付くことができたりします。このことを、レベルアップ

につなげていき、技術と精度の向上に努めていきたいと考えました。 

今回は、初冬の雪の降る中、35人もの方に参加していただきました。次回、開催時にも、多数の参加を期待

したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年度 青臨技 第 2回一般検査部門研修会報告 

 

  

 

青森県立中央病院 

千代谷 澄子 技師 

平内中央病院 

坂牛 省二 技師 

岩手医科大学附属病院 

石澤 毅士 先生 
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弘前大学医学部附属病院  三上 昭夫 

 

平成 25年度日臨技北日本支部生物化学分析部門研修会を平成 25年 11月 9日（土）、10日（日）に、青森

市の「ラ・プラス青い森」にて開催しました。今回は東北臨床検査技師会及び青森県臨床検査技師会・総合管

理部門と共催という形での研修会でした。これまでも東臨技とはずっと共催で行われてきましたが次回からは

北日本支部単独で行われ、東臨技としては最後となる研修会でもありました。 

 研修会初日は天候に恵まれましたが、翌日はガラット変わり気温が下がり強風となり、会場受付から見る外

の景色は一変しました。その翌日は東北各地で初雪が観測されたとのニュースになり、雪国で開催するにはギ

リギリの時期だったと思います。参加人数は技師会会員が 43名、実務委員 11名、協賛会員（メーカー）32

名でした。また、北海道は札幌から 1名、新潟からは参加者なしという状況でした。研修会 1日目終了後の情

報交換会の中で福島県の方が、今度研修会が北海道で行われた場合は参加するのがむずかしくなるなぁ、とつ

ぶやいていました。 

 研修会 1日目は、日立 LABOSPECT006の新技術や、マイコプラズマ抗原検出キットの紹介等を含めたレ

クチャー5題と、青臨技・総合管理部門から教育講演として、徳島大学から永峰康孝先生を招き、精度保障施

設認証制度について講演していただきました。研修会 2日目は、教育講演として、弘前大学医学研究科・救急

災害医学講座の花田裕之先生に災害医療の実際をDMATの活動などを交えて講演していただき、特別講演と

して弘前大学大学院医学研究科社会医学講座の中路重之先生に、短命県青森の現状を長野県などと比較した内

容で講演をしていただきました。 

 次回は、日臨技北日本支部単独主催として記念すべき第 1回目の研修会となります。開催地は宮城県仙台市

です。ぜひ多くの方に参加していただきたいと思っています。 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年度 日臨技 北日本支部 生物化学分析部門研修会報告 

 

弘前大学大学院医学研究科 社会医学講座 

教授  中路 重之 先生 

 

弘前大学大学院医学研究科 救急・災害医学講座 

准教授 花田 裕之 先生 

 

 

徳島大学病院キャリア支援センター 

永峰 康孝 先生 
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１．日  時 ： 平成 25年 9月 21日(土) 14:30～17:00 

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、安田 善一、川村 多蔵、宇野 善成、木下 純一、奈良 隆志、 

西谷 浩樹、中村 忠善、齋藤 浩治、高木 友幸、須藤 安史、野中 健一、松橋 優子、丸山 まゆみ 

４．欠席者 ： 久保 忠利、増田 望  

  

定款第 5章第 32条及び諸規定により、議長に山崎会長があたり、書記に松橋、野中理事が指名され、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 25年度北日本支部生物化学分析部門研修会（11 月 9（土）、10 日（日）青森市）が開催されるが、青臨技の総合

管理部門との共催で行う。総合管理部門の内容としては、日臨技精度保証施設認証制度の認証取得に向けて啓蒙を図るべ

く、日臨技委員である徳島大学の永峰康孝氏を講師として招き、講演していただく予定である。 

・北日本支部の学術部門編成の構築について、日臨技の学術部門編成にならい、一部名称の変更があり、生物化学分析部

門に含まれていた遺伝子部門は独立することとなった。ただし、遺伝子検査を行っている施設数が少ないことから、青臨

技では各支部毎に部門員をおくのではなく、県として部門長を据えることとする。 

・日臨技で今後、各都道府県の各部門長との連絡体制を構築する予定である。それに伴い、北日本支部における各検査部

門の責任者を決めることとなった。青臨技の各部門長の任期は今年度までであることから、9月中に次期部門長を選出し、

10月 11日（金）の北日本支部会議で来年度以降の北日本支部の各検査部門責任者を決定する。 

３．公益部経過報告 

佐藤公益部長より、以下のとおり報告と要望があった。 

・平成 25年度学校児童・生徒心電図健診が終了したが、入金の話はまだ出ていない。 

・10月 20日（日）に青森ピンクリボンプロジェクト 2013を開催する予定である。昨年は青森県診療放射線技師会と共

にピンクリボンプロジェクトとして開催したが、今年はFM青森がイベントの企画に乗り出し、イベント自体は企業でや

ることになった。FM青森では協賛金を募っており、賛同する企業・団体名が 10月 1日より 30日間、20秒間のCMで

放送されるほか、イベントの際にボードなどに企業・団体名が掲載されることになる。 

・ピンクリボンプロジェクトのポスターを持ち帰り、各施設で掲示・広報してほしい。 

４．渉外部経過報告 

安田渉外部長より、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 

・10 月 13 日（日）の血管模型作成講習会に、一戸香都江（弘前大学医学部附属病院）、葛西めぐみ（弘前脳卒中セン

ター）の 2名を補助員として派遣する予定である。 

６．その他 

１）山崎会長より、以下のとおり報告と要望があった。 

平成 25年度 第 3回理事会議事録 
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・第 2回東北臨技代表者会議（平成 25年 8月 17日（土））に、山崎会長、小島学術部長が参加した。 

・東北臨技の学会学術賞・奨励賞及び功労賞が今年度より廃止されることとなった。これを受けて、功労賞に代替する

賞を青臨技で設けたい。 

・東北臨技のあり方について、今年度以降、研修会は北日本支部での運営になるが、復興支援金の管理が残っているこ

とや情報交換の場となっていることを考慮し、東北臨技も存続することとなった。 

・日臨技主催の健康と検査展ついて、青臨技では予算・日程の都合上、今年度は見送り、来年度以降の事業計画に加え

る旨を日臨技に報告した。 

・青森県エイズ対策推進協議会（平成 25年 8月 20日（火））に山崎会長が出席した。 

・青臨技会計を一本化するため、各支部の公益事業に関わる助成金等は、全て青臨技の通帳に入れ、そこから支部に分

配するとの話があった。 

２）川村事務局長より、以下のとおり要望があった。 

・会誌編集作業を開始しているが、各施設名、連絡先など変更がないか各支部で確認し、9月末までに事務局に報告し

てほしい。 

・西北五支部で、今辰英氏の退職により、表彰審査委員が 1名欠員している。来年度も引き続き担っていただくことを

念頭に後任を支部で選出してほしい。 

・10月 20日（日）開催予定の青森ピンクリボンプロジェクト 2013のイベントに協力できる理事は事務局に申し出て

ほしい。また、各支部でポスターを持ち帰り主要施設に掲示し、啓蒙活動をしてほしい。 

 

【議題】 

１．臨床検査精度管理指導講習会について 

小島学術部長より、以下のとおり報告と提案があった。 

・平成 25 年 6 月 29 日（土）に学術会議が開催され、臨床検査精度管理指導講習会を今後も青森県医学検査学会と同日

程で、10分から 15分程度の時間を設けて開催してほしいとの要望があった。 

・青森県医師会の精度管理調査の報告を行う医師・検査技師卒後教育研修会についても、青森県医学検査学会と共催して

はどうかと提案があった。 

 宇野理事より、開催日程について質問があり、小島学術部長より青森県医学検査学会前日に開催したいと回答があった。 

 上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

２．精度管理報告書のＣＤ作成について 

小島学術部長より、以下のとおり提案があった。 

・報告書は現行通り紙媒体で作成し、過去の履歴については随時閲覧できるようＰＤＦファイルなどでＨＰに掲載してい

きたい。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

３．学会の運営方法について 

小島学術部長より、以下のとおり報告と提案があった。 

・県学会の内容等について、担当支部に任せきりではないかとの意見があった。実際には理事会で随時報告され、意見を

反映しながら運営しているが、各検査部門の部門長の意見が反映されていない側面があった。これを受けて各部門長およ

び学術担当理事 2名を含めて、県学会開催時に学術会議を開き、次期県学会の内容等を協議してはどうかと提案があった。 

・県学会の日程が短いため、終日開催もしくは二日間の開催にしてはどうかとの提案があり、山崎会長より学術部門員の

意見も取り上げて随時検討していきたいと回答があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

４．東北臨技災害対策について 

須藤理事より、以下のとおり報告と要望があった。 

・青臨技災害対策マニュアルに備品チェックシート、災害支援車両の申請についての項目を追加した。 

・東臨技より災害対策費用として 50 万円が振り込まれており、災害派遣時のビブスや車両用プレートなどの備品購入費

用に充てたい。 

・ビブスを 8着（計 103，950円）、災害支援車両に貼りつけるマグネットタイプのプレートは大小 2タイプを 2台分（計

27，600円）購入し、これらを県内 2か所に分けて保管したい。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 
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５．表彰規定の見直しについて 

 川村事務局長より、東北臨技の学会学術賞・功労賞・奨励賞の廃止に伴い、青臨技で新たに特別表彰の規定を設け、10

月 1日付で表彰規定の見直しを図りたいと提案があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

６．青臨技公益事業の出費について 

 齋藤理事より、以下のとおり要望があった。 

 ・法人移行の条件として、平成 25年 3月 31日時点で青臨技に残った予算 300万は公益事業に使用し、使途について使

いきるまで毎年報告しなければならない。事務的な労力を避けるためにも、今年度は公益事業について極力、日臨技から

の助成を受けずに予算を運用していきたい。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

７．継続審議事項について 

１）総会役員である書記の日当について 

・佐藤副会長より、総会役員の書記の負担が大きいため日当の見直しをしてはどうかと提案があり、山崎会長より、日

当は変えずに会員より書記を任命し、実質の議事録作成は青臨技庶務理事が担当してはどうかと回答があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

２）会計不在時における研修会や理事会の旅費等受け渡しについて 

  ・高木理事より、現在は可能な限り研修会や理事会に参加可能な者に代行依頼しているが、代行依頼できない場合は手

数料等が発生する振り込みで対応しているが、今後はどうすべきか検討してほしいと意見があった。 

 ・川村事務局長より、今後も代行依頼できるか打診し、不可能な時は振り込みで対応してほしいと回答があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

３）永年会員の年齢制限について 

 川村事務局長より、以下のとおり意見があった。 

・永年会員の年齢制限を 60歳から 75歳までとし、5年ごとに事務局より継続の意思確認を図ることとしたが、確認作

業等が煩雑になることが予想され、資格のあり方について再度検討してほしい。 

・60歳未満で定年前に退職した会員や、60歳をこえてから日臨技を退会した会員の永年会員への移行についてはどう

対応するか検討してほしい。 

この案件については継続審議となった。 

４）部門長・精度管理委員の活動費について 

・高木理事より、部門長・精度管理委員の活動費を今後も支給すべきか検討してほしいと意見があった。 

・山崎会長より、業務量を考慮し、現状どおり活動費として支給していきたいと回答があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

５）下北支部のあり方について 

  ・川村事務局長より、下北支部はほぼむつ総合病院で運営しており、県学会開催時の負担などを考慮し、支部のあり方

を見直してはどうかと提案があった。 

 ・奈良理事より、通常の運営には支障はないが、学会開催時には負担が大きいため考慮してほしいと要望があった。 

この案件については継続審議となった。 

６）青臨技の旗について 

  ・川村事務局長より、法人移行に伴い、青臨技のロゴマークおよび旗を変更してはどうかと提案があった。 

この案件については継続審議となった。 

７）その他 

・山崎会長より、日臨技より検査説明・相談ができる臨床検査技師の育成事業における企画担当講習会の受講申請と推

薦依頼がきており、青臨技として佐藤裕久副会長を推薦したいと提案があった。 

・中村三八事務局長より、三八支部の学校児童・生徒心電図健診で直前まで生徒数の把握が困難な学校があり、その対

応について検討してほしいと要望があり、佐藤公益部長より医師会の関川氏と来年度以降の調整を図りたいと回答があ

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。 

 

議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。 
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１．日  時 ： 平成 25年 12月 7日(土) 13：00～14：00 

２．場  所 ： 青森市民病院 3F 小会議室 

青森市勝田 1‐4‐20    Tel.017-734-2171 

３．出席者 ： 山崎 正夫、小島 佳也、安田 善一、川村 多蔵、宇野 善成、木下 純一、奈良 隆志、西谷 浩樹、 

久保 忠利、高木 友幸、増田 望、松橋 優子、丸山 まゆみ 

４．欠席者 ： 佐藤 裕久、齋藤 浩治、須藤 安史、野中 健一 

 

定款第 5章第 32条及び諸規定により、議長に山崎会長があたり、書記に増田、松橋理事が指名され、審議が行われた。 

 

【報告事項】 

１．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、以下のとおり報告があった。 

・第 63回日本医学検査学会(平成 26年 5月 17日(土)、18日(日) 新潟市)の演題が少ないので、協力をお願いしたい。

演題は 12月 15日(日)締め切りである。 

・来年度の北日本支部研修会で青臨技の担当は輸血、微生物部門である。 

・11月 29日(金)青森市民病院で日臨技精度保証施設認証制度の申請審査の会議を行った。 

今年は八戸市立市民病院、十和田市立中央病院、つがる西北五広域連合西北中央病院の 3施設が更新の申請をし、更新

を見送っていた八戸赤十字病院が再申請をした。4施設の審査を通して全国に提出した。 

青森県内で更に参加施設を増やすために、来年は申請の前に申請書を作成するための研修会を開催する予定である。 

３．公益部経過報告 

・山崎会長より、学校児童・生徒心電図検診の委託費について、医師会からまだ連絡が来ていなかったので、佐藤公益

部長が経過を確認した。例年だと 11 月頃には入金されていたが来年の消費税の兼ね合いで審議が進んでいないとのこ

とである。今年中には払われるので、会員の方にはもう少しお待ちいただきたいと報告があった。 

・川村事務局長より、10月 20日(日)に第 2回ピンクリボンプロジェクト 2013がサンロード青森で行われ、実務委員

10名、参加者数約 400名で、昨年より参加者が増加し盛況のうちに終了したと報告があった。 

４．渉外部経過報告 

安田渉外部長より、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．その他 

１）日臨技・北日本支部関連について 

 山崎会長より、以下のとおり報告と要望があった。 

・平成 25 年までは東北臨技の研修会が行われている。来年度については北日本支部で検討し研修会は開催されること

になった。 

・生物化学分析、一般、輸血、微生物、生理、病理、遺伝子部門については、北海道を含めて開催される予定になって

いる。血液部門については、検査血液学会（平成 26 年 7 月 20、21 日）が仙台市で開催され、部門長、部門員が学会

の役員でもあるため、来年度北日本支部の研修会は開催しない。 

平成 25年度 第 4回理事会議事録 
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・第 63回日本医学検査学会について、演題数が少ないため新潟の学会事務局からも連絡が来ている。県から 10題以上

の演題をお願いしたい。 

２）季刊誌「ピペット」について 

川村事務局長より、以下のとおり報告があった。 

・季刊誌「ピペット」は臨床検査技師の啓蒙活動を目的としている。心電図検査や超音波検査の待合室に置いて、患者

様や付添いの方に臨床検査技師のことを知ってもらう材料とする。 

・県内 10施設程度に設置をお願いしたい。12月中旬に設置施設のリストを日臨技へ提出するので、設置可能な場合は

施設長に確認をして了承を得ること。 

・年 4回日臨技から直接施設に送付され、不足した場合は申し出をすれば追加で送付する。 

山崎会長より、日臨技の公益の一環として協力をお願いしたいと要望があった。 

３）青臨技会誌第 38巻について 

奈良理事より、青臨技会誌第 38巻を各支部の事務局長宛てに発送したとの報告があった。 

 

【議題】 

１．功労賞、奨励賞について 

川村事務局長より、以下のとおり報告があった。 

・東北学会の功労賞、奨励賞がなくなったので、それに代わる賞として青臨技で特別功労賞を設けて表彰規定に載せた。 

・本日 10 時に表彰審査委員会が開催され、審査がおこなわれた。特別功労賞は福井雅幸（平川市国民健康保険平川診療

所）、功労賞は寺沢儀男（青森県立中央病院）、小沢鉄郎（十和田市立中央病院）が候補者としてあがり、表彰審査委員会

で諮ったところ了承を得た。理事会で了承が得られれば正式決定になる。 

・奨励賞については、公募し各支部長へ届け出をお願いしたが、候補者がなかったため今年度は該当者なしとなった。 

山崎会長より、以下のとおり報告と要望があった。 

・賞の候補者には会長から正式に決定した旨を連絡し、事務局から文書を送付する。 

・県の奨励賞該当者なしというのが何年も続かないように、施設・支部等で若い会員が学会発表など行なえるよう指導を

していただきたい。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

２．次期役員選出について 

・川村事務局長より、現役員の任期は来年の総会までである。次期役員の選出について、受付期間は 12月 17日(火)まで

になっている。現時点で自薦他薦ともまだ事務局に届いていない。募集期間が終了した後、役員推薦委員会に諮って次期

役員の人選をしていきたいと報告があった。 

・山崎会長より、年明け早々に役員推薦委員会が開催されるので、委員会に任せて決めていただきたいと要望があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

３．青森県医学検査学会の進捗状況について 

・宇野理事より、以下のとおり報告と提案があった。 

・懇親会の会場が変更になったので、会場の確認等を含め年明けから本格的に進めていきたい。 

・学術講演、公開講演の両方を行なうか検討中である。講演については弘前大学の萱場教授にお願いをしている。 

・学会のテーマについてはどのように決めたらよいのか。学術担当と話し合いをしながら進めていく予定である。 

・山崎会長より、今まではテーマを設けなかったが、中弘南黒支部でテーマを設けて開催したいのであれば、提案として

受け入れるとの回答があった。 

・小島学術部長より、学術会議で翌年の学会の内容等について話し合いをすることになっている。今年度の会議は終了し

たので、学会について基本的には今までと同じように行なってはどうかと提案があった。 

・山崎会長より、一般社団法人の事業の一環として、県民を対象とした公開講演を行うことになっている。ここ数年は精

度管理指導講習会と学会を同日に開催していたので、時間の都合上、公開講演のみを行なっていたが、来年は前日に精度

管理指導講習会を開催するため時間的には問題がないので、公開講演と学術講演の両方行なうようにお願いしたいと要望

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．臨床検査精度管理指導講習会について 

小島学術部長より、以下のとおり報告があった。 
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・青臨技の臨床検査精度管理指導講習会、青森県医師会の精度管理調査報告および医師会企画の講演が医師・検査技師卒

後教育研修会であり、青臨技と共催という形で開催する。 

・青森県医師会の報告については、平成 25年度に実施した精度管理調査の報告をする。 

・精度管理指導講習会は、県技師会の報告が 1時間 30分程度、医師会の報告が 30分、講演が 1時間の予定であるので、

約 3時間程度である。よって開始は昼過ぎ頃になる。 

川村事務局長より、精度管理指導講習会終了後、総会および懇親会が開催されるとの報告があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

５.その他 

１）青臨技臨床検査精度管理調査について 

・久保理事より、青臨技臨床検査精度管理調査について、各施設で精度管理担当が取りまとめをしているが、説明書や回

答の送付形式が部門によって違うため、煩雑であった。輸血部門はメール、病理部門は USB、その他は用紙といったよ

うにまちまちなので、すべて用紙にするなど、統一して欲しい。結果については一ヶ所に送ってほしいと要望があった。 

・小島学術部長より、各部門の精度管理委員がそれぞれ集計して報告書を作成しているため、部門によって結果報告の形

式が異なっている。今のままだと各部門の形式等を統一するのは難しいので混乱しない方向でまとめたい。各施設への送

付に関しては統一できると思うと回答があった。 

この案件については継続審議となった。 

２）八戸市健康まつりについて 

・久保理事より、9月 29日（日）八戸環境・健康フェスタ 2013において頸動脈エコー検査と血糖検査を行なったが、企

画が医療行為に当たるのではないかと医師から指摘をうけた。主催である市役所の担当者に確認したところ、検査自体は

問題がないとの回答があった。今回の指摘は市民への検査結果の説明について行き過ぎと認識されたためと考えられると

報告があった。 

・久保理事より、自己血糖測定装置を使用した血糖検査について、検査技師が指先から採血する行為は問題にならないの

かとの意見があった。本人に穿刺してもらうと検査が滞ることが予想されるため、今後どのように実施してすればよいか、

また他の支部ではどのように行なっているか意見をお願いしたいと要望があった。 

・宇野理事より、黒石市健康まつりでは血糖検査、尿定性検査を行っているが、主催である黒石市の保健課を通して、何

か問題がある場合は保健所への連絡をお願いしている。検査結果の説明については、行き過ぎないように行なっていると

の回答があった。 

・山崎会長より、北日本支部の伊藤会長に確認したところ、岩手県も同じような催しを行なっているが、保健所に届け出

をしており、検査結果の説明に関しては研修医にお願いをしている。血糖検査の採血については介添えという形で行なっ

ていると回答があった。 

・山崎会長より、三八支部の理事会で話し合いを行い、今後どのように実施するかを検討してもらいたい。法的問題に触

れるところは早めに対応するようにしてほしいと要望があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

３）青森県医師会精度管理調査について 

・西谷理事より、前年度の青森県医師会精度管理調査の結果がまだ届いていない。結果が一年後に戻ってくるので、対策

が立てられないとの意見があった。 

・小島学術部長より、前年度の結果はそろそろ送付されると思われる。今年の 12 月に実施した精度管理調査の結果につ

いては、5月の精度管理指導講習会で報告をすると回答があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。  

 

議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。 

 

 

 

 

 

                                    

 



- 15 - 

 

 

 

 

【平成25年度 青臨技 功労賞・特別功労賞受賞者】 

平成25年度青臨技功労賞・特別功労賞受賞者は以下のとおりに決定しました。 

・功労賞：寺沢 儀男 (青森県立中央病院) 、小沢 鉄郎 (十和田市立中央病院) 

・特別功労賞：福井 雅幸 (平川市国民健康保険平川診療所) 

 

【平成26年度 青臨技 定時総会・第41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：①平成26年5月24日 (土) 13 時15 分～ 

青臨技臨床検査精度管理指導講習会 (生理機能検査部門以外) 

平成26年度 (第40回) 医師・検査技師卒後教育研修会 

平成26年度 青臨技 定時総会 

功労賞・特別功労賞受賞祝賀会並びに情報交換会 

②平成26年5月25日(日) 8 時50分～ 

 第41回青森県医学検査学会 

 青臨技臨床検査精度管理指導講習会 (生理機能検査部門) 

・会場：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前  http://www.bestwestern.co.jp/hirosaki/ 

・特別講演：弘前大学大学院医学研究科 病理生命科学講座 教授  鬼島 宏 先生 

・公開講演：弘前大学大学院医学研究科 臨床検査医学講座 教授  萱場 広之 先生 

・一般演題： 

・ランチョンセミナー： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からのお知らせ 
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