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平成 28 年度 青臨技 輸血･移植検査部門研修会報告
八戸平和病院 松村 静香
10 月 22 日、青森市民病院において輸血検査手技について理解を深めるというテーマのもと、スポイトの傾
け方による滴下量の違いや、オモテウラ不一致の血液型 3 症例についての実技実習、間接抗グロブリン試験に
おいて洗浄回数、インキュベート時間など条件を変えた場合凝集反応に違いはあるのかなど、日々の業務で行
わない検査条件では検査結果にどのような影響があるのか研修を行いました。
輸血移植検査部門研修会は日々の業務で輸血検査を専任としている方、認定輸血検査技師を目指している方
が多く参加しているということもあり、兼任の私が参加して大丈夫かと思う部分がありました。しかし、実際
に研修に参加してみると凝集のほぐし方、見方など本当に基本的なことから指導していただき、自分の手技の
未熟な部分をしっかり確認することができました。オモテウラ不一致血液型の実習では得られた結果からどの
ようなことが考えられるのか経験の尐ない私でしたが、実務委員の方とディスカッションすることで、わから
ないことや疑問に思ったことを解決することができ、とても良い経験となりました。また、間接抗グロブリン
試験での反応温度、反応時間、洗浄回数などの条件を満たさなかった場合、どのような反応となるのかを実習
してみて、定められた条件の必要性、重要性を理解することができました。
今回の実技実習を通して、得られた検査結果の解釈の仕方だけでなく、自分の手技が正しいのか、もし反応
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条件を実際の業務で守らなかった場合どのようなことが起こるのか体験することができ、とても有意義な研修
会となりました。今回の研修会で学んだことを、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 28 年度 青臨技 輸血･移植検査部門研修会報告
青森市民病院 津嶋 里奈
10 月 22 日、青森市民病院にて平成 28 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、血液型検査オモテ・ウラ不一致を呈する検体、不規則抗体検査、糖転移酵素活性の測定
を行い 23 名が参加した。
血液型検査においてオモテ・ウラ不一致を呈する検体では、亜型を想定した検体で、糖転移酵素活性の測定
を行いました。不規則抗体検査では、間接抗グロブリン試験の反応温度、反応時間、洗浄回数の条件を変えて、
反応の強さに違いが出るかを検証しました。定められている条件で実施しなかった場合、偽陰性になったり、
凝集が弱くなったりしたため、反応条件を守って検査することが重要であることを参加者に理解してもらえた
と思います。
不規則抗体検査の結果をふまえて、推定して抗体が考慮すべき抗体であるかを統計学的に確かめるために
Excel を用いて、Fisher 確率計算法、Harris＆Hochman 法、Kanter 法について考えてもらいました。普段の業
務で不規則抗体を同定することはあっても、確率を計算する施設は尐なく、今後の業務において考えていただ
くいい機会になったと思います。
アンケート結果では時間配分がやや満足、どちらともいえないという参加者が多く、実習内容が多いため、
時間が足りないと感じた方が多いようです。研修会の内容について、統計学が難しいと感じた参加者が多いよ
うで、今後の研修会でも統計学について触れる機会を増やし、参加者の方に理解していただけるよう改善して
いきたいと思います。
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 28 年度 青臨技輸血・移植検査部門研修会 アンケート回収率 95.7%(22/23)
質問 1 今回の研修会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？

満足

やや満足

どちらとも

やや不満

不満

いえない
テーマ

18

4

構成・内容

17

5

時間配分

4

10

8

質問 2 今回の研修会について、どのくらい理解できましたか？
良く

まあまあ

半分くらい

理解

理解できた

理解できた

理解できた

できなかった

血液型検査

14

8

不規則抗体検査

14

8

消去法

15

6

1

統計学

6

7

6

糖転移酵素活性

8

9

5
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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？

総合的

満足

やや満足

18

4

どちらともいえない

やや不満

不満

質問 4 今後、取り上げて欲しいテーマがありましたら、お書きください
・ 異型適合輸血について
質問 5 貴方の臨床検査技師経験年数は？
1 年未満 ：1 人
1～5 年 ：5 人
6～10 年 ：5 人
11～15 年：4 人
16 年以上：7 人
質問 6 輸血検査について経験年数は？
1 年未満 ：3 人
1～5 年 ：9 人
6～10 年 ：4 人
11～15 年：2 人
16 年以上：2 人
日当直のみ：2 人
○専任・兼任
専任

8人

兼任

11 人

最近輸血担当になった 1 人
日当直時のみ

2人

ご意見・ご要望などについて。
・ 初めて実習参加しましたが、大変勉強になりました。
・ 勉強不足ですみません。次回までに頑張って勉強してまた来ます。
・ 消去法の最新情報が教えてもらってよかったです。ありがとうございました。
・ 普段やらないことがたくさんできたのでとても勉強になりました。ありがとうございました。
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平成 28 年度 青臨技 感染制御部門研修会報告
青森市民病院 澤谷 泰子
11 月 12 日、13 日の二日間にわたり行われた、平成 28 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。研修会初日は二題の講演と実習、翌日は実習で行った確認試験の判定と解説が行われました。講演一
題目は「CRE/CPE 検査に関わる試薬について」として、関東化学株式会社の金子孝昌先生により、CPE の選択培
地の有用性やカルバペネマーゼ鑑別ディスクによる酵素の判定など、日常の検査で取り入れやすい方法が詳し
く紹介されました。
二題目は「腸内細菌科細菌の薬剤耐性菌検出法を理解する」として、信州大学大学院 医学系研究科 医療生
命科学分野 長野則之先生により、カルバペネマーゼ産生菌検出のフロー、実際の試験法と結果の解釈、複数酵
素産生時の鑑別法などについてわかりやすくご講演いただきました。
講演の後、
「CRE 確認検査の実際」として実習を行いました。実習では長野先生のご厚意により、様々な種類
のβラクタマーゼ産生腸内細菌科細菌の菌株を用いて、Modified Hodge test や SMA 法など 7 つのカルバペネ
マーゼ確認試験を実際行い翌日判定、また金子先生がご紹介された CPE の選択培地の観察と鑑別ディスクの判
定を行いました。確認試験の手技自体は特別難しいものはありませんでしたが、翌日阻止円を計測する際に、
薬剤ディスク間の距離をもっと狭めればよかったと思うものもあり、普段経験のない薬剤耐性菌を実際に観察
できたことはとても貴重な体験となりました。
最後に、名古屋大学大学院医学系研究科 客員研究員 長野由紀子先生による実習の解説があり、それぞれの
菌株について薬剤感受性試験結果から推測される酵素と、各種確認試験での注目するポイントなどについて非
常にわかりやすく説明してくださり、複数酵素産生菌でも順を追って判定していけば解明できることが理解で
きました。
今回の研修会で得た知識、手技は日常検査で即役に立つものばかりであり、今後の業務に生かして行きたい
と思います。
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平成 28 年度 青臨技 病理検査部門研修会報告
八戸赤十字病院 萩生田美穂
今回、平成 28 年 11 月 12 日に八戸市立市民病院で開催された青臨技病理検査部門研修会に参加しました。
会場には顕微鏡が設置されており、スライドカンファレンスに使用される標本を鏡検することができました。
講演の一題目は、弘前市医師会健診センター検査課の中村洋子先生による「認定病理検査技師試験対策とそ
の他の資格」でした。まだ公開情報が尐ない認定病理検査技師認定試験の形式や解答例を詳しく解説して頂く
ことで試験に対するイメージを膨らませることができ、これから認定試験を受験する臨床検査技師にとって貴
重な講演となりました。これから更に発展していく病理検査に対応するために、有資格者の需要が高まると考
え、私も今後受験したいと思いました。
二題目の講演は青森市民病院病理部の八木橋祐弥先生による
「病理検査における労働衛生関連法令について」
でした。各施設における試薬管理に関する調査結果を分かりやすく表示してくださり、その結果から各施設の
試薬管理への意識の高さが伺えました。調査にはホルマリン等の試薬を小分けする際、小分け容器にも試薬名
を記載しているか、という項目がありました。これは当院でも注意して行っており、試薬の間違いを防ぐため
に大切です。危険が多く潜む病理検査室では、自分だけでなく検査に関わる全員が安全に業務を行うことがで
きる工夫を常に考え、実施することが必要だと改めて感じました。
研修会の後半は、細胞診スライドカンファレンスでした。各症例とも自分達の病院内だけでは経験するのが
難しい症例であり、細胞診所見だけでなく肉眼所見や組織所見とも結び付けて深く学ぶことができました。今
回学んだ細胞所見の特徴や鑑別方法を今後の細胞診断業務に生かしたいと思いました。
今回の研修会で学んだことを病理検査業務に生かし、より良い病理検査室の環境作りや病理検査の精度向上
のために取り組んでいきたいと思います。

平成 28 年度 青臨技 第 2 回生理機能検査部門研修会報告

青森市民病院 齋藤 綾香
平成 28 年 11 月 13 日、弘前大学医学部附属病院で開催された青臨技第 2 回生理機能検査部門研修会に参加
させていただきました。今回の研修会は去年に引き続き｢エコーハンズオンセミナー｣ということで、心臓・頸
動脈・腹部・消化管・下肢 DVT・下肢静脈瘤の 6 領域に分かれて行われました。参加者は実習が 34 名で見学
が 13 名、他に弘前大学保健学科の学生約 13 名も見学参加ということで、講師や機器メーカーの方も含めると
かなりの人数が集まりました。
研修会が始まるとすぐ各領域に分かれて講師からのレクチャーが行われ、その後ハンズオントレーニングが
始まりました。今回も去年も頸動脈領域に参加しました。去年はエコー初心者だったので基礎から教えてもら
いましたが、今回は今までの手技の確認と、椎骨動脈や鎖骨下動脈といった難しい箇所の手技を教えてもらい
ました。実習のモデルは学生さんだったので非常に見やすかったのですが、実際の業務では綺麗に見えない人
が多く、その場合はどうアプローチしたらいいかということも聞くことができました。また仰向けでの体勢を
維持できない患者さんには、座位よりも横臥位でやってみるのも一つの方法だと教わりました。研修会で学ん
だことを復習して、今後の業務に生かせるように頑張りたいと思います。
講義だけでなく実際にプローブを持って学べるハンズオンの研修会は、非常にいい経験になりました。また
他施設での検査方法を聞くこともでき、情報収集もできるいい機会でもあります。今後、頸動脈だけでなく他
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の領域も携わることになった場合でも、ハンズオンの研修会には積極的に参加して知識と手技の向上に努力し
ていきたいと思います。

平成 28 年度 青臨技 血液検査部門研修会報告

青森労災病院 村井 暢
平成２８年１１月２６日（土）弘前市立病院において、平成２８年度青臨技血液部門研修会が開催されまし
た。今年度は、検査技師３１名に加え病理医２名も参加して頂きました。今回私は、実務委員を兼務し本研修
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会に参加させて頂きました。
はじめに、ベックマン・コールター（株）ダイアグノスティックス事業本部 事業企画推進統括部門の近藤
也寸紀先生より、
「スキャッター情報を用いた異常検体の検出」と題し講演が行われました。この講演では、自
動血球計数装置 Unicel DxH800 における測定原理やヒストグラム、及び、電気抵抗法と光学法を融合したハ
イブリット解析によりさまざまな細胞干渉の異常検出やより正確な計測が可能になった事など、お話しして頂
きました。当院では、別の自動血球計数装置を使用していますが、その装置の持っている機能を最大限に活用
し今後の業務に活かせるよう、理解を深めたいと思いました。
次に、福岡大学医学部腫瘍・血液・感染症内科学の阿南 健一先生より、
「光顕的手法を駆使した血液診断の
秘策」と題し講演が行われました。末梢血や骨髄穿刺液の形態診断で誤診しない為に、標本作製時の技術的な
ミスがどのように影響してくるのか、また、末梢血・骨髄像の着眼ポイントでは、見逃してはいけないことや
注意点、特殊染色の臨床的意義など多岐にわたってお話しして頂きました。特に、リンパ球と異型リンパ球、
異常リンパ球の鑑別は、よく悩むポイントなので勉強になりました。以前にも、阿南先生の「形態診断の秘策」
を聴く機会がありました。その時も最後に「眼力・感性」について、
「統一は難しいが磨くことは出来る。その
為には努力が必要！」だという事をおっしゃっていました。まだ当時は標本を見始めた頃だったので実感がわ
きませんでしたが、あれから徐々に統一の難しさを感じるようになりました。今回、改めて磨くための努力の
必要性を考えさせられた思いがします。
今回は、復習になった部分と新たに勉強になった部分があり有意義な勉強会でした。最近、病理部門に移動
になり、今まで見ていなかった骨髄像も見る機会があるので、勉強した知識を業務に活かして行きたいと思い
ます。
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平成 28 年度 第 4 回理事会 議事録

１．日 時 ： 平成 28 年 8 月 20 日(土) 14:00～15:30
２．場 所 ： 弘前大学医学部付属病院 2F 検査部技師室
弘前市本町 53

Tel.0172-33-5111

３．出席者 ： 小島 佳也、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、田代 博美、櫛引 美穂子、
津田 昭子、太田 孝雄、 濱谷 修、吉岡 治彦、宇野 善成
欠席者 ： 石山 雅大、成田 好孝
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、書記に柴田、浅利理事が指名され、審議
が行われた。
【報告事項】
１）第 2,3 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』
、
『第 3 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、石山学術部長を代理して以下のように報告があった。
・10 月 1,2 日(土,日)新潟市で開催される北日本支部医学検査学会での一般演題の座長 3 名が決定した。
血液検査部門：中田良子(弘前大学医学部附属病院)
生理機能検査部門：一戸香津江 (弘前大学医学部付属病院)
病理・細胞診検査部門：中村忠善(青森労災病院)
・感染制御部門でメーリングリストの開設、運用が始まった。
・平成 28 年度青臨技精度管理調査の内容が決定した。各施設への案内は 9 月上旬予定。
３）公益部経過報告
齋藤公益部長より以下のとおり報告があった。
・高校生心電図検診の派遣技師への報酬支払は医師会からの振込みを確認でき次第行う。
・平成 28 年度検査と健康展は 10 月 29 日(土)イオンモールつがる柏で開催予定。
４）渉外部経過報告
三上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
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６）高校生ガイダンスについて
小島会長より以下のとおり報告があった。
・7 月 23 日(土)に開催された高校生ガイダンスには県内から 75 名の参加があり、アンケートでは非常に好
評であった。
・今回日臨技からの補助はなかったが、日臨技の長沢副会長から今後は日臨技の活動として取り組んでいき
たいとの言葉があったため、全国的な展開になっていくと思っている。
・今後の運営のためにも、内容等についてアイディアがあれば出してほしい。
７）ピンクリボンプロジェクトの協力について
藤田事務局長より以下のとおり報告があった。
・主催は放射線技師会だが、昨年までは臨床検査技師会からもスタッフを派遣していた。今年からは募集は
臨床検査技師会から出すが、申し込みは直接放射線技師会にするように変更した。
・昨年までは臨床検査技師会からの派遣だったため、日当、旅費を出していたが、放射線技師会では全てボ
ランティアのため、今年申し込んだ方はボランティアでやって頂くことになった。
・昨年同様、前日に行われる乳癌学校に 1 万円、ピンクリボンプロジェクトで配布される風船代として 7 万
円の協賛金を予定している。
８）その他
・野坂理事から来年の県学会に沖縄から講師を呼ぶことは予算的に可能かとの質問があり、小島会長から石
山学術部長に相談するようにとの返答があった。
・小島会長より次のような報告があった。
先日亡くなられた掛端健一さん(八戸)に技師会から香典等だしたところ、
奥様からお礼の手紙と 10 万円の
寄付金が届いたため、技師会への寄付として受けることとした。会計処理については会計士と相談する。
・次回の青森県医学検査学会は平成 29 年 6 月 3,4 日(土,日)まかど観光ホテル(野辺地町)で開催予定。
【議 題】
１）検査と健康展について
・齋藤公益部長より検査内容は昨年と同じで良いかとの質問があり、藤田事務局長より昨年混雑していた血
圧測定について機器を 1 台増やしてはどうかとの提案があった。
・小島会長から今後の県内での展開について検討したいとの意見がでた。
八戸、弘前、黒石で開催している健康祭りも内容的にはほぼ一緒だが、診療所登録をしていないため採血、
結果説明、超音波検査等が出来ない。今後各地区での健康祭りでも診療所登録をして検査と健康展を持ち
回りで開催するということにしてはどうかとの提案がされた。これに対して三八支部では今年の検査と健
康展に出来るだけ参加し、検討することとなった。
２）その他
・小島会長よりまだ検体採取講習会に参加していない人は出来るだけ参加してほしいとの要望があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。

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 5 回理事会 議事録

１．日

時 ： 平成 29 年 1 月 9 日(月) 14:00～15:30

２．場

所 ： 弘前大学医学部付属病院 2F 検査部技師室
弘前市本町 53

Tel.0172-33-5111

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、野坂 知加、木津 綾乃、野坂 嘉友、田代 博美、
櫛引 美穂子、津田 昭子、太田 孝雄、濱谷 修、吉岡 治彦、宇野 善成、成田 好孝
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、書記に柴田、浅利理事が指名され、審議
が行われた。
【報告事項】
１）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。
２）学術部経過報告
石山学術部長より以下のとおり報告があった。
・平成 28 年度青臨技精度管理調査での反省点を踏まえて来年度に活かしていきたい。
・青臨技関連研修会の運営方法に関して基準を設け、部門長等と協力して運営していきたい。
３）公益部経過報告
資料として配布された『平成 28 年度「検査と健康展」報告』に従って、齋藤公益部長より報告があり、以下
のような反省点が挙げられた。
・来場者が 122 人と昨年の 151 人に比較して尐なかった。近隣でのイベント開催や、検査技師紹介コーナーを
設けなかったことにより高校生の来場者が尐なかったことが影響したと考えられる。
・受付時に年齢、性別の記載漏れがあったため、次回からは記載を確認し検査コーナーへ誘導する。
・超音波検査に関しては、昨年の反省を踏まえ、エコーからのスタートにしたため全体の流れがスムーズにな
り、特に問題はなかった。
・HbA1C 測定機器でトラブルがあり測定できない時間帯があった。2 台体制にする対策もあるが、コストがかか
る。メーカー担当者が会場にいてトラブルにはすぐ対応してもらえることから、今後も 1 台で大丈夫と考え
る。
・血圧測定＋動脈硬化指数 AVI は 2 台体制で検査を行ったが待ち時間の長い時間帯があった。次回から 3 台体
制とするか、2 台体制のまま説明時間等を短縮して対応するか検討が必要である。次回からは腕枕の準備を
忘れないよう注意する。初めの内は結果記入用紙への記載をせず、印刷された記録用紙をそのまま渡してい
た。記録用紙は結果集計に必要となるため、次回からは結果記入用紙ヘの記載を確認する。
・結果取り込みに関しては、年齢、性別、測定結果の記載漏れがないか確認する。
・検査・健康相談は好評だったと思われる。今回の来場者数では医師 2 名で対応可能。
・パネルなどの掲示が尐なかった。
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４）渉外部経過報告
三上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
６）功労賞、奨励賞について
小島会長より配布資料に基づいて以下のとおり報告があった。
表彰審査委員会で平成 28 年度 功労賞・奨励賞受賞者が決定した。
・奨励賞：該当なし
・特別功労賞：川村 多蔵（十和田市立病院）
・功労賞：坂牛 省二（平内中央病院）
田中 一人（弘前大学医学部附属病院）
佐々木 則雄（八戸赤十字病院）
木下 純一（かなぎ病院）
成田 房恵（むつ総合病院）
奈良 秀則（弘前市立病院）
安田 善一（鯵ヶ沢病院）
赤坂 秀博（三沢市立三沢病院）
高井 重男（川内診療所）
・現在の奨励賞は自薦方式のため、該当者が出づらい状況にある。そのため、今後は自薦方式も残しつつ、学
術部長からの推薦枠も設ける方向に表彰規定を変更したいとの提案が出され、理事に諮ったところ了承され
た。
・奨励賞については新しい規定に基づき、再度検討することとなった。
７）その他
石山学術部長より以下のとおり報告があった。
・日臨技主催の検査と健康展には啓蒙活動という目的がある。本県では昨年開催し非常に好評であった高校生
ガイダンスも啓蒙活動に取り入れていきたい。
【議 題】
１）県学会の進捗状況について
野坂理事より以下のとおり説明があった。
・会場に適当なスクリーンがないため、レンタルで対応したい。
・教育講演は手登根氏（沖縄）にお願いする予定である。
・ランチョンセミナーは公募により決定する。
・特別講演の人選は青臨技の方でお願いしたい。
これに対しては石山学術部長より会長、各部門長と相談し人選したいとの返答があった。
・宿泊に関しては、シングル部屋が尐ないため、講師は個室、理事等は相部屋にしていただきたい。現在 40
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部屋を確保している状況である。
藤田事務局長より以下のとおり説明があった。
・6 月 3 日(土)のスケジュールは、理事会、精度管理報告会、医師検査技師卒後教育研修会、定時総会、情報
交換会の順となる。
・6 月 4 日(日)は第 44 回青森県医学検査学会開催。
・一般演題の募集はこれから行うが、締め切りは 3 月 31 日(金)を予定している。
小島会長より次のように補足があった。
・医師検査技師卒後教育研修会については現時点では実施予定であるが、確定ではない。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
２）その他
・小島会長より平成 29 年度、30 年度は技師会主催の検査と健康展は開催しない予定であるとの説明があった。
・太田理事より、会誌発送の手続きが終了し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。

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

【平成 28 年度 青臨技功労賞・奨励賞受賞者】
平成 28 年度青臨技功労賞・奨励賞受賞者は以下のように決定しました。
・特別功労賞：川村多蔵(十和田市立中央病院)
・功 労 賞：坂牛省二(平内中央病院)
田中一人(弘前大学医学部附属病院)
佐々木則雄(八戸赤十字病院
木下純一(かなぎ病院)
成田房恵(むつ総合病院)
奈良秀則(弘前市立病院)
安田善一(鯵ヶ沢病院)
赤坂秀博(三沢市立三沢病院)
高井重男(川内診療所)
・奨 励 賞：高杉洋子(鷹揚郷腎研究所弘前病院)
【平成 29 年度 青臨技通常総会・第 44 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 29 年 6 月 3 日（土）
青臨技臨床検査精度管理指導講習会
平成 29 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 29 年 6 月 4 日（日）
第 44 回青森県医学検査学会
・会場：まかど観光ホテル(野辺地町)
・教育講演：
『検査データから考える血液疾患』
浦添総合病院 臨床検査部 部長 手登根 稔 先生
・特別講演：
『臨床検査技師としてのキャリアデザイン －どんな生き方しますか－ 』
北陸大学医療保健学部 教授 油野 友二 先生
・一般演題
・ランチョンセミナー
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