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第４２回青森県医学検査学会を終えて

学会長

木下 純一

平成 27 年 6 月 21 日（日）第 42 回青森県医学検査学会がホテルサンルート五所川原において、西北五支部担
当で開催されました。前日の 20 日（土）には、青臨技精度管理指導者講習会、医師・検査技師卒後教育研修会、
その後青臨技定時総会をみなさんのご協力のもと無事に終えました。その後情報交換会が行われました。余興
の抽選会には西北五各地域の名産品・特産品などを景品にしました。貰えた方には気に入ってもらえたかな？
21 日の学会午前の部には、一般演題１８題の発表が有りました。そのうちの３題が弘前大学の学生さんから
の発表で、将来が頼もしく思いました。皆さん忙しい仕事の合間を縫って演題を作り発表していただき有難う
ございました。
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お昼のランチョンセミナーはシスメックス（株）の学術サポート課の阿部一郎先生より『血栓止血検査の最
新トピックス～ＮＯＡC と血液凝固分子マーカーの最新情報～』について講演が有りました。１、血栓症につ
いて ２、血栓症治療薬の最新トピックス ３、血栓止血検査の最新トピックス にと分けて解りやすく説明
されました。
午後の部の教育講演に市立函館病院・輸血細胞治療センター 佐々木淳 先生より「輸血管理業務は毎日が
医療安全推進日」
について講演されました。
全国から挙げられている医療事故及びヒヤリハットの報告と説明、
輸血過誤の原因について、また厚生労働省の医療の安全に向けた様々な推進事業の説明が有りました。我々み
んなが、毎日が「医療安全推進日」として取り組む意識の必要性を説かれていました。
特別講演には、新潟大学大学院呼吸循環器外科、新潟大学災害・復興科学研究所 榛沢和彦先生から「新潟・
岩手・イタリアでのエコノミークラス症候群予防検診からわかってきたＤＶＴと心血管リスク」について講演
していただきました。震災後にＤＶＴが多く発生することは 2004 年の新潟県中越地震後明らかになった。当初
ＤＶＴは車中泊避難によるものと考えられていたが、1 年後の小千谷市・十日町市での検診では、車中泊をし
ていない避難所生活のみの被災者にも多く見つかり、避難所環境の悪さが原因のため、早期の環境改善が必要
である事を国に要請しているがなかなか改善しない。今後、被災者の脳梗塞・心筋梗塞・肺塞栓症などが増え
る可能性があるため、早急な対応が必要との事です。そのために検査技師の協力も要請されました。また避難
所生活改善の段ボールベットの組み立て展示もあり快適さを体感できました。
今回の学会で駐車場の事でご不便おかけしてしまい申し訳ありませんでした。次回開催の時には改善できる
ように努力します。
最後に今回の開催にあたり学会の準備・運営にとご協力いただいた青臨技理事の皆様、実務委員の皆様、そ
して会員の皆様に心より感謝申し上げます。

―――青臨技精度管理指導者講習会、医師・検査技師卒後教育研修会―――

―――青臨技表彰式―――

―――青臨技定時総会―――
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―――青臨技定時総会―――

―――情報交換会―――

―――青臨技医学検査学会―――
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青臨技 特別功労賞を受賞して
八戸市立市民病院 山崎 正夫
この賞は東北臨技の功労賞が日臨技北日本支部に移行するに当たり無くなる賞であることを踏まえ、青臨技
で新たに設けた賞であり、自分もその設定にかかわった一人です。自分が早々に受賞するとは思ってもいませ
んでした。来春かなと勝手に考えていました。来年の今頃は退職していますので、今が一番よいのでしょう。
私の役歴としては、庶務理事、支部理事、公益部長、学術部長、会長で 16 年ほぼ連続で携わってきました。
技師会活動を通じて色々なことを経験させていただきました。また、4 名の会長下で多くのことを学ぶことが
できました。自分が会長になってからは事務局長、公益部長、学術部長、渉外部長に手助けしてもらい、東北
臨技学会開催（八戸市開催）
、法人移行などを行なうことができました。北日本支部学会に移行するに当たり、
学術部の再編成では自分でもハラハラしました。4 ヶ月のうちに北日本支部の支部研修会開催予定、部門長決
定をしなければなりませんでした。各部門研究班が事前に先を見越し予定を立てていたこと事もありスムーズ
にいき大変助かりました。ただ、東北臨技、北臨技が一所になることの難しさを支部学術部長として痛感しま
した。
一番記憶に残っているのは東日本大震災で翌日の総会が流会になったり、自分が総会の前日にインフルエン
ザに罹り、総会に出られなくなったりとか、震災で亡くなられた会員の葬儀に出席する為、電車やバスを乗り
継いで東松島までいったこと、被災地を目の当たりにしたことが記憶に鮮明に残っています。3 月の総会の帰
り、みちのく有料道路で車がスリップしてあわや事故にとか色々ありました。今思えば・・・・。
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今回の受賞にあたり、役員始め会員の皆様に、心よりお礼申し上げます。
有難うございました。

青臨技 功労賞を受賞して
永年会員 （津軽保健生活協同組合健生病院） 齋藤 孝志
この度は、青臨技功労賞を頂き誠にありがとうございました。この受賞にあたっては、青臨技会長をはじめ、
事務局スタッフの皆様、中弘南黒支部会員の皆様、当院臨床検査スタッフの皆様に感謝申し上げます。
県内の農業高校を卒業し就職したさきで初めて臨床検査技師という仕事を知り、入学を勧められこの道に入
りました。最初は、学業面でも心配しましたが昭和 52 年、北里学園衛生科学専門学院を卒業できました。そ
の後、津軽保健生協健生病院に就職し３８年勤務いたしました。そのほとんどが検体検査でおもに病理検査を
担当し剖検の介助の数では、他に劣らないくらいの件数を経験したと思っております。
また、
支部役員も数年経験させていただきましたがまさか県理事まですることになるとは思いませんでした。
支部役員の時、また県理事の時も同様まわりの諸先輩や会長、事務局長、同理事の方たちの指導協力と当病院
検査科スタッフの理解があったからこそ勤められたのだと感謝しています。また、他支部の技師たちとも知り
合い貴重な経験に恵まれ多くのことを学びました。最近では世代交代で若い技師の活躍がめだつように思いま
す。これから日進月歩していく技術や学術を向上発展させて頂きたいと思います。
最後になりますが青森県臨床衛生検査技師会の益々のご発展と会員皆様のご活躍お祈り申し上げましてお礼の
言葉とさせて頂きます。
ありがとうございました。

むつ総合病院 中央検査科 萩野 繁樹
このたびは青臨技功労賞という名誉な賞を戴くことになりました、ありがとうございます。私のような怠け
者で不勉強な人間がこのような賞をいただけたのは、自分の微々たる力になどによるものでは無く、技師会を
通じて触合った多くの方々のお蔭と確信しております。ご本人の了解も得ず失礼を承知で思い浮かぶ方のお名
前を挙げさせていただきますと、県病の寺沢儀男さん、八戸市民の山崎正夫さん、十和田中央の川村多蔵さん、
弘前医師会センターの成田好孝さん、つがる総合の太田孝雄さん、弘大付属の小島佳也さん、青森市民の斉藤
浩治さん、弘前市立の石山雅大さん・・・等々すべての方のお名前を挙げることはできませんが諸先輩方、北
里同期の皆さんをはじめとして本当に多くの方々にお世話になり、薫陶をうけ今の自分があるのだと感じてい
ます。これまで触合ったすべての方々に紙面をお借りして、改めて心より感謝申し上げます。
思い起こせば、めんどうな事からは逃げてばかりの及び腰の私と技師会との繋がりが深くなったのは、間違
いなく北里同期の特別功労賞受賞の山崎正夫がいたからです。彼がいなければこれほど深いつながりにはなら
なかったでしょう。彼から「自分が青臨技の会長に就任することになったら、ぜひ常任理事をやってくれない
か、たいした仕事は無く隣に座って俺の言うことに頷いてくれてればいいよ。
」というようなことを言われ、頼
まれるといやと言えない優柔不断な性格と、やってみようかなという出来心で、
「ダメヨ！ダメダメ！」とは言
えず、私と彼と技師会との関係が始まりました。常任理事から血液検査部門長までトータル 8 年間に渡り、再
任用となった今でもずるずるとその関係は続いております。この間、忙しい思いはしましたが青臨技 60 周年記
念誌の編集に関われた事や八戸での東北学会、
仙台で開催された第 15 回検査血液学会で東北の仲間たちと実務
委員を経験し感動の時間を持てた事は自分の大きな宝物です。
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つがる市民診療所 丸山 まゆみ
この度は、功労賞の栄誉に与り、ご推挙いただきました青森県臨床検査技師会はじめ、西北五支部の皆様、
つがる市民診療所（旧つがる市立成人病センター）の皆様のご厚情に心よりお礼申し上げます。
昭和 54 年に、旧木造町立中央病院に勤務し、早いもので、定年まで残り半年となりました。振り返ってみま
すと、地区支部長や青臨技の監事も務めさせていただき、微力ながら、技師会活動に精一杯取り組んで参りま
した。多くの技師会員と出会い、沢山のことを学び、貴重な経験をさせていただき感謝しております。
平成 21 年には、西北五支部で、
「第 36 回青森県医学検査学会」の学会長を務め、会場作りの手配や情報交換
会の準備、公開講演依頼と支部会員一丸となって協力し、成功裏に終わったことは、今でもいい思い出となっ
ています。無事に学会長として仕事を終えることができたのも、青臨技技師会及び支部会員の皆様のおかげだ
と思っております。今後も、これらの経験を活かし皆様のお役に立てればと考えています。
最後に、
これからの青森県臨床検査技師会が、
ますます発展していかれますことを心からお祈りいたします。
ありがとうございました。

青臨技 奨励賞を受賞して
八戸市立市民病院 佐藤 真喜
私の好きな言葉は「初心忘るべからず」です。日々の忙しさに追われ、向上心を忘れることがないよう、私
を原点にかえらせてくれる言葉です。と、面接の回答のような言葉を書いてみましたが、私が現在の職場に勤
務して 10 年目を迎え、ますます初心を忘れそうになる今日この頃です。採用面接試験も勤務し始めたのもつい
この間のことのように思えるほどあっという間で、10 年間で何を得たのか、全く成長していないのではないか
と不安になることも多いです。10 年間で変化したことと言えば、後輩がたくさん増えたこと、名字が変わった
こと、以前からのフィギュアスケート好きが高じてテレビ観戦がアイスショー観覧へと変わり、遠征して散財
するようになったことです。以前、私の応援する羽生結弦氏がテレビで、好きな言葉が「初心忘るべからず」
だと話していて、ますますファンになってしまいました。勤続 10 週年記念に試合観戦デビューを果たすのが今
年の目標です。
最後になりましたが、節目ともいえる年にこのような賞をいただけてうれしい限りです。今まで諸先輩方に
いろいろとご指導していただいた結果であり、
自分の力だけではできなかったことと感謝しています。
今後も、
向上心をもって日々取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。

弘前大学大学院保健学研究科 藤岡 美幸
この度、青臨技奨励賞をいただきましてありがとうございます。臨床検査技師になり 20 数年、これまで支
えてくださいました皆様方に心より感謝申し上げます。
新人時代は細菌検査室の配属となり、手技はもちろん学問的な知識もしっかり仕込まれ、この時の経験が私
の技師人生の基礎となっていることは間違いありません。結婚を機に小児科専門の病院に移動してからは検体
検査や生体検査を広く行い、また患者さんを中心とした看護師、薬剤師、放射線技師、歯科衛生士、臨床心理
士等のコ・メディカルの方たちとの連携の重要さを学びました。さらに開業産婦人科では、検査全般を行いつ
つ、医師と二人三脚で超音波検査を行い、青森県で第 1 号の産婦人科領域での超音波検査士も取得することが
できました。このままのんびりと技師人生を過ごすものだと思っておりましたが、縁あって母校である弘前大
学にお世話になることになり、現在は現場を離れて教育と研究が主な仕事となりました。学生時代は大して優
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秀な学生でもありませんでしたし、自分が教える立場になるとは微塵も想像しませんでした。それでも持ち前
の負けず嫌いと好奇心旺盛な性格を武器に、新人時代の経験が後押しして現在の私がいるのだと思います。今
後も現役の学生や卒業生の皆さんの励みにもなるよう、これまで以上に臨床に還元できる研究と未来の臨床検
査技師の教育に全身全霊で取り組んで参ります。どうぞよろしくご指導をお願いいたします。この度はまこと
にありがとうございました。

青森市民病院 本田 昌樹
この度は、青臨技奨励賞を頂き誠にありがとうございます。受賞にあたり、小島会長をはじめ役員の皆様、
当院臨床検査部スタッフの皆様に感謝申し上げます。
自分が今回奨励賞を受賞することができたのは、学術活動に依るものが大きかったと思います。平成２２年
から輸血・移植検査部門の部門長をやってみないかとういうお話を青森労災病院の坂本忍さんから頂き、当院
の臨床検査部全体でサポートしてくれるということで引き受けることに致しました。部門長は大変な仕事でし
たが、技師会事務局の皆様、県内の輸血医療に携わる皆様が協力して下さり、お陰で様々な取り組みを行うこ
とが出来ました。その中で様々な出会いがあり、他施設における取り組みや、問題を知ることができました。
それらを自施設に置き換え、良い点を取り込んでいくことで自施設の医療水準を上げることができます。結果
として質の高い医療を患者に提供することが出来るようになると思います。是非自分よりも若い方々には、若
いうちにこそ自施設の協力と理解を得て、技師会の学術活動を引き受けて頂きたいと思います。年を重ねてい
くと自施設の仕事に追われてしまいます。やりたくてもやれません。自分は今も、諸先輩方から教えて頂く新
しい知識の発見の日々です。２０代、３０代の方々は是非、技師会活動に参加して多くの知見を得て頂きたい
と思います。
青森市民病院で自分がこのような活動が行えたのは、
職場上司・同僚の非常に大きい援助があったからです。
部門長を努めた６年間、血液・凝固・輸血検査部門の仕事に携わりずっと支え続けて下さった同僚たちへの感
謝の気持ちでいっぱいです。
最後になりますが、青森県臨床検査技師会の益々のご発展と、会員皆様のご活躍とご多幸を祈念して感謝の
言葉に変えさせて頂きます。この度は、誠にありがとうございました。
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平成 26 年度 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会報告

弘前大学医学部附属病院 太田 絵美
平成 27 年 1 月 24、25 日にラ・プラス青い森で行われた平成 26 年度検査説明・相談ができる臨床検査技師
育成講習会に参加させていただきました。本講習会では、まず日臨技の宮島会長より、平成 27 年 4 月 1 日より
施行される臨床検査技師に関する法律の改正で検体採取の業務範囲追加があり、それに伴い臨床検査技師が検
査説明・相談に取り組む意義としてビデオにて講義をしていただきました。検査前説明、検体採取、検査、検
査結果説明という流れを患者さまに向けてわかりやすく「説明」するためには、検査の意義などの知識に加え、
コミュニケーション技術等が求められます。そのため、患者心理や接遇の基本、R-CPC 等、二日間実技を含む
カリキュラムとなっていました。
接遇の基本として、株式会社 C-PLAN 代表の小山美智子先生より実技講習をしていただきました。グループに
分かれてカードを使った自己紹介をしましたが、カードには、主導的、行動的、慎重的、安定的の四種類の性
格の特徴を示したものが多数あり、自分に当てはまるものを５枚選んで自己紹介するというものでした。いざ
自分を説明しようとすると大変難しく感じたと同時に、相手に誤解なく気持ちを届けることや心を伝えること
が良好なコミュニケーションにつながっていくと感じました。また、相手の自己紹介を聴く時にも尊重と礼儀
をもって、わかろうとする気持ちが大事だということを学びました。
「検査説明の実際」では岩手医科大学の諏訪部先生の実技講習で、実際に生化学や血算のデータを初見で示さ
れ、説明役と患者役を決めてロールプレイを数パターン行いました。わかりやすい説明には、検査の基礎知識
に加え自分の話し方のくせの改善など、訓練を重ねなければ難しいことだと改めて感じました。また患者さま
をよく観察し、性格によって言い方に配慮することも大切だと学びました。患者さまの検査結果に関する質問
にどのように答えたらよいかは常々悩むところがありましたが、臨床検査技師として言えることは言うべきと
示され、責任の重さを実感しつつ、ロールプレイを重ね自信を持つことができました。
検査結果解釈も対応も本来医師の本務であり、検査側が主体となることではなく、あくまでもアドバイス程
度のものですが、このアドバイスを積極的に行っていくことが細分化してきた医療における臨床検査技師の価
値を高めるものであると思いました。
大変貴重な講義をしてくださいました講師の先生方、またこの講習会の運営に携わられた関係者の方々に心
より感謝いたします。有難うございました。
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平成２６年度 青臨技 一般検査部門研修会報告
八戸赤十字病院 瀬川 光星
日時・場所： 平成２７年５月 30 日 青森市立病院
最高気温 22℃の五月晴れ。暑過ぎず寒過ぎずの勉強会日和の中、青森市立病院に 43 名の会員が集い、研修
会は開催されました。今回の研修会では 3 題の講演が行われました。
講演 1）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 事業部 渡辺 浩先生より「尿検査試
験紙の取扱い」と題して、尿検査試験紙の基本的な取扱いから偽陽性・偽陰性についての注意点、また 2012
年に改訂版が出された CKD 診療ガイドの話題についてなど、多岐にわたりご講演いただきました。CKD 診療ガ
イドの話題では尿蛋白をクレアチニン補正することの意義についてもお話があり、補正前で 2＋のものが－に
なることがあるなど、その重要性を考えさせられる講演でした。また、講演後の質問では、来院時に尿が出な
い際に飲む飲料に含まれているアスコルビン酸は検査結果に影響しないとの回答があり、大変勉強になりまし
た。
講演 2）鷹揚郷腎研究所弘前病院 臨床検査室 高杉 洋子先生より「平成 26 年度青臨技一般検査精度管理
とアンケートの報告」と題して、平成 26 年度の一般検査精度管理の結果を中心に、正答率の低い、尿沈渣を見
ていくうえでどの成分が問題になるのかといった話題や、
尿沈渣の 2010 準拠システムの移行についてご講演い
ただいた他、実際に平成 26 年度のフォトサーベイの問題が配られ、その場で問題に挑むといったことがありま
した。平成 26 年度の正解率は、赤血球や円柱で正答率の上昇がみられる他、尿沈渣のシステムの移行も進んで
きておりましたが、臨床への報告についてはあまり変化がみられておらず、改善の余地はまだまだあると思わ
れました。
講演 3）平内町国民健康保険平内中央病院 臨床検査室 坂牛 省二先生より「青臨技尿沈渣フォトサーベ
イの解説と成分鑑別のポイント」と題し、平成 26 年度の問題であり、講演 2 でもう一度挑戦したフォトサーベ
イについての解説を、鑑別する際の注意点を含めてご講演いただきました。各施設で問題を解いたときだけで
なく、先刻実際に解きなおしての解説なので、どこで自分が迷うか、間違えるかといった、自分の弱点がより
はっきりとわかり、また弱点についての改善点も大変勉強になりました。
今回この研修会で得た知識を、今後の日常業務に生かし、正確な結果を報告できるよう努めていきたいと思
います。
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平成２６年度 第６回理事会議事録

平成 26 年度 第 6 回理事会 議事録
１．日
２．場

時 ： 平成 26 年 12 月 20 日(土) 14:30～17:00
所 ： 弘前大学医学部附属病院 2F 検査部 カンファレンス室
弘前市本町 53

Tel.0172-33-5111

３．出席者 ： 小島 佳也、秋元 広之、川村 多蔵、齋藤 浩治、藤田 絵理子、
増田 望、三上 ルリ子、斉藤 仁、佐藤 めぐみ、木津 綾乃、
奈良 秀則、久保 忠利、野坂 亨治、吉岡 治彦、安田 善一
４．欠席者 ： 木下 純一、高井 重男、阿部 浩
定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に小島会長があたり、書記に佐藤、木津理事が指名され、審議
が行われた。
【報告事項】
1．第４、5 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』
、
『第５回理事会議事録』に従って小島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
秋元学術部長より、配布資料に基づいて以下のとおり報告があった。
・1 月 24、25 日に検査説明相談ができる臨床検査技師育成講習会がある。参加申し込みが 37 名と予定より多
くなった。参加締め切りは終了した。
・3 月 14 日に生物化学部門研修会が予定されている。内容は未定であり、分かり次第ホームページにアップし
ていく。
・青森県医学検査学会について、6 月 21 日ホテルサンルート五所川原で開催することが決まっている。6 月
20 日に総会を開催し、精度管理報告会も併せて行う予定である。演題の募集については 3 月中を目途にし、
抄録集を 4 月末までを期限とし、5 月の連休明けに発送する予定である。
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3．公益部経過報告
川村理事、野坂理事より以下のように報告があった。
(1)高校心電図について
お金の早めの支給を目指し、お盆前までに出してもらいたいということで話を進めてきた。実際は県の医師
会との関係上なかなか円滑に進まない。担当者と話し 9 月 20 日頃に承諾が得られ、事務局に入金された。時
期は若干遅れたが、各支部で支給が終わった。来年に向けても自宅会員の協力が不可欠であるため、金銭のト
ラブルがないよう早めに支給するよう努めたい。それ以外では特に大きなトラブルもなく終了した。
(2)青森ピンクリボンプロジェクト
ピンクリボンプロジェクトは公益における癌撲滅のための事業の一環として日臨技から助成を受けて事業
を展開していた。
しかし日臨技の事業がなくなったため、
助成を受けられなくなったが今年は開催に協賛した。
会議は全 9 回行った。前日の会場の準備としてサンロード青森が閉店してから 22:00 に集合し、必要物品の搬
入などを行った。当日は 9:00～16:00 までの活動で、総勢 15 名の青臨技会員が参加した。予算の内訳につい
て、FM 青森への協賛金を 10 万見込み、およそ 27 万円の予算を見込んでいた。途中から日臨技から助成金が
出せないことになったため、ピンクリボンプロジェクトにその旨を伝えて、169,660 円に予算変更した。決算
は約 13 万で終了した。
ピンクリボンプロジェクトの方がボランティア主体の参加を望んでいる様で、青臨技として参加して良いも
のかどうか、参加するにしても今は青東支部を中心とした技師になっているが、青臨技全体に情報を発信し、
ボランティアで参加したい人が集って参加した方が良いのではないか、などが今後の検討課題である。
ピンクリボンプロジェクトからボランティアで参加したい人が何故参加できないのかと問い合わせがあっ
た。久保理事より、八戸健康まつりでも同様の問題があり、今回様々な点で余裕がなく参加者を施設割り当て
にしたところ、前年まではボランティアを募った後に足りない分を施設割り当てにしていたと批判があったた
め、今後の検討課題にしたいと補足があった。
サンロード青森で行うにあたり、東青支部に協力を要請していたこと、当初の主旨から逸れていること、ま
た癌撲滅の事業もなくなったことも含めて今後の方向性を考えたい。
・久保理事より、
日臨技から助成が受けられないのであれば止めても問題がないのではないかと質問があった。
・小島会長より、他の団体との関係もあるため、簡単に開催を見送ることはできないと回答があった。
4．渉外部経過報告
齋藤渉外部長より、以下のように報告があった。
ある施設より、職員を募集しても中々集まらないという話があった。学校のリストを渡す、また日臨技のホームページ
に登録してもらい公の募集をかけるなどの方法しかない。
5．事務局経過報告
藤田事務局長より、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）北日本支部関連経過報告
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
・今まで研修会の案内などを郵送で施設と自宅会員を含めて 128 か所に送っていた。6 月の末から 7 月の初旬に
かけてアンケート及びメールアドレスを送ってもらい、8 月 1 日からメール送信可能な施設にはメールにて研修会
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の案内を送っている。128 施設中 68 施設に現在メールで送信している。郵送費、手間の省力化につながってい
る。
・奈良理事より、来年度の北日本学会のスケジュールはどうなっているのかと質問があった。
・小島会長より、10 月 17 日、18 日、札幌に決定していると回答があった。
・久保理事より、メールで送信する際には、施設連絡者宛てを明記してほしいと意見があった。
・藤田事務局長より、今後施設連絡者宛てを明記すると回答があった。
・川村公益部長より、北日本支部関連の研修会が北海道で 2 回ほど開催されているが、青森県からの出席者
はどの位かと質問があった。
・小島会長より、正確な数は把握していないが、少ないと報告を受けていると回答があった。
・小島会長より、1 月 23 日、24 日に幹事会などに出席するため、検査説明講習会で挨拶ができなく申し訳
ないと追加報告があった。
6．健康まつりについて
久保理事、奈良理事より以下のように報告があった。
（１）八戸健康まつり
当日参加できなく詳細な説明はできないが、行ったのは血糖測定のみである。参加者自身に指先を刺しても
らい簡易血糖測定を行った。350 名前後の参加があり、特に混乱もなく終了した。参加者には同意書を記入し
てもらい、20 年間の保管が義務付けられている。
（２）黒石健康まつり
11 月 22、23 日は北日本医学検査学会と同日であったため、検査技師の確保が大変であった。事前に厚労省
に申請書を出し、診療所登録を行った上で当日は尿、血糖検査を行い、参加者は 350 名程度であった。前年は
400 名近かったと聞いていたが、それよりは少数であった。承諾書を作成したが、参加者毎に繰り返しの説明
になるため今後簡略化が求められる。またコンサートの音で説明時の声が聞こえ難いことがあったため、これ
も今後実施していく上で改善が求められる。
・小島会長より来年 11 月開催の健康展は開催時期が黒石とほぼ被っているため、黒石と一本化する、もし
くは別々に開催するのかを話し合いたいと意見があった。
・奈良理事より、健康展参加者は黒石、弘前近郊で層が同じであるため、一本化しても構わないのではない
かと意見があった。
7．功労賞、奨励賞について
小島会長より以下のように報告があった。
（１）功労賞について
12 月 20 日に功労賞・奨励賞の表彰委員会を開催した。会長が間違って、表彰審査委員ではなく役員推薦委
員を招集した。表彰審査委員の規定では、会長が指名して委員を招集することとなっているため、今回は役員
推薦委員の方々に役を担ってもらった。規定では、功労賞の中に特別功労賞（東北医学検査学会から北日本医
学検査学会に変更後特別功労者の推薦がなくなったため、
それに当たるものとして特別功労賞とした）
があり、
青森県技師会の役員についていた方などが該当するが、規定は曖昧で詳細には決めていなかった。今後、特別
功労賞に該当する方が増えることが予想されるため、特別功労賞は、会長職を歴任した方や副会長職を長期に
渡り歴任した方に当てることを委員会で決定した。推薦委員会として今年度は、功労賞がむつ総合病院の萩野
繁樹さん、つがる市民診療所の丸山まゆみさん、健生病院の斉藤孝志さんに、特別功労賞が八戸市民病院の山
崎正夫前会長に決定した。
・久保理事より役員推薦委員の方が今後のことについて決定して大丈夫なのかと意見があった。
・小島会長より表彰審査の規定を変更するわけではなく、特別功労賞の今後の方向性を決定しただけであり、
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規定には触れていないので特に問題ないと回答があった。
・奈良理事より昨年福井さんが特別功労賞を貰った経緯はとの質問があった。
・川村公益部長より、東北医学検査学会の特別功労者の推薦がなくなり、対象者が貰えなくなった。福井さ
んを推薦することを決めていたためその代替として特別功労賞が対象になるのではないかとのことで決定
した。しかし、規定が曖昧であるため、今後は対象者が増加することが考えられ、話し合いで規定を決め
て今後運用したほうが良いのではないかということとなったと回答があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
（２）奨励賞について
小島会長より以下のように報告があった。
自薦書が、保健学科の藤岡美幸さん、青森市民病院の本田昌樹さん、八戸市民病院の佐藤真喜さんの 3 名
から届いた。そのまま 3 名が表彰審査委員会で承認された。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。

8．その他
齋藤渉外部長より以下の通り報告があった。
平成 26 年 10 月 25～27 日にかけて日臨技の地域ニューリーダー育成講習会が開催され、参加してきた。各
県 1 名ずつの参加を呼びかけており、43 名参加があった。日臨技の今後の方向性や検体採取について説明があ
った。宮島会長の話で気になった点は、宮島会長が救急医療学会に参加し、救急医療学会の会長が検査技師に
も救急医療の場に参加して欲しいと救急医は思っていると話していた。今後は、検査技師が救急医療の場に入
る場面が増えると会長は考えている。また、検査技師も医療人としての資質を持って欲しいと考えており、検
査のことだけではなく、チーム医療の一員として検査以外のこともやって欲しいと話していた。
・講習会の中で他県の方が、非会員をどの様にして会員にすればよいのかとの質問があった。県によっては、
県の技師会には加入しているが日臨技には加入していないという管理しづらい状況にある。
・理事の一人より回答があり、日臨技として法改正のための運動をしているので、日臨技に入会しなければな
らないとの回答があった。
その他、人材開発コンサルタントの塩川先生が作成しているステップ表というものがあり、目標を立てていつ
までに誰がどんなことをしていくかステップを決めていくもので、それに対して様々な意見や問題点を指摘し
てもらい、それに沿って皆が情報を共有して事業を進めていくというツールの講習があった。
【議題】
小島会長より以下の通り報告があった。
１．来年の県学会の進捗状況は、秋元学術部長より報告があった通りである。
２．検体採取の件については、理事会終了後に日臨技の理事から詳しく説明がある。
３．高校生のガイダンスについて
北日本支部臨床検査学会にてガイダンスが行われ、保健学科の野坂先生が参加された。また、高校生およ
び教師も数名参加があった。青森県検査技師会としても、今後高校生へのガイダンスを進めたいと考えて
いる。北日本支部の方から教育委員会を通したほうが良いとのアドバイスがあり、青森県教育委員会との
話し合いを齋藤渉外部長としてもらい、それを受けて今後理事会で具体的にどの様に実施するか決定し、
来年度はぜひ実施したい。
4．その他
技師連盟のバナーを各都道府県のホームページに載せて欲しいとの依頼がきた。政治家の活動があってこ
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その検査技師であり、技師連盟の会員になってぜひ加入して欲しいと依頼がきており、ホームページに載
せる了承を得たい。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
５．検査と健康展について
11 月に開催を予定している検査と健康展について、会場候補となっているヒロロのイベント会場は予約受
付開始が３ヶ月前となっているため、８月１日にならないと予約できない。よって１１月の予約が取れた
土曜日の開催で進めていく。
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。

平成２６年度 第 7 回理事会議事録

１．日 時 ： 平成 27 年 3 月 28 日(土) 13：00～15:00
２．場 所 ： 弘前大学医学部附属病院 2F 検査部 カンファレンス室
弘前市本町 53

Tel.0172-33-5111

３．出席者 ： 小島 佳也、川村 多蔵、齋藤 浩治、藤田 絵理子、増田 望、
三上 ルリ子、斉藤 仁、佐藤 めぐみ、木津 綾乃、奈良 秀則、
久保 忠利、野坂 亨治、吉岡 治彦、安田 善一、須藤 章裕（木下理事代理）
４．欠席者 ： 秋元 広之、木下 純一、阿部 浩
定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に小島会長があたり、書記に佐藤、木津理事が指名され、審議
が行われた。
【報告事項】
１）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』に従って小島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
小島会長より以下の通り報告があった。
・平成 27 年 1 月 24、25 日「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」をラプラス青い森で開催した。
修了者は 39 名だった。次年度も開催予定であるため、参加者を各施設で出してほしい。時期については未
定である。
・3 月 14 日に生物化学部門研修会をアスパムで開催した。修了者は 29 名である。補助金の申請が 3 月 10 日で
締め切りであったため、今回は補助金がもらえなかった。学術はなるべくはやく開催してもらいたい。
・6 月の学会の進捗状況であるが、教育講演、特別講演の内容が決まっている。また、会場でダンボールベッ
ドを展示したいという申し出があった。一般演題は 3 月 26 日現在 6 題集まっている。4 月 15 日まで延長す
る予定である。ランチョンセミナーは協賛メーカーへ案内を出して募集中である。ランチョンセミナーは昨
年まで 5 万円の賛助金を頂いていたが、平成 27 年度から昼食代を持ってもらうことが条件である。お弁当、
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お茶代を含めて 1300 円くらいである。それを 150 人程度として約 20 万円分をメーカーに負担してもらう。
今回の案で問題がなければ次回の開催もこの形式を保つ予定である。
３）公益部経過報告
川村公益部長より以下のように報告があった。
・高校生心電図の実施は 4 月 8 日から 5 月 21 日までの予定である。例年通り各支部の事務局長に割り振りを任
せた。大変な作業であるが青臨技の収益になるため協力をお願いしたい。
・自宅技師には保険をかけるので、通知してほしい。
・ピンクリボンプロジェクトの事業に関して、前回理事会で今後の方針が話題になったが、継続して進めてい
く方向で考えている。
・小島会長より次のように補足があった。ピンクリボンプロジェクトは今年度より、日臨技からの助成がなく
なったために FM 青森の協賛もやめたが、予算の都合で開催を取りやめることは避けたいので、次年度は例
年通り開催したい。青森市民病院に事務局があるため話し合いの場を持ちたいと考えている。会計も同様に
して進めたい。
・今後の体制について、以前は佐藤公益部長が公益部長と支部長を兼務していたため、支部に任せきりであっ
た。今回支部長が野坂理事に変わったが以前の体制を引き継ぎ、野坂理事にすべてを任せていたために一部
混乱が生じた。ピンクリボンプロジェクトは県としての事業であるため、今後は公益部長を責任者に置き、
支部長を実務担当とする。
４）渉外部経過報告
齋藤渉外部長より以下のように報告があった。
・県内での検査技師の確保が難しいと前回理事会でも話題になったため、青森県にイベント等で臨床検査技師
を宣伝できないかを相談に行った。県としては、検査技師のみの宣伝は少し難しいとの回答だった。高校に
直接行き、職業懇話会などで宣伝した方が良いということでまとまった。
・小島会長より、青臨技から高校に直接文書を出す了解が得られたことが今回の成果である、また 11 月の健康
展で高校生などを対象に臨床検査技師の啓蒙活動を行う計画を立てていると補足があった。

５）事務局経過報告
藤田事務局長より以下のように報告があった。
・今後の予定では、10 月 17、18 日に北日本支部医学検査学会が札幌市で開催され、青森県担当部門は一般検
査部門と総合管理部門である。5 月 16、17 日に第 64 回日本医学検査学会が福岡市で行われる。座長は青森
県から 3 名が決定している。生理部門は弘前大学医学部附属病院の一戸香都江氏、臨床化学部門は河村義雄
氏、一般検査部門は平内中央病院の坂牛省二氏である。演題は 4 題エントリーしている。6 月 20 日に医師・
臨床検査技師卒後教育研修会が五所川原市で行われる。
６）高校生ガイダンスについて
公益部経過報告にて述べたため省略とする。
７）その他
小島会長より以下のように報告があった。
・検体採取のポスターが日臨技から 600 部程度届いた。各施設に配布する予定である。
・安田理事より検体採取の講習会は厚生局があるところでしかやっていないため、青森県ではやってないのか
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と質問があり、小島会長より青森県など厚生局がないところでは開催していないため、地域によって不公平
が生じていると日臨技に要望を送っていると回答があった。
・川村理事より 1 月 21、22 日に第 1 回の講習会が仙台市で行われ、青森県から数名の参加者が出ている。数ヶ
月に一度程度の開催は今後も予定されていると補足があった。

【議 題】
１）定時総会の運営について
小島会長より以下の通り説明があった。
・次期理事会で各支部に役割を振る予定である。
事業計画案について藤田事務局長より以下のように説明があった。
・昨年度からの変更点は、会務において平成 27 年度定時総会は平成 27 年 6 月 20 日にホテルサンルート五所川
原で行う。
・事業において、健康展の開催：協力検査と健康展の開催および弘前市市民の健康まつり、八戸市健康まつり、
黒石市健康づくり市民の集いに協力する。
・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において、第 42 回青森県
医学検査学会を平成 27 年 6 月 21 日にホテルサンルート五所川原で行う。以下に内容を示す。
①一般演題：20 題(予定)
②教育講演：
『輸血管理業務は、毎日が医療安全推進日！』
講師：市立函館病院輸血細胞治療センター 佐々木淳技師
③特別講演：
『新潟・岩手・イタリアでのエコノミークラス症候群予防検診からわかってきた DVT と心血管
リスク』
講師：新潟大学医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻器官制御医学 榛沢和彦先生
④ランチョンセミナー（メーカー募集中）
・臨床検査精度管理指導講習会の実施において、平成 27 年 6 月 20 日にホテルサンルート五所川原で行い、精
度管理調査結果の集計・解析結果を報告し、問題点、改善点などを検討する。
・関連団体との連携交流及び協力に関すること、弘前大学保健学研究科検査技術学専攻との卒前・卒後教育の
連携において、医学部保健学科より正式な依頼文書が出された。施設提供、学生との交流の場を持つなど学
校との連携を深めるためにも締結したい。文言などを修正後、正式な文書を保健学科に提出する予定である。
小島会長より以下のように追加説明があった。
・会誌、会報について、印刷代が会誌は 1 回 10 万円程度かかっている。予算削減の意味でホームページ等を活
用したいと考えているため、発行回数については今後の検討課題としたい。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
２）第 42 回青森県医学検査学会について
須藤代理より以下のように説明があった。
・会場はホテルサンルート五所川原で 6 月 20 日（土）12:00～20:00 において理事会、青臨技精度管理講習会、
医師会医師検査技師卒後教育研修会、定時総会、情報交換会を行う。タイムスケジュールは 12:00～12:45
県理事会、12:30～13:00 青臨技精度管理講習会受付、13:00～14:45 青臨技精度管理講習会（8 部門 発表
10 分、質疑 2 分）
、15:00～15:30 青森県医師会医師検査技師卒後教育研修会、15:30～16:30 青森県医師会医
師検査技師卒後教育研修会・講演会、17:00～17:50 定時総会、18:00～20:00 情報交換会の予定である。
・6 月 21 日 8:00～16:00 において第 42 回青森県医学検査学会を行う。
タイムスケジュールは 8:30～受付開始、
8:50～9:00 開会式、9:00～11:45 一般演題、12:00～13:00 ランチョンセミナー（開催メーカー未定）
、13:10
- 16 -

～14:10 教育講演、14:10～15:10 特別講演、15:10～閉会式の予定である。教育講演は「輸血管理業務は、
毎日が医療安全推進日！」と題し市立函館病院輸血細胞治療センターの佐々木淳先生に講演していただく予
定である。特別講演は「新潟・岩手・イタリアでのエコノミークラス症候群予防検診からわかってきた DVT
と心血管リスク」と題し新潟大学医歯学総合研究所生体機能調節医学専攻器官制御医学の榛沢和彦先生に講
演していただく予定である。
・安田理事よりホテルサンルートの駐車場は狭いが大丈夫かと質問があり、齋藤理事、藤田事務局長よりつが
る総合病院からほど近いので、そこの駐車場を利用してはどうかと意見があった。
・齋藤理事より医師検査技師卒後教育研修会の講師は決まっているかと質問があり、小島会長より未定である
と回答があった。
・奈良理事より会場周辺のホテルや会場へのアクセス方法などを通知する必要があるのではないかと意見があ
り、小島会長、藤田事務局長よりホームページなどを活用してはどうかと提案があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３）次年度予算について
増田理事より以下の通り説明があった。
・平成 26 年度の収支計算書は 3 月いっぱいまでであるため、概算になっている。
・収支の部の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の印刷製本費
が会誌・会報発行に伴い変更となる。現段階では概算であるため総会時に決定する。
・管理費の賃借料が事務所家賃を入れていなかったため変更となる。
・事業費の旅費交通費は健康展が弘前で行われることをふまえ、30 万の増額となっている。
・租税公課は前年度予算 60 万に対して決算 30 万程度だったため、今年度予算を 40 万に減額した。
・管理費における消耗品什器備品費は青臨技のパソコンが老朽化しているため、
買換えのために 20 万増とした。
・支出合計は前年度より繰越額が若干多くなる。
・小島会長より、旅費交通費について、北日本学会が今年は札幌、全国学会が福岡であるため、去年よりも旅
費が必要であることを見込み 5 万増となっていると追加説明があった。
・久保理事より予算はどこかに届け出る必要があるのかと質問があり、齋藤理事より、公益法人の移行に関す
る書類として県に提出する必要があると回答があった。
・久保理事より、関連団体との連携交流及び協力に関することの諸会費は実質 0 でよく、管理費の印刷製本費
は 30 万だが 15 万程度で良いのではないか、
繰越額が年々増えているためもっと使ってもいいのではないか、
それを踏まえてもう少し支部の活動費にあててもらいたいと提案があった。小島会長より繰越金は会誌、精
度管理報告書の印刷代は収支に含んでおらず、さらに 60 万程度の支出となるため実際の繰越額は前年度と
ほぼ同じになると説明があった。
・久保理事より、学術の印刷製本費は 100 万では足りないのではと質問があり、小島会長より予算を 120 万に
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。
４）三八支部提案について
久保理事より以下のように提案があった。
・各会員が意見を出す場がない。
・支部長決済で支部独自の自由に使える予算枠を追加して欲しい。支部研修会でも講師を呼びたいが予算がな
い。また会員との交流や親睦は会員確保という視点から重要であり、レクリエーション費を予算に組み込ん
でほしい、忘年会の会費負担を軽減して欲しいなどの意見が出されている。レクリエーション費は具体的に
忘年会の会費補助や景品、場所代、お茶代、賞品などにあてることを見込んでいる。
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・小島会長より次のように回答があった。会員の声は大事なので、各支部長にまず意見を出してもらい理事会
で話してもらいたい。また支部長ではなく事務局に直接意見を出してもらっても構わない。日臨技からの研
修会補助金は県だけで申請していたが、日臨技の体制が変わり、1 つの研修会につき 5 万円だったのが、2
万円になり、参加費として 1 人 500 円で限度額 5 万円となった。申請は県・支部を合わせて 20 の研修会ま
でとなっているため、予算をあげ申請をどんどんしてもらいたい。レクリエーション費については、飲食代
に関わるものは個人負担、学術に関するものは技師会で出す方針にしたい。ただし支部単位での歓迎会、送
別会での主賓、また研修会での講師の参加費、それに関わる諸費用は別会計にして会議費として支出できる
と見込んでいる。景品代は参加費として個人負担としたい。
・安田理事より、互助会をつくり忘年会などにあてているが、青臨技とは別団体であり問題ないため、そうい
った部分も参考にしてほしいと意見があった。
・齋藤理事より、支部の会計を県と一緒にしたのは、法人移行に関係して必要なことであった。以前は不透明
だった支部の会計を調査したところ、一部で不適切と思われる使い方が見受けられた。このことから使い方
を見直したが、学術活動を制限しているわけではないと補足があった。
・小島会長より次のように追加説明があった。青森県の技師会年会費は 8,000 円と全国的に見ても高額である
ために、年会費の減額をしたいと考えている。各学術部門長からも減額に賛成で、研修会の内容を濃くして
会費を上げるより、減額して新人が技師会に入ってくれる方が支部としてもうれしいという意見があった。
・須藤代理より、県学会後の情報交換会においても補助が出ないため、参加者に楽しんでもらうため、ひいて
は県のために尽力しているのに支部にただ負担だけが残るような気がする。県学会は支部とは別に考え何ら
かの形で予算をつけ、県からのバックアップが少しでもあると主催する支部としても気が楽になると意見が
あった。小島会長より今後の検討課題としたいと回答があった。
・小島会長より、予算削減に関して次のように説明があった。各学術部門長と話し合って決めていくことだが、
現在部門毎の上限を設けておらず、実務委員の費用、講師代にも差があるため上限額を決めて研修会を企画
してもらおうと考えている。学術部門長、副部門長、精度管理委員には県から 1 人 5 千円を支給しているが、
平成 27 年度は一旦廃止する。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
５）その他
・資料として配布された『月別会員数、会員移動状況』に従って小島会長より報告があり、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。
小島会長より以下のように説明があった。
・日本臨床検査自動化学会春季セミナーをホテルニューキャッスル（弘前）で行う。後援を青森県臨床検査技
師会にしたい。セミナーにも是非参加していただきたい。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
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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事務局からのお知らせ
研修会予定
【青臨技関連】
・10 月 3,4 日（土,日）
：検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会（ラ・プラス青い森）
・10 月 25 日（日）
：第 2 回生理機能検査部門研修会（弘前大学医学部附属病院）
・11 月 8 日（日）
：検査と健康展（ヒロロスクエア）
・11 月 21 日（土）
：血液検査部門研修会（ラ・プラス青い森）
【北日本支部関連】
・10 月 17,18 日（土,日）
：第 4 回日臨技北日本支部医学検査学会（札幌市）
・11 月 14,15 日（土,日）
：感染制御部門研修会（福島市）
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