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                      名誉会員 一戸 茂人 

 

この度は瑞宝双光章を受章させて頂き感謝申し上げます。 

今回の受章に関しては、推薦してくださいました小島会長はじめ役員の方々にお礼申し上げます。また、臨

床検査技師会の役員 18年間・自治体病院協議会会長 4年間・日本病院会臨床検査部会の役員 4年間の職務を全

う出来たのは、職場の皆さんの協力と理解なしでは出来ませんでした。改めて職場の皆さんには感謝申し上げ

ます。 

瑞宝双光章を受章して 

 一 般 

社団法人  
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 技師会の役員 18年間のなかで最も記憶に残っているのが日臨技の理事でありました。技師法改正の為に平成

10年に臨床検査技師連盟が立ち上がりましたが、丁度私が理事に就任した年に「法改正推進委員会」が発足し、

その推進委員会の委員になり良い機会に恵まれました。議員連盟を立ち上げ技師法について自民党会館におい

て、自民党議員・厚生労働省の官僚・そして我々とで話し合いが持たれました。そしてついに 35年の長い時を

経て、平成 17年に「臨床検査技師等に関する法律」と改められ地位向上が実現しました。また付帯決議ではあ

る程度の検体検査の業務独占が図られたと思います。さらに、当時の岩田会長から「PSA(patient safety action)

マニュアル」と「事例紹介集」の編集をさせて頂いたことは良い思い出になっています。 

 青臨技で思い出されるのは、健康まつりの充実であります。各市町村でその場所に適合した健康展等をとお

して健康への啓発が図られたことだと思います。現在も技師会と各市町村と協力しながら行われていることは

他県と比較しても早い取り組みがなされたと思います。しかし、青森県が「短命県」と言われているのが歯が

ゆいところでもあります。検診の充実と食生活の改善が有効なのは県民の誰もが理解していると思いますがな

かなか良くなりません。何故なのか不思議でたまりません。今後の技師会活動に期待をしています。 

 結びに、1 月 9 日に受章祝賀会を開催して頂き、身に余る光栄でありました。心から感謝申し上げます。今

後の臨床検査技師の地位向上と青臨技の益々のご活躍と繁栄を祈念申し上げてお礼とさせて頂きます。 
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三沢市立三沢病院  櫛引 望 

 

平成 27年 10月 3、4日に青森市のラ・プラス青い森にて、「平成 27年度 検査説明・相談ができる臨床検査

技師育成講習会」が開催され、若手技師からベテラン技師まで、幅広い層の参加がありました。 

まず始めに、宮島会長から、この講習会を開催するに至った経緯についてビデオでの話がありました。つづ

いて、「接遇の基礎」では、アボットジャパン株式会社 山田逸枝先生から、意外と知らない対人マナーや言葉

遣い等を教えて頂きました。また、実際に患者さんに検査説明をしている技師さん達の話では、十分な事前準

備の必要性や、周囲の協力の重要性を知ることができました。管理者からの意見として、弘前大学教授 萱場

広之先生から、チーム医療の一員として検査技師がどのように患者と接していくかを分りやすく話して頂きま

した。信州大学医学部教授 本田孝行先生からの「Ｒ－ＣＰＣ」では、検査結果を読み解く力を培うと、異常

値への対忚ができるようになる、そのためにルーチン検査を読み解く教育が重要だと教えて頂きました。そし

て、最後に岩手医科大学教授 諏訪部章先生から、「検査説明の実際」の講義がありました。ロールプレイでは、

検査結果を患者役の人に説明をするものでした。確認の注意点や、説明をどこまですべきか、医師の代わりに

する責任の重さを感じましたが、患者さんと関わっていくことは、医療人としての代えられない喜びを得るこ

とができるチャンスだと教えて頂きました。 

多忙な医師の仕事を分担し、それぞれの専門職のスタッフが、チームとなって患者さんのニーズに忚えるこ

とは、医師がより有効に患者さんに時間を使うことができ、患者さんの医療に対する満足度や、その病院の評

価にも繋がっていくと思います。 

 このチーム医療の中で検査技師が存在感を示す為には、コミュニケーション能力、接遇が大切な要素である

そうです。その能力を高めるには、日々の意識が大切であり、尐しの意識改革が、今、一番必要とされている

能力を養うことができるとのことでした。 

 日臨技で参加を促しているこの講習会は、大変、満足度の高い内容でした。是非、みなさん来年度、ご参加

ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

平成 27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 
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弘前大学医学部附属病院 阿島 光 

 

青森県の短命県を返上しようと弘前大学の中路重之

教授がご活躍されており、メディアでも短命県返上が

取り上げられることが多くなった中、平成 27年 11月

8日に初めて青森県臨床検査技師会主催の健康展が弘

前（ヒロロ）で開催され、私も参加させていただきま

した。今回私は頸動脈エコーでの動脈硬化評価を担当

させていただきました。弘前では初めての試みであり、

どれほどの市民の方々が健康展へ足を運んでくださる

のか全く予想がつきませんでしたが、健康展が始まっ

てみると中高生などの若年層から高年層まで幅広い層

の市民の方々が検査を体験しに来てくださり、気づく

と受付人数が 100人を超えていたのでとても驚きまし

た。こんなにも多くの方が検査を体験しに来てくださ

ったということは、それだけ多くの方が健康に関心を

持っているのだと思い、青森県の短命県返上への期待

が大きくなりました。 

 夕方からの中路教授による「短命県返上と健康教養」

の講演会では、健康展の検査を体験した方が多く出席

してくださいました。市民の方々は中路教授の講演に

とても熱心に耳を傾け、質問も多く飛び交い市民の

方々の健康に対する意識の高さを感じました。 

最後になりますが、大変貴重な講演をしてください

ました中路重之教授、またこの健康展に携わられた関

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。 

 

  

 

平成 27年度 検査と健康展を体験して 
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弘前大学医学部附属病院 小林 正和 

 

今回、9月 5日に青森市民病院で開催された平成 27年度青臨技感染制御部門研修会に参加させていただきま

した。講演は 5題でした。 

平成 27年度 青臨技 感染制御部門研修会報告 
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講演 1は「青森県細菌情報ネットワーク（MINA）と耐性菌検出状況について」 弘前大学医学部附属病院検査

部井上さんの講演で、MINAの紹介とその利用例として地域ごとの抗菌薬初期治療の推奨量の算出ができる事を

挙げていただきました。 

講演 2は「2015 年 CLSI 改訂のポイント」ベックマン・コールター株式会社 マイクロバイオロジー事業部 高

相道忠先生の講演で、著作権の関係上オフレコでしたので詳細は記載できませんが、サルモネラやチフス関連

の改訂等が紹介されました。  

講演 3は「多剤耐性腸内細菌科細菌について ～カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）を中心に～」栄研

化学株式会社 マーケティング推進室 三部１課 湯橋紀子先生の講演で、β-ラクタマーゼの基本や各種耐性菌

の検出法の解説から始まり、CREと CPEの違いや、CREへの対忚の留意点等を説明していただきました。 

講演 4は「保健所で行っている食中毒検査からお知らせ」東青地域県民局地域健康福祉部 保健総室 川村千

鶴子先生の講演で、大腸菌のベロ毒素キットは変異株の場合だと検出されないことがあることや、４年前に食

中毒の原因物質として追加された Kudoa septempunctataの暫定的な検査法等を説明していただきました。 

特別講演は『みんなで一緒に菌力アップトレーニング「菌トレ」～五感を生かした一発同定力の磨き方～』

東京医科大学微生物学講座 教授 大楠清文先生の講演で、肺炎球菌がムコイドタイプかどうかが耳鼻科領域で

は重要であることや、最近自分自身も経験しましたが、グラム染色では Staphylococcus様だが血液寒天培地上

ではα溶血を示し、α溶血連鎖球菌に見える

Aerococcus urinae の例や、グラム染色では

多型、多染色性、また衛星現象も示す

Granulicatella spp.等の感染性心内膜炎の

起炎菌として問題となる NVS(Nutritionally 

Variant Streptococci)の説明をしていただ

きました。 

今回の研修会で学んだことを日常業務に生

かせるようにしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

はちのへハートセンタークリニック 千葉 祐二 

 

部門長として、「乳癌検診におけるエコーの役割」をテーマに研修会を企画し開催した内容を報告いたします。 

 メインはパネルディスカッションでした。青森県内４施設、岩手県内１施設の検診施設パネリストと２人の

座長で「乳癌検診エコーの現状と課題」について発表・討論を行いました。各施設での現状から見えてくる課

題を浮き彫りにし、他施設の取り組み等を参考にすることで、検診体制の見直しや各技師の意識改革に繋がる

ことを期待。今回の企画により、乳癌検診において果たすべきエコーの役割を再認識して、様々な理想像を各

参加者が描いてくれたのではないかという事、更に数年後、今回の経験が活かされる時が来ると思っています。 

 青森ピンクリボンプロジェクト活動の基調講演では、活動内容やその効果から、青森県内全体の検査技師が

今後もっと関わって欲しいと思いました。乳腺エコー所見を把握するために必要な乳腺疾患の病理・細胞診の

話しを、細胞検査士によりレクチャーいただいたことで、常に病理組織を意識したエコー診断に取り組む必要

性と重要度が身に付いたと思います。 

 特別講演は、あいざわクリニック（三沢市内）院長の相沢俊二先生が「乳腺エコー検査〜乳癌症例を中心に

〜」についてお話し下さいました。三八・上十三地域で唯一乳腺専門クリニックです。厳しさを求める中での

平成 27年度 青臨技 第 1回生理機能検査部門研修会報告 
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相沢先生の温かみのある人柄が、患者さんだけではなくスタッフにも波及している信頼関係のステキな絆を感

じとりました。 

 乳癌罹患者の若年化と増加の背景下からエコー検査ニーズが更に高まることが予測されます。検診施設は元

より、病院でも医師に代わり技師が乳腺エコーにどんどん携わって欲しい。管理職（技師長等）の理解を含め

た積極的な取り組みを今後は期待したいと思っています。 

 参加者は会員 41名、非会員 2名、診療放射線技師や看護師等の医療関係者が 10数名でした。 

 

 

 

 

 

津軽保健生活協同組合健生病院 小鹿 猛 

 

日増しに秋の深まりを感じる…間もなく、冬がすぐさまやってきそうな寒さの１０月第４週日曜日、弘前大

学医学部附属病院において第２回生理機能検査部門研修会が行われました。今回のテーマは、『エコーハンズオ

ン』！！！研修会で始めから終わりまでハンズオンのみ行うのは今回が初めての試みです！[心臓]、[頸動脈]、

[腹部（消化器含む）]、[下肢動脈（腎動脈含む）]、[下肢静脈（静脈瘤含む）]の５領域に分かれて研修が行

われました。会場は見学者を含む参加者と講師の方々を含めて４２名、さらに学生さんや先生、メーカーの方

を含めると５０名位の人数で、外の寒さは忘れるくらい人（と機械）の熱気で会場は盛り上がっていました。 

日頃研修会でお話を聞くことも多い講師陣に、プローブを握りながら近くで教えてもらい、すぐに質問出来た

のはとてもいい経験でした。次回もハンズオンが企画されているようなので、今回参加出来なかった方も是非

お勧めです。実習で一人ひとりに割り当てられる時間は短いので、何を知りたいのかをきちんと明確にしてい

くことは満足いく研修にするために必須と思われます。学んだことを持ち帰って、皆に教えるのも大切ですね。

繰り返しの鍛錬が上達するためには必須だと思うので、聞いたままにしないで自分で復習して技術を磨きたい

と思います。 

ちょっと遠出をするとハンズオンの研修会をやっている会社もありますが、交通費もかかるので青森県勢の

我々は躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか。もちろん遠征して勉強してくる価値はあると思います

が、県内でこういう企画をしていただけることはとてもラッキーだと思います。自分もまた機会があれば参加

したいです。 

最後に部門長はじめ講師の先生方、協賛頂いたメーカーの皆様、武尾先生並びに患者モデルとして協力して

いただいた学生さんに感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

  

平成 27年度 青臨技 第 2回生理機能検査部門研修会報告 
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青森市民病院 本田 昌樹 

 

9月 12日、青森市民病院で行われた平成 27年度青臨技輸血・移植検査部門研修会を開催しました。 

今回の研修会では、昨年度の研修会後のアンケートで一番希望の多かった自己抗体保有の症例に対する追加

検査や対忚をテーマに開催し、27名が参加した。午後に行う実技実習の理解を深めるため、午前中に症例検討

と講義を行った。実技の内容は、患者情報が示された検体の ABOと RhD血液型、不規則抗体スクリーニングと

交差適合試験を行い、得られた異常結果に対し、輸血用血液製剤の選択をするための追加検査を行うといった

内容でした。 

2014年に改訂された赤血球型検査ガイドラインに自己抗体保有患者に対する検査の項目が追加された。今回

はそのガイドラインに沿って実技実習を

進めました。交差適合試験が陽性となり、

検査上適合血を得ることが出来ない場合、

どの施設でも困惑してしまいます。その

ような症例に遭遇した際、どのような対

処をすればよいか、どのような検査試薬

を用意しなくてはならないか知って頂く

ことができました。また他施設ではどの

ような対忚をしているのか知ることので

きるよい機会だったと思います。今回の

研修会を行ったことで、青森県の各施設

で安全で適正な輸血医療を遂行していく

ための一助となったと思われます。 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度 青臨技 輸血・移植部門研修会報告 
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平成 27年度 青臨技輸血・移植検査部門研修会 アンケート回収率 81.5%(22/27) 

 

質問 1 今回の研修会の講義について以下の点に対して、どのくらい満足していますか？          

      

 

 

 

 

 

質問 2 今回の研修会の実技について以下の点に対して、どのくらい満足していますか？          

      

 

 

 

 

 

 

質問 3 今回の研修会について、総合的にどのくらい満足していますか？ 

 

 

 

 

 

質問 4 輸血検査への関わり方は？ 

 専任の輸血検査技師 7名  

兼任の輸血検査技師 12名  

日当直の程度 3名 

 

質問 5 実技研修会の必要性について教えてください。  

必要  22名   

必要ない 0名 

 

ご意見・ご要望などについて 

 

・他施設の症例を知ることが出来、大変勉強になりました。 

・自施設ではなかなか症例を経験することが尐ないので、実技研修会があると経験できるので続けて欲しいと

思います。 

・大変ためになりました。 

・不規則抗体が陽性になることよりも DATが陽性になった時の方が対忚に困るので、今回の研修会の内容はと

ても興味深いものでした。講演のテンポが速くて尐しついていけませんでしたが、スライド資料を貰えたので

よかったです。 

・スライドの位置が低すぎて見えづらかったのが残念でした。その他は講義内容も実技も解説とても為になり

ました。分からないことも聞きやすい環境だったので良かったです。 
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・症例に遭遇した際、どう考え追加検査をしていくかが苦手なので、これからもこのような研修会を続けて欲

しい。 

・大変勉強になり有意義な研修会でした。 

・講師の先生の話が進むにつれ難易度もスピードも上がって理解が追い付かなかった。途中で休憩も欲しかっ

た。実技ももう尐し時間が欲しかった。 

・勉強不足で難しいところもありましたが勉強になりました。1 日は長いかな、と思いましたがあっという間

でした。 

・実際、実習で目で見ると解りやすいので今後も続けて欲しい。 

・１日かけた研修会でしたが、講義も実技ももっと時間に余裕があればと思いました。症例検討では、各施設

の貴重な症例を紹介して下さったので、スタッフ同士（実務委員）の連携がもっととれていればもっとよい研

修会になったと思います。 

・実技のある研修会は貴重なので続けて欲しい。精度管理と実技を絡めた研修会も企画して欲しい。 

 

 

 

 

 

黒石病院 山口 千鶴 

 

9 月 12 日（土）、青森市民病院にて「青臨技輸血・移植検査部門研修会」が開催されました。 午前 9 時～

午後 5時までの時間を活用し、午前は症例報告とバイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社学術の小黒先生によ

る講演、午後は実技実習を行いました。 

 今回の研修会のテーマは「直接抗グロブリン試験陽性」です。普段頻繁に依頼がくる検査ではありませんが、

遅発性溶血性輸血副作用(DHTR)や自己溶血性貧血を疑う場合に検査依頼があったり、不規則抗体同定の精査で

気づくことがあります。自身も陽性検体に出会った時は悩んで輸血認定技師の方に相談したり、血液センター

に精査依頼していたのでとても興味があって参加しました。 

 午前の症例報告では 3施設からの貴重な症例を拝聴することができました。発表の途中で対忚の選択を考え

させる進行で、他人事とは思えない症例に自分だったらどうするか考えさせられました。症例検討からディス

カッションするという研修方式もいろいろ情報が得られるものだなと感じました。 

 バイオラッド社小黒先生による講義は「自己対照・直接抗グロブリン試験陽性時の解釈と対忚」と題して直

接抗グロブリン試験の基礎と陽性時の対忚という幅広い内容をわかりやすく講義していただきました。 

 午後の実習では、直接抗グロブリン試験陽性検体から同種抗体を同定する検査や、グリシン塩酸/EDTA 法で

赤血球についた抗体を解離させて Rh型等の検査を行いました。 

 個人的にはこのグリシン塩酸/EDTA 法の試薬が無くて困った経験があったので実習する機会を心待ちにして

いました。実習は日頃行っている手技を実務委員の方に確認してもらいながら、充実した内容をなんとか時間

内に終了することができました。試験管の振り方やスポイトの滴下する角度など、普段何気なく検査している

癖が最終的に判定の強度に関わってくると思うと基本的な事こそ大事だと思い、自身の手技に定着させようと

思いました。 

 最後に、今研修会を企画した部門長の本田さんをはじめ各部門員の方々、準備等大変お疲れ様でした。輸血

の業務は手技的な問題から医師、看護師への対忚、運用に関することなど多岐に渡っていますが、普段、疑問

に思っていてもなかなか聞けずにいる事も多く、研修会を通して知識と情報を得られることができて有意義な

経験ができました。 

 

平成 27年度 青臨技 輸血・移植部門研修会をおえて 
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むつ総合病院 萩野 繁樹 

 

1． プログラム 

テーマ ～もっと知りたい血液検査～ 

講演 1 13：30～14:20 『新規経口抗凝固薬(NOAC)の基礎知識と最近の話題』 

講師：積水メディカル株式会社 カスタマーサポートセンター 

須長 宏行氏 

 

講演 2 14：20～15：30 『骨髄検査の基礎－方法から考え方まで－』 

講師：獨協医科大学病院 臨床検査センター 主任  

新保 敬技師 

15：30分 終 了 

 

講演 1は『新規経口抗凝固薬(NOAC)の基礎知識と最近の話題』について基礎知識から診断薬に及ぼす影響や

モニタリングについて検査する上での注意点について、幅広い視点から講演していただいた。発売当初はこれ

まで主流であったワルファリンと比較し安価でモニタリングも不要であることの優位性が上げられていたが、

その後、多数の症例からモニタリングの必要性が示唆され、服用から採血して検査するまでの時間がモニタリ

ングに重要である事や、各社で出されている試薬により基準値がばらつくなどの問題があることを解説してい

ただき検査へ及ぼす影響や最新の知見が講演された。講演 2は『骨髄検査の基礎－方法から考え方まで－』を

獨協医科大学病院 臨床検査センター 主任 新保 敬技師より骨髄検査の基本的な進め方を必要な器具から

標本の見方、考え方まで自施設のアイデアなどを例に幅広く非常に分かりやすい解説で講演いただいた。これ

から骨髄検査に取り組む方から、すでに検査を実施されている技師の方にも自施設の骨髄検査を見直す上でも

非常に有意義な内容であった。講演後は数々の質問がされたが「骨髄検査に限らず血液像を実施している施設

では、当院に限らず若手の教育に苦慮している施設が多いと聞いているが、どのように取り組んでいけば良い

か？」の質問があり。「栃木県では年間数回に

渡り、尐人数制による技師の勉強会を開催し

ている。」との回答で、当県でも早期に取り組

みたい課題だと感じた。参加者は 35名（会員

34名、賛助会員 1名、非会員 0名）と想定よ

りも 20名ほど尐数であった。次年度は研修会

のご意見、ご質問などを取り入れ、多くの方

が参加される開催内容と時期にしたい。 

最後に研修会開催のためにご尽力された秋

元学術部長、事務局の藤田さん会計の増田さ

ん並びに実務員、関係者の方々に感謝申し上

げます。誠に有難うございます 

 

 

 

 

平成 27年度 青臨技 血液検査部門研修会報告 
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むつ総合病院 對馬 唯 

 

去る 11月 21日、ラ・プラス青い森において平成 27年度青臨技血液検査部門研修会が行われました。 

 はじめに、積水メディカル株式会社カスタマーサポートセンター須永宏行先生による『新規経口抗凝固薬

(NOAC)の基礎知識と最近の話題』の講演がありました。 

普段我々がモニタリングしている凝固検査、いわゆる PT-INRや APTTなどの凝固系項目に新規経口抗凝固薬

がどのように作用しコントロールしているのかを、薬ごとに詳しく説明していただきました。凝固線溶系への

理解を深められたとともに、日々の凝固検査の見直しに繋がる良い機会でした。 

 続いて、獨協医科大学病院臨床検査センター主任新保敬先生による『骨髄検査の基礎－方法から考え方まで

－』の講演がありました。 

骨髄検査の進め方や骨髄像鏡検のコツを教えていただき、目からウロコが出るほど素晴らしい内容で盛りだ

くさんでした。特に異常細胞が尐数出現している場合は、個人的な感覚ではなく理論的に細胞を鑑別すること

が大事であると学びました。同時に、県内の各施設で骨髄検査がどれくらいの件数で行われているのかは定か

ではないですが、血液内科を有する施設は尐ないということが現状にあります。その中で毎日血液検査を行っ

ている我々検査技師が、初診時のデータから察すること、末梢血を注意深く観ること、骨髄の状態や出現する

異常細胞を鑑別することなど、ハイレベルな技術が必要であると思われます。それゆえ、このような研修会に

参加することはもちろんのこと、血液検査だけではなく、患者さんの病態や症状、生化学検査のデータなど多

岐に視野を広げ、総合的に把握することがこれからの血液検査を担う検査技師に求められるのではないかと再

認識しました。 

 

 

 

 

 

 

１．日  時 ： 平成 27年 5月 16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、秋元 広之、齋藤 浩治、藤田 絵理子、増田 望、 

斉藤 仁、佐藤 めぐみ、木津 綾乃、木下 純一、久保 忠利、 

野坂 亨治、吉岡 治彦、安田 善一、阿部 浩 

４．欠席者 ： 川村 多蔵、三上 ルリ子、奈良 秀則 

  

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）会計監査報告阿部理事 

安田 善一監事より、阿部浩監事と平成 27年 5月 16日（土）に平成 26年度の監査を実施したところ、「会務

平成 27年度 第 1回理事会 議事録 

平成 27年度 青臨技 血液検査部門研修会に参加して 
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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 7回理事会議事録報告 

資料として配布された『第 7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。 

 

３）学術部経過報告 

秋元学術部長より以下のように報告があった。 

①ランチョンセミナーが未定である。 

②部門長より、部門の研修会をメーカー共催で行ってもよいかと問い合わせがあった。今年度より青臨技の部

門活動費が 10 万円、日臨技が 5 万円から 2 万円に下げられた。講師の先生の謝礼、交通費などが不十分に

なる可能性があり、メーカーに負担してもらいたい。 

・小島会長より次のように回答があった。分野により特定のメーカーに偏りが生じることが避けにくいこと、

収支が不明確になる可能性があるなどの理由から共催はこれまでなるべくやらないようにしてきた。メー

カーと共催で行っている県もあり、他県でやっている現状を鑑みて青森県でも共催を可能にしてもらいた

いという意見が学術で挙がったが、今後もその方針は変えないでいきたい。予算は減額になったが、研修

会の内容にメーカーの製品などを広告できる時間を設け、それに対しての参加料を取る形にするなど、工

夫してもらいたい。 

・秋元学術部長より、支部の研修会でも講師料などは支部の負担になるのかと質問があった。 

・齋藤理事より、支部で企画はするが最終的には青臨技としての負担になるため、支部の負担になるわけで

はなく、また著名な講師の方を呼ぶのであれば支部単位の研修会よりも県の研修会でやってもらうか、全

支部に案内を出すなどしてコストパフォーマンスも考えてほしいと回答があった。 

③学会での特別講演、教育講演を行っていただいた先生方に後日、青臨技会誌に掲載する原稿を依頼している。

寄稿料は現在ページ数で決めているが、印刷の段階で原稿料が決定するため原稿料の支払いまでに時間がか

かることが問題である。学会時に旅費、講演料とともに、原稿料も一緒に支払うことができれば円滑に進む

ため打診したい。 

・小島会長より、午前の常任理事会で原稿料を一律 2万円にすればどうかと意見がまとまったと追加報告が

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。 

 

４）公益部経過報告 

藤田事務局長より、川村公益部長を代理して以下のように報告があった。 

・高校心電図検診は 4月から始め、数校を残すのみとなっており、大きな事故・トラブルなどはなかったが、

数点のクレームが挙がっている。 

・心電図測定の際、2 台のベッドを 1 つの心電計で運用し、スイッチで切り替えていたが、今回切り替えスイ

ッチのない心電計が届いた。これにより時間のロスが生じた。 

・心電図検診を行うにあたり、前は講習会を開いていたが、今回はなかった。 

・右胸心の測定方法をどのようにしたらよいか、アース線が切れていた、三又コンセントの変換アダプタが入

っていなかったなどの問題点があった。 

・高井理事より、前回までは心電計が各学校に郵送されていたが、今回は医師会の方が当日に運搬したため、

混乱が生じた。技師が現場に行っても心電計が届いていないことがあったため、次年度に向けて川村公益部

長と相談したいと補足があった。 
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５）渉外部経過報告 

齋藤渉外部長より特になしと報告があった。 

 

６）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。 

・青臨技関連経過報告 

・東北臨技関連経過報告 

・日臨技関連経過報告 

・関連団体経過報告 

・今後の予定 

・小島会長より、次のように補足があった。東北臨技代表者会議が 4月 18日に福島で行われ、小島会長と川村

公益部長で参加した。東北支部は北日本支部へと移行したため、東北臨技自体はなくなったが、震災時に復

興支援金が東北臨技に送られ、現在 1,000万円程度残っており、これを管理するための団体として残ってい

る。会を縮小していくために、参加人数は各県 2人から 1人へと変更になった。岩手県と宮城県の 2県は DVT

検診を継続して行っており、基金を使用していたが一昨年打ち切りになったため、昨年東北臨技から各県 100

万円を支給した。しかし東北臨技としては、DVT 検診は日臨技の事業と考え、日臨技に対して予算申請をし

ていたが昨年度は認められなかった。これにより、平成 27年度も両県への 100万円の支給が決定している。

日臨技への活動要請は今後もしていく方針である。また、現在出張費は県技師会の負担であるが、東北臨技

からの繰越金もあるため、次回からは東北臨技から出張費が出る予定である。 

・6月 6日に北日本支部幹事会が新潟で行われるため、小島会長が参加する予定である。 

 

7) その他 

特になし 

 

 

【議 題】 

藤田事務局長より以下の通り説明があった。 

１）平成 27年度定時総会について 

・定時総会の役員割り当てについて各支部長、事務局長宛てに役員申請をしている。現在、議事運営資格審査

委員は上十三支部の国分氏、議事録署名人は東青支部の本田氏が決定している。締切は 6月初旬を予定して

いるため、これから議長などを決めていく。 

・各施設連絡委員、自宅会員へ学会・総会・精度管理指導講習会・情報交換会のお知らせを 5月 15日に発送し

たため、翌週には全施設に行き渡る予定である。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

２）第 42 回青森県医学検査学会について 

木下理事より以下の通り説明があった。 

・駐車場について、前回理事会時に指摘を受け、つがる総合病院に問い合わせたところ、中央公民館隣りの一

ッ谷駐車場の使用許可を得ている。正式な文書は県技師会より津軽総合病院管理課長に提出する予定である。 

・小島会長より、ランチョンセミナーの弁当代をメーカー負担にしたところ、参加メーカーが出なかったため

来年度からは企業負担を減らしたいと追加説明があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 
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３）その他 

・資料として配布された『平成 26年度 一般社団法人青森県臨床検査技師会収支計算書』に従って増田理事よ

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。 

・検査と健康展について小島会長より次のように説明があった。全国検査と健康展の実施について日臨技より

各県の計画書提出要請があった。会場が 8月に入らないと予約できないため、日程についてはまだ決定でき

ないが、11月に開催予定である。川村公益部長を担当とし、奈良中弘南黒支部長に実務を担当してもらいた

い。県の事業であるため、全支部の協力をお願いしたい。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。 

 

 

 

 

 

 

１．日  時 ： 平成 27年 6月 20日(土) 12：00～12:45 

２．場  所 ： ホテルサンルート五所川原 

〒037-0053 五所川原市布屋町 25   Tel.0173-34-8811 

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、 

木下 純一、高井 重男、奈良 秀則、久保 忠利、吉岡 治彦、阿部 浩 

４．欠席者 ： 野坂 亨治、安田 善一 

 

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）学術部経過報告 

秋元学術部長より、以下のとおり報告があった 

・9月 12日に青臨技輸血・移植部門研修会、11月 21日に青臨技血液部門研修会が開催される予定である。 

 

２）公益部経過報告 

川村公益部長より以下のとおり報告があった。 

・高校心電図が無事終了した。前回理事会時に挙げた細かな苦情はあったが、大きなトラブルもなく終えるこ

とができた。 

・黒石市の児童心電図を中弘南黒支部に担当してもらっていたが、そちらも無事終了した。 

・11月 8日(日)ヒロロで開催予定の検査と健康展の準備を進めている。会場の予約開始が 8月からのため、会

場の決定はまだである。日臨技へ企画書と予算書を提出済みである。実施項目は頸動脈エコー、グリコヘモ

グロビンをメインに考えている。責任者は川村公益部長、実務責任者は奈良中弘南黒支部長とする。 

 

３）渉外部経過報告 

齋藤渉外部長より特になしと報告があった。 

平成 27年度 第 2回理事会 議事録 
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４）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。 

・青臨技関連経過報告 

・北日本支部関連経過報告 

・日臨技関連経過報告 

・関連団体経過報告 

・今後の予定 

 

５）その他 

小島会長より以下のとおり報告があった。 

・5月 23日に行われた日臨技総会に出席してきた。定款の改訂があったため、2/3以上の票が必要であったが、

必要数に届かなかった。半数の票は集まったため総会自体は成立したが、定款関連は流れた。青森県は約 77％

の回収率であり、全国 5位であった。 

・6月 15日に青森県エイズ対策協議会に小島会長が参加してきた。県内では特に多く発生しているわけではな

いが、全国的に微増傾向であることを踏まえ、青森県でもエイズ対策には力を入れたい。ソーシャルネット

ワークを立ち上げ、若い人へ情報の発信を行っていく予定である。青臨技は駅前での普及活動をした実績が

あるため、健康展においてエイズ関連の展示を委託されるかもしれない。 

・6 月 6 日北日本支部幹事会が行われた。学術部門での情報の流れなど、体制の構築が不十分であったため連

絡体制の確認があった。北日本支部研修会は各都道府県の部門長が主催することになっているが、部門によ

り対忚がバラバラであった。そのため、担当の都道府県部門長は、会長、事務局長、学術部長に報告し、連

絡を密にするよう決定した。担当部門長は支部長に相談し、計画、運営を進めるようにしてもらいたい。研

修会申請は北日本部門長→学術部長→支部長の順にあげるよう決定した。 

 

【議 題】 

藤田事務局長より以下の通り説明があった。 

１）平成 27年度定時総会について 

藤田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。 

・総会役員の確認について 

・総会議事運営の手順について 

・精度管理指導講習会について、病理細胞診部門の八木橋氏が欠席となったため、細胞診分野の報告はなしと

する。 

・医師検査技師卒後教育研修会について 

・情報交換会について、木下学会長より、受賞者が多いが情報交換会の時は全員が挨拶するのかと質問があり、

川村理事より全員に言ってもらう方が良いのではと回答があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

２）第 42 回青森県医学検査学会について 

木下理事より以下のように説明があった。 

・会場のスクリーンが小さいため、2台目のサブスクリーンを会場中央付近に設置する。 

・ホテルでクロークが用意できなかったため、実務委員が荷物を預かることになった。 

・藤田事務局長より、実務委員だけでは手薄になる場面もあると思われるので、協力してほしいと説明があっ

た。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 
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３）その他 

・齋藤渉外部長より、総会で議案が承認されると一般社団法人への移行が完了したことになり、県への報告義 

務がなくなると追加報告があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

 

議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。 

 

 

 

 

 

 

【平成 27 年度 青臨技功労賞受賞者】 

平成 27 年度青臨技功労賞受賞者は以下のように決定しました。 

・功 労 賞：上野文宏（十和田市立中央病院）、秋元広之（弘前大学医学部附属病院） 

・奨 励 賞：該当なし 

 

【平成 28 年度 青臨技通常総会・第 43 回青森県医学検査学会】 

現在決定している内容は以下の通りです。 

・日時：平成 28 年 6 月 18 日（土） 

青臨技臨床検査精度管理指導講習会 平成 28 

年度青臨技通常総会 

青臨技表彰受賞者祝賀会並びに情報交換会 平

成 28 年 6 月 19 日（日） 

第 43 回青森県医学検査学会 

・会場：むつグランドホテル http://www.mghotel.jp/ 

・教育講演：東京大学医学部附属病院 血液形態学検査部門 副技師長 常名 政弘 先生 

・特別講演：むつ総合病院 循環器内科部長 加藤 武 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 


