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青臨技会長挨拶
青臨技会長

小島 佳也

会長職として２期目を担当させていただくことになりましたが、１期目の２年間をご協力いただきました、
秋元広之、川村多蔵、両副会長はじめ役員の皆様には、会務にご尽力いただきました事、この場を借りてお礼
申し上げます。また、継続することになりました役員、新たに加わっていただきました役員の皆様には２年間
よろしくお願いいたします。
現在、日臨技では今後の医療情勢の変化に対応するため、検査説明・相談のできる検査技師の育成や検体採
取業務の推進、ならびに病棟検査技師の取り組みなど新たな事への挑戦を行っているところであります。一方
で、青森県内に目を向けますと日常業務は多忙を極め、人員不足に悩んでいる施設も多いと思われます。そこ
で臨床検査技師を志す人を増やすべく、今年度は高校生向けの臨床検査技師ガイダンスを７月に行いましたと
ころ、県内７５名の高校生に参加していただきました。この中から一人でも多く、臨床検査技師を目指してく
れることを願っています。また、各施設におかれましても日臨技の取り組んでいる新たな業務について、自施
設でできることから尐しずつでも取り組んでいただければと思います。
いずれにしましても青臨技の事業は会員皆様のご協力なくしては成り立ちませんので、今後ともご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。
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新役員紹介

会長
小島 佳也
弘前大学医学部附属病院

常任理事(事務局長)
藤田 絵理子
弘前大学医学部附属病院

副会長(学術部長)
石山 雅大
弘前市立病院

副会長(公益部長)
齋藤 浩治
青森市民病院

常任理事(渉外部長)
三上 英子
青森県立中央病院

理事(会計)
三上 昭夫
弘前大学医学部附属病院

理事(組織調査)
三上 ルリ子
健生病院

理事(庶務)
木津 綾乃
弘前大学医学部附属病院

理事(庶務)
柴田 絵里子
青森県立中央病院

理事(庶務)
浅利 知加
青森県立中央病院

理事(公益)
櫛引 美穂子
弘前大学医学部附属病院

理事(公益)
津田 昭子
あおもり協立病院

理事(学術)
野坂 嘉友
公立野辺地病院

理事(渉外)
太田 孝雄
つがる総合病院
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理事(学術)
田代 博美
八戸市立市民病院

理事(渉外)
濱谷 修
むつ総合病院

理事(渉外)
吉岡 治彦
弘前大学大学院
保健学研究科

監事
宇野 善成
黒石病院

監事
成田 好孝
弘前市医師会
健診センター

平成 28・29 年度各種役員名簿

学術委員会(11 名)
学術部長

石山 雅大

弘前市立病院

学術理事

野坂 嘉友

公立野辺地病院

学術理事

田代 博美

八戸市立市民病院

生物化学分析部門長

鰐田 ひとみ

つがる西北五広域連合 つがる総合病院

生理機能検査部門長

千葉 祐二

はちのへハートセンタークリニック

病理・細胞診検査部門長

中村 忠善

青森労災病院

一般検査部門長

高杉 洋子

鷹揚郷腎研究所 弘前病院

血液検査部門長

石山 雅大

弘前市立病院

感染制御部門長

月足 正辰

弘前市医師会健診センター

輸血・移植検査部門

津嶋 里奈

青森市民病院

検査総合管理部門

石山 雅大

弘前市立病院

会誌編集委員会(7 名)
委員長

太田 孝雄

つがる西北五広域連合 つがる総合病院

番場 隆彦

つがる西北五広域連合 鰺ヶ沢病院

須藤 章裕

つがる西北五広域連合 鰺ヶ沢病院

山本 和雄

つがる西北五広域連合 つがる総合病院

鳴海 一訓

つがる西北五広域連合 かなぎ病院

鹿摩 悟

つがる西北五広域連合 つがる総合病院

花田 嗣巳

つがる西北五広域連合 つがる総合病院
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役員推薦委員会(6 名)
東 西

生田 満

青森県赤十字血液センター

中弘南黒

奈良 秀則

弘前市立病院

西北五

安田 善一

つがる西北五広域連合 鰺ヶ沢病院

下 北

越膳 武志

大間病院

上十三

川村 多蔵

十和田市立病院

三 八

太田 政利

青森労災病院

会長

小島 佳也

弘前大学医学部附属病院

副会長

石山 雅大

弘前市立病院

副会長

齋藤 浩治

青森市民病院

常任理事

三上 英子

青森県立中央病院

事務局長

藤田 絵理子

弘前大学医学部附属病院

東 青

坂牛 省二

平内中央病院

中弘南黒

奈良 秀則

弘前市立病院

西北五

木下 純一

つがる西北五広域連合 かなぎ病院

下 北

斉藤 仁

むつ総合病院

上十三

田中 利明

公立七戸病院

三 八

杉澤 直子

八戸市立市民病院

石山 雅大

弘前市立病院

佐藤 裕久

青森県環境保健センター

須々田 房男

黒石病院

鰐田 ひとみ

つがる西北五広域連合 つがる総合病院

越膳 武志

大間病院

山崎 栄一

十和田市立中央病院

掛端 麻華

八戸赤十字病院

小島 佳也

弘前大学医学部附属病院

山崎 正夫

八戸市立市民病院

横山 慶一

青森県立中央病院

藤田 絵理子

弘前大学医学部附属病院

三上 ルリ子

健生病院

柴田 絵里子

青森県立中央病院

浅利 知加

青森県立中央病院

木津 綾乃

弘前大学医学部附属病院

表彰審査委員会(11 名)

精度管理・標準化委員会(7 名)
委員長

倫理委員会(3 名)

ホームページ運営委員会(5 名)
委員長

日臨技・東北臨技関連
認定一般検査技師制度試験

石山 雅大

ワーキンググループ委員
日本臨床検査技師連盟連絡責任者

一戸 茂人
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弘前市立病院

平成２８年度青臨技通常総会・情報交換会報告
平成 28 年 6 月 18 日(土)むつグランドホテルにて、平成 28 年度定時総会が行われました。定時総会では議長
に選出された三上 英子(青森県立中央病院)、伊藤 あずさ(むつ総合病院)両名と会長代理として秋元学術理
事の挨拶より始まり、資格審査報告、議事運営提案が行われ、16 時 50 分より議事が始まりました。
議案審議では第一号議案として平成 27 年度事業経過報告、第二号議案として平成 27 年度決算報告、平成 27
年度監査報告が執行部より説明され異議なく承認されました。
最後に総会の議事録署名人として、國分 慎（十和田市立中央病院）
、竹洞 ヒロ子（八戸市医師会臨床検査
センター）を選出して終了しました。

― 通常総会の様子 －
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－ 情報交換会の様子 －
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第４３回青森県医学検査学会を終えて
学会長

高井 重男

平成 28 年 6 月 19 日（日）第 43 回青森県医学検査学会がむつグランドホテルにおいて、下北支部担当で開催
されました。前日の 18 日（土）には青臨技精度管理指導者講習会、青臨技定時総会そして臨床検査技師連盟に
よる組織強化セミナーが開催され、皆さんの協力のもと無事終えることができました。その後、功労賞受賞祝
賀会および情報交換会では 100 名を超える参加者のもと祝賀ムードのなか楽しく、和やかなひとときを過ごし
ました。また、川内地区の有志による各地方のねぶた、ねぷた囃子が披露され、一足早く青森の夏を満喫しま
した。
翌 19 日の学会には 180 名を超える参加者のもと午前の部には、一般演題 19 題の発表があり、昨年同様、学
生さんからの発表のあり頼もしい限りでした。また、忙しい業務の合間を縫っての発表準備をしてくださった
会員のみなさま、座長を引き受けてくださった会員のみなさまには心より感謝申し上げます。
午後の部の教育講演では青森県をこよなく愛する東京大学医学部附属病院血液形態学部門副技師長 常名政
弘先生に『病院検査室における血液検査技師の新人教育」と題しまして検査全般を理解するためのローテーシ
ョンの方法、専門分野での知識、技術の習得さらには検査結果の見方、考え方など新人のみならず中堅、ベテ
ラン技師にも通づる内容を講演なさっていただきました。また、特別講演では下北全域の循環器救急医療を担
う、むつ総合病院循環器内科･救急診療科部長 加藤武先生に『地域医療における循環器救急医療の現状と今後
の課題」と題し講演なさっていただき、時間の経過が命に大きく関わってくることから救急隊到着までの間の
一次救命処置（心臓マッサージ、AED の操作方法など）を再確認し適切な応急処置をしなければならないこと
を痛感いたしました。
常名先生、加藤先生にはお忙しいところわれわれ検査技師のために講演してくださり誠にありがとうございま
した。心より感謝申し上げます。
最後に今回の学会開催にあたり準備･運営にとご協力いただきまし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。
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青臨技功労賞を受賞して

弘前大学医学部附属病院

秋元 広之

この度は思いがけず青臨技功労賞をいただきまして誠にありがとうございます。
功労賞受賞にあたりまして、
改めて小島会長をはじめ青臨技会員の皆様に心よりお礼申し上げます。また、むつ市でおこなわれました青臨
技総会後の盛大な祝賀会に際しましては、高井支部長をはじめ下北支部の皆様には大変お世話になり、心から
感謝申し上げます。これまでの労苦がいっぺんに報われた思いです。
さて、私が最初に技師会活動に関わったのは、29 年前の輸血検査部門班長を引き受けたときでした。その後、
掛端会長の下で東北臨床衛生検査学会の実務委員を担当し、このとき各支部の多くの諸先輩と知り合うことが
でき、今日までの財産となっております。その後、何度か演題発表や座長をやりまして、2 年前に小島会長か
ら学術部長の依頼が参りました。当初は、尐年老い易く学成り難しで、学術と名の付く役職は果たして自分に
できるのか悩みましたが、案ずるより産むが易しでした。任期中は各研究部門長や精度管理委員の方々皆様の
精力的な学術活動のお陰で大して苦労もなく職責を果たすことができました。
自分にとりまして、大学病院に所属する臨床検査技師として色々な形で県技師会の社会活動の一端を担えた
ことは大変意義深いことと感じております。今後は、一技師として青臨技の発展を尐し外から見守っていきた
いと思います。
末筆ながら、青森県臨床検査技師会の益々の発展と併せて会員の皆様のご活躍とご多幸を祈念致しまして受賞
のお礼とさせていただきます。ありがとうございました。

青臨技功労賞を受賞して

十和田市立中央病院

上野 文宏

この度、
青森県臨床検査技師会総会において功労賞の栄誉に与り、
ご推挙いただきました小島会長をはじめ、
関係各位のご厚情に心よりお礼申し上げます。これもひとえに諸先輩方のご指導や会員並びに職場のご協力が
あってこその賜物で大変有り難いことです。この県技師会における功労賞が設置されたのは平成 10 年、私が
東北医学検査学会で奨励賞を戴いた年でもあり、役員一年生の私には及ばぬ高嶺の花と感じたことをよく覚え
ています。振り返れば、私の役員歴は平成 10 年～平成 19 年まで。駆け出し当時、可笑しなことに私は上十三
支部輸血研究班班長をする傍ら、県技師会血清研究班の班長を掛け持ちしていました。これには訳があり、輸
血検査と血清検査は免疫学的に密接な関連があることのほか、
これらに従事する施設の技師が尐なかったため、
県研修会などは合同で行っていたと記憶しております。初めて迎えた大きな山は東北地区血清検査研修会 in
青森。2000 年問題（PC の誤作動）を抱えた時期、定員 110 名のところ僅か 9 名。県内を行脚したこと、結果と
して参加者 110 名となり成功裡に終わったことは懐かしい思い出です。
その血清研究班も統廃合されましたが、
激動する日臨技研究班の再編事情を良く分からないまま混乱した役員も尐なくなかったと思います。輸血部門
長時、血液型検査を予算上の都合からオモテ検査のみ行う施設がありウラ試験の重要性について理解して戴い
たことや、輸血検査の進め方について相談を受けたこと、精度管理用試料を細菌検査室に閉じこもり作製した
ことなど思い出されます。平成 18～19 年度では、副会長（学術部長）を務めさせて戴きましたが、当時の三役
の方々、チームの皆さんのおかげで、精度管理事業、医療機関における輸血業務一元化に向けた実技研修会な
ど滞りなく技師会運営に携わることができました。
最後に、いつの時でも快く支えてくれた妻に感謝の念に堪えません、これからも宜しくお願いしたい。
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『伊藤機一賞』を受賞して

平内中央病院診療技術部臨床検査科 坂牛 省二
平成 28 年 8 月 6 日、臨床一般検査研究会（稲垣勇夫会長）より伊藤機一賞を授与されました。一般検査分
野の発展、向上と後進の指導育成に貢献したとして、平成 25 年の第 1 回から 2 名ずつ、今年第 4 回で長岡赤
十字病院の片桐智美技師とともに 8 人目、昨年受賞された KKR 札幌医療センター太田惣技師と北日本支部か
ら３人目の受賞となりました。
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賞状には「長年にわたり、臨床一般検査学分野の発展、向上および認定一般検査技師制度の確立ならびに東
北地区における尿沈渣検査について後進の指導育成に多大な尽力をされ、その功績は誠に顕著なものがありま
す。よってその功績を称え規定により伊藤機一賞を贈呈する」とあります。平成 3 年から現在に至るまで青臨
技一般検査研究班班長、日臨技一般検査研究班全国委員や東北一般検査研究班班長、日臨技精度管理委員や認
定一般検査技師制度カリキュラム委員などを務めさせていただくなど、これまで長年の活動を支え応援して下
さった歴代の青臨技会長をはじめ多くの会員の皆様に感謝申し上げます。また、尐ない人員にもかかわらず仕
事をやりくりして外に出してくれた故五十嵐室長をはじめ福田前室長や現スタッフに感謝申し上げます。当院
のような小規模病院の検査室から東北のみならず全国で活動できたことを大変うれしく思いますし、得難い経
験をさせていただいたと誇りに思います。
故伊藤機一先生のお名前の冠された賞を頂けるとは思いもよらず大変光栄なことだと思います。伊藤先生は
尿一般検査分野で多大な貢献をされた先生で、とりわけイエローブックといわれる「尿沈渣検査法 2000」や「
尿沈渣検査法 2010」の監修をされております。私も 2 度編集委員の末席に加えていただいたこともあり感慨
深いものがあります。平成 9 年より日臨技一般検査研究班全国委員を 2 期半させていただきましたが、研究班
会議などにも顔を出され我々検査技師にも気さくに接していただきました。随分昔になりますが青森に講演に
来ていただいたときには、
濃霧により飛行機の到着が遅れ情報交換会からの参加となったことがありましたが、
お酒が入ってからのお話はどんな講演よりもためになるお話を聞くことができました。中央鉄道病院に勤めら
れていたこともあってか鉄道好きとのことでなんと平内町の小湊駅までも知っておられました。翌日、三内丸
山遺跡から八甲田山ロープウｪイで頂上までご案内させていただきました。帰り際に「ペーパー書いたら私のと
ころへ持ってきなさい。
」とまで言ってもらいましたが、なかなか書けないうちに逝ってしまわれました。
一般検査は楽しい、尿沈渣検査は面白いと思えるように、誇りと自信をもって検査が出来るように、これか
らも私に出来ることをやって行きたいと思います。関係各位に感謝申し上げて受賞の報告とさせていただきま
す。ありがとうございました。

写真は右から柴田真理子様（故伊藤機一先生ご息女）
、片桐智美技師（長岡赤十字病院）
、
坂牛省二（平内中央病院）
、稲垣勇夫臨床一般検査研究会会長
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平成 27 年度 青臨技 生物化学分析部門研修会報告
青森労災病院 村井 暢
平成 28 年 2 月 6 日（土）青森市民病院にて、平成 27 年度青臨技生物化学分析部門研修会が開催されました。
今回の講演は、
「肝炎」を中心とした内容でした。
まず講演 1 では、富士レビオ株式会社 学術サービス部 福田雅之助先生に「B 型肝炎マーカーと最近の話
題」と題し、HBV の感染経路やウイルスマーカーの臨床的意義、再活性化のメカニズムと対策、またその事
に関連する HBｃ抗体検査のこと、そして最後に最近の話題についてお話して頂きました。
「最近の話題」では、
新生児への B 型肝炎ワクチン接種が公費で受けられるように制度を見直す方針が決定したことや米国の「病院
における隔離予防策のためのガイドライン」では、HB ワクチン接種者で過去に HBｓ抗体の陽転化が確認で
きている場合は、その後 HBｓ抗体が陰性化しても HB ワクチンの追加接種の必要性はないとしているなどの
話を聴くことができました。
講演 2 では、オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 C 型肝炎検査事業部 川口晃央先生
に「院内における肝炎ウイルス検査結果説明の必要性について」と題し、HCV 抗体検査薬や C 型肝炎治療薬
のこれまでの開発の流れや厚労省の調査から院内検査で陽性の場合でも、患者さんに十分な説明が行われてい
ない、又、専門医への紹介がされていないケースなどがあるといったお話をして頂きました。C 型肝炎検査で
陽性と判明しながらも治療を受けていない人がおよそ 120 万人いるという事に驚きましたが、自覚症状がほと
んどないと、治療への意識も減ってしまうんだろうなと感じました。
講演 3 では、弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座 遠藤哲先生には「肝炎治療の変遷」と題し、
メジャーな B 型・C 型だけではなく A 型・E 型肝炎の基礎的なところから検査や治療、臨床的なことまで幅広
くお話を聴けて大変勉強になりました。
今後も新しい知識を深めて業務に生かせるよう、このような研修会に積極的に参加していこうと思います。
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平成 28 年度 青臨技 第 1 回生理機能検査部門研修会報告

青森厚生病院 検査科 杣谷 大貴
まず「精度管理講習会難題過去問の復習と覚えておきたい稀な心電図」についてでは、過去問について解説
や稀な心電図ということでブルガタ心電図や偽性心室頻拍などいくつかの心電図について説明があり勉強にな
った。
次にチーム医療についてということで、3 施設の取り組みについて紹介があった。その中でまず十和田市立
中央病院の「術中モニタリングの立ち上げから運用」では、麻酔科の先生への説明に何度も出向くなど立ち上
げに苦労された部分などもあったが現在は術中モニタリングの件数も伸びており、臨床からの声に応えること
ができた素晴らしい取り組みだと感じた。
つがる総合病院の「ME と協働で行うバスキュラーアクセスの穿刺と評価」では、ME が行っていた業務に
検査技師が関わっていくことで検査技師の業務の幅が拡がる機会となり他職種との連携がチーム医療を考える
上で大切であると感じた。
はちのへハートセンタークリニックの「循環器医療チームの一員としての発表」では、検査技師だけではな
く工学技士、放射線技師などの職種に関わらずカテ室の業務に関わっているという紹介があり、チーム医療に
ついての取り組み方をあらためて考えることができた。
教育講演の「不整脈の診断・治療デバイス」についてでは、ペースメーカーや ICD などの機器や、WCD、
S-ICD といった新デバイスの紹介もあり、そういった新デバイスに普段関わる機会がなかったのでとても勉強
になった。
特別講演では「最新のカテーテルアブレーション治療」についての講演があった。3D イメージの技術とカ
テーテルの進歩によって、
以前と比較し手術時間や透視時間が短くて済むようになっているとのお話があった。
また、専門的な内容をとてもわかりやすくお話し頂き心房細動の患者さんに対するカテーテルアブレーション
について理解を深めることができた。

平成 28 年度 青臨技 生物化学分析部門・一般検査部門合同研修会報告

弘前市立病院 臨床検査科 輸血検査室

内田 亮

９月１７日、青森市民病院において『平成２８年度青臨技 生物化学分析部門・一般検査部門合同研修会』
が開催された。合同研修会という形式はこれまで各支部においては開催されていたが県の研修会としては初め
てだそうで記念すべき第一回に運よく参加することができた。運よくというのは、私はここ数年輸血検査の専
任技師として検査業務に従事しており、検体検査からは遠のいていたが、職場のバイク好きの上司(誰でしょ
う？)より生物化学部門の部門員を勧められ、自分が他部門のことも勉強するきっかけになればと思い引き受け
たためである。これが無ければ青森まで足を運んでいなかったかもしれない。
講演は全部で４題あり、１題目の SIEMENS の宮崎俊郎氏と２題目の栄研化学の阿部雅仁氏は検体検査から
距離がある私でも再認識できるような試験紙における基本的な注意事項や適切な管理の大切さとピットホール
からクレアチニン補正の意味と重要性など。
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３題目の青森県立中央病院の工藤真理子技師は BUN や CRE などの生化学項目の検査値から推察される腎機能
の状態把握など。４題目のつがる総合病院の二川原医師は実際に診察された症例を例に電解質項目からどのよ
うに医師が検査値を受け入れ、判断し病名を診断していくかというもので私にとっては尐々難しい内容であっ
たがどれも大変勉強になる講演を拝聴することができた。
検査項目はこれからもどんどん増え続け、いろいろな分野の検査結果から医師が判断していくことになるだ
ろうと考えているがその手助けをする検査技師は今後一つの部門だけでなく複数の分野で専門的な知識を問わ
れるようになるのではないかと思う。
そのためには今回のような合同研修会はとても有意義なものとなっていくと思うのでぜひ今後も続けてほしい
です。また、普段顔を合わせることが尐ない技師とも出会うことができるのも合同研修会の魅力の一つとなる
かもしれない。

平成 28 年度 青臨技 生物化学分析部門・一般検査部門合同研修会報告

つがる西北五広域連合 かなぎ病院 鳴海 一訓
平成 28 年 9 月 17 日（土）
、青森市民病院 3 階大会議室にて、
「平成 28 年度青臨技生物化学分析部門・一般検
査部門合同研修会」が開催されました。今回の研修会では 4 題の講演が行われました。
講演 1 ではシーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス株式会社 POC 事業本部の宮澤俊郎先生より「尿
試験紙検査の落とし穴」という演題で、尿定性試験の基礎から尿中アルブミンの臨床的意義についてご講演い
ただきました。
講演 2 では栄研化学株式会社マーケティング推進室一部一課の阿部雅仁先生より
「尿検体における生化学検査の臨床的意義」
-尿中バイオメーカーの使い分けとピットフォール-という演題で、
尿検体の生化学検査において前処理や検体保存方法によって、検査データにどのような影響があるのかをご講
演いただきました。尿の生化学検査の測定前に遠心分離や不用意に加温処理を行うと、さまざま検査項目にお
いて測定値に影響が出るなど、尿検体の取り扱いについて詳しく解説していただきました。
講演 3 では青森県立中央病院臨床検査部の工藤真理子先生より「尿化学の検査」-血液と尿の関連を知ろうという演題で、尿化学の生化学検査を血液や生化学のデータとともにさまざまな症例についてご講演いただき
ました。尿化学の生化学検査データだけでなく、血液や生化学検査など他部門の検査データとともに症例検討
を行い、さまざまな疾患について学ぶことができて、大変勉強になりました。
特別講演ではつがる総合病院内分泌・糖尿病科科長の二川原健先生より「内分泌疾患と電解質」という演題
で、我々検査技師が臨床側から依頼されて結果報告をしている電解質項目が、どのような疾患の特定に役立っ
ているのかを詳しく説明していただきました。
今回の研修会で得た知識を今後の日常業務に生かし、臨床へ正確な結果報告をできるよう努めていきたいと
思います。
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平成 28 年度 第 1 回理事会 議事録

１．日 時 ： 平成 28 年 5 月 14 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、川村 多蔵、齋藤 浩治、藤田 絵理子、増田 望、阿部 浩、
佐藤 めぐみ、木津 綾乃、三上 ルリ子、吉岡 治彦、木下 純一、高井 重男、奈良 秀則、
久保 忠利(代理)、野坂 亨治(代理)
４．欠席者 ： 安田 善一、斉藤 仁
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。
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【報告事項】
１）事業内容・会計監査報告
阿部浩監事より平成 28 年 5 月 14 日（土）に平成 27 年度の監査を実施したところ、
「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 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、部門長の選出が概ね終了したと報告があった。
４）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。
・高校生心電図は 5/14 現在ほとんどが終了し、5/20 に行われる三戸高校で完了する。
・心電計が届いていなかった、誤った開始時間が連絡されていたなどのトラブルがあった。
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
・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
・小島会長より次のように補足があった。昨年、旧東北臨技から岩手・宮城両県に DVT 検診にかかる費用とし
て 100 万円ずつ支出したが、今年は熊本へ 200 万円、大分へ 100 万円の義援金を支出した。
・研修会会場に熊本地震の募金箱を設置する。
・東日本大震災でも問題となった DVT が熊本でも起きている。
日臨技主催で 5 月の連休に DVT 検診が実施され、
本県からも技師が派遣された。
７）その他
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。
・60 歳以上で日臨技を脱会した 7 名に案内を送付した。内 1 名を永年会員とした。

【議 題】
１）平成 28 年度定時総会について
・藤田事務局長より青森県医学検査学会、精度管理講習会、情報交換会のスケジュールの説明があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
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２）第 43 回青森県医学検査学会について
藤田事務局長より以下のように説明があった。
・青森県医学検査学会ランチョンセミナーは 4 社から応募があった。学術委員にて 2 社を決定し、30 分×2 演
題を行う。
・6/19(日)に事務局会議を開催する。各支部の事務局と会計を招集する。詳細は決定次第連絡する。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３）高校生ガイダンスについて
小島会長より以下のように説明があった。
・高校生への臨床検査技師啓蒙活動を 7 月 23 日(土)に行う。弘前大学医学部保健学科と共同で行い、保健学科
及び大学病院の説明・見学などを予定している。関東以北の検査技師養成校などにも協力を要請している。
弘前大学医学部保健学科検査技術科学専攻主任の伊藤先生の了解も得られている。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
・関連する事項として、
奈良理事より青森県に留まってもらえるような政策が必要ではないかと意見があった。
吉岡理事より、病院の求人が出される時期が遅い事が他県へ人材が流れる要因の 1 つとして考えられると説
明があった。
４）ハンズオン講師料について
藤田事務局長より以下のように説明があった。
・実技指導における講師料について県技師会として規定がなかったため、
時間に関係なく日当 3,000 円とする。
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
小島会長より以下のように説明があった。
・青臨技主催の健康展は生活習慣病主体の検査を予定している。場所はイオンモールつがる柏で 10/29(土)に
開催する。
・平成 30 年(2018 年)に北日本医学検査学会が青森県で開催される。9/28～9/30、会場は青森市文化会館を予
定している。
・日臨技のサーベイが 6 月上旬に到着するが、今年は液状凍結品の試料がある。日臨技から各県の技師会に届
き、各施設への配送料は技師会負担となるため今年度の支出に計上される。
・増田理事より、パソコンなどの備品は H27 年度決算に間に合わなかったため、40 万円程度が次年度の支出と
なると説明があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
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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平成 28 年度 第 2 回理事会 議事録

１．日 時 ： 平成 28 年 6 月 18 日(土) 13：30～14:30
２．場 所 ： むつグランドホテル 2F 稲荷
むつ市大字田名部字下道 4

Tel. 0175-22-2331

３．出席者 ： 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、野坂 亨治、吉岡 治彦、安田 善一、阿部 浩
４．欠席者 ： 小島 佳也
定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に秋元副会長があたり、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 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』に従って秋元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
秋元学術部長より、部門長の選出が終了したと報告があった。
３）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。
・高校生心電図は無事終了し、報酬の支払いを早めにできるように医師会に要請する。
４）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。
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。
・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
・10/29 に開催される検査と健康展の会場について、現在イオンモールつがる柏に申請中である。
６）その他
・藤田事務局長より次のように説明があった。6/1 時点で青臨技会員数は 598 名である。
・日臨技は熊本地震についての募金を 5/31 で一旦締め切った。青森県では 43,336 円集まった。日本赤十字社
を通じて被災者に届けられる。
・7/23 に高校生を対象にした検査技師のガイダンスを行う。現在 2 名＋候補者の申込がある。午前に弘前大学
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医学部保健学科、午後に弘前大学医学部附属病院の見学を予定している。
・日当などについて運営規定を定めた。ホームページ参照。

【議 題】
１）平成 28 年度定時総会、第 43 回青森県医学検査学会について
・藤田事務局長より定時総会、青森県医学検査学会、精度管理講習会、情報交換会のスケジュールの説明があ
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。
２）その他
齋藤渉外部長より以下のように説明があった。
・平成 30 年(2018 年)に北日本医学検査学会が青森県で開催され、9/28～9/30 の日程を予定していていたが、
八戸健康展とぶつかるため 11/9～11/11 に変更した。
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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平成 28 年度 第 3 回理事会 議事録

１．日

時 ： 平成 28 年 6 月 19 日(日) 8:30～8:45

２．場

所 ： むつグランドホテル
むつ市田名部字下道 4

Tel.0175-22-2331

３．出席者 ： 小島 佳也、石山 雅大、齋藤 浩治、三上 英子、藤田 絵理子、三上 昭夫、三上 ルリ子、
柴田 絵里子、浅利 知加、木津 綾乃、野坂 嘉友、櫛引 美穂子、田代 博美、津田 昭子、
太田 孝雄、 濱谷 修、吉岡 治彦、宇野 善成
定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に小島理事があたり、書記に柴田、浅利理事が指名され、審議が
行われた。
【議題】

１． 各役職、担当について
平成 28 年度定時総会、第 3 号議案で承認された理事における平成 28、29 年度における各役職について
討議が行われた。その結果、会長として小島理事が推薦され了承された。また各役職についても以下のよ
うに決定された。

役職
会長
副会長
副会長
常任理事
常任理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事

担当
学術部長
公益部長
渉外部長
事務局長
会計
組織調査
庶務
庶務
庶務
学術
学術
公益
公益
渉外
渉外
渉外
監事
監事

小島
石山
齋藤
三上
藤田
三上
三上
柴田
浅利
木津
野坂
田代
櫛引
津田
太田
濱谷
吉岡
宇野
成田

氏名
佳也
雅大
浩治
英子
絵理子
昭夫
ルリ子
絵里子
知加
綾乃
嘉友
博美
美穂子
昭子
孝雄
修
治彦
善成
好孝

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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施設
弘前大学医学部附属病院
弘前市立病院
青森市民病院
青森県立中央病院
弘前大学医学部附属病院
弘前大学医学部附属病院
健生病院
青森県立中央病院
青森県立中央病院
弘前大学医学部附属病院
公立野辺地病院
八戸市立市民病院
弘前大学医学部附属病院
あおもり協立病院
つがる総合病院
むつ総合病院
弘前大学大学院保健学研究科
黒石病院
弘前市医師会健診センター

