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平成 29年 6月 4日(土)まかど観光ホテルにて、平成 29年度定時総会が行われました。定時総会では議長に

選出された三橋淳治(三沢市立三沢病院)、久保忠利(八戸市医師会臨床検査センター)両名と小島佳也会長の挨

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 28年度事業経過報告、第二号議案として平成 28年度決算報告、平成 28

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、佐藤めぐみ(弘前大学医学部附属病院)、荒谷優衣(つがる総合病院)を選

出して終了しました。 

 

 

 

                 ― 通常総会の様子 － 

平成 29年度青臨技通常総会・情報交換会報告 
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－ 情報交換会の様子 － 
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学会長  野坂 嘉友 

 

平成 29年 6月 4日(日)、第 44回青森県医学検査学会が野辺地町まかど観光ホテルにおいて、上十三支部担

当で開催されました。以前、上十三支部が担当した際は、十和田市や三沢市で行われておりましたが、今回は

私の地元の PRを兼ねて行いたいと思い、あえて野辺地町で行う事にしました。 

 前日 3日(土)には、午後から超過密スケジュールの中、県理事会、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が予定通り進められ、その後、青臨技定時総会を出席者のご協力のもと無事に承認を得、

終了しました。夕方からは情報交換会が行われ、103名の参加者があり 1次会、2次会と大いに盛り上がり翌日

の学会本番に影響するのではと心配するほどでした。 

 4 日(日)の学会は、一般演題が 22 題の発表があり、午前は 18 題、ランチョンセミナーを挟み午後は４題発

表されました。その内容の高さには素晴らしいものがあり驚きさえ感じられました。 

 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青沼佳孝先生より「肝臓の線維化マー

カーM2BPG について」の講演があり、解りやすく説明をしていただきました。後半の教育講演は、社会医療法

人仁愛会 浦添総合病院 臨床検査部部長の手登根稔先生に大変お忙しい中遠く沖縄よりおいでいただき、「検

査データから考える血液疾患」と題し、通常業務でのデータの着目点、項目との関連性について症例を交えて

詳しく説明していただきました。最後に、特別講演として、北陸大学医療保険学部 医療技術科 教授の油野

友二先生より「臨床検査技師としてのキャリアデザイン－どんな生き方をしますか－」と題し、検査技師の教

育現場から 10年後 20年後のステップアップについて冗談を交えながらお話をしていただきました。油野先生

には帰りの新幹線時刻が迫り雑踏の中終了を迎えたことに深くお詫びします。 

第 44回青森県医学検査学会を終えて 



- 4 - 

今回の学会では、当初の考えでは、野辺地町・七戸町を含む上北地区の住民の方々の健康への意識向上と生

活習慣の改善を訴えようと思い、公開講演も考えておりましたがご講演者のスケジュールが合わず、頓挫した

ことが悔やまれました。しかし、今回の学会参加者が 198名と大盛況に行われたことで、私、学会長として安

堵しております。 

最後に、第 44回青森県医学検査学会開催にあたり準備・運営にご協力いただきました青臨技理事の皆様、上

十三支部の実務委員の皆様、そしてご参加くださいました会員の皆様方に心より感謝申し上げます。 

 

     

               

 

 

 

十和田市立中央病院  川村 多蔵 

 

この度青臨技特別功労賞をいただきましてありがとうございます。臨床検査技師として働き始め 39年余り、

そして来年春定年を迎えるこの時期に受賞出来て光栄に思います。 

県技師会活動として血液部門長を 3期 6年間、役員として 3期 6年間勤めて参りました。自分の思惑として「や

れる時にやれる事に対してベストを尽くす」という気持ちで今までやってきたつもりです。余談ですが 10数年

前には高校の PTA会長も務めました。 

今まで色々ありましたが、一番思い起こされる事は平成 22年 10月に八戸で行われた第 51回東北医学検査学

会の学会事務局長を務めたことでしょうか。今では PC化が進み、準備も簡単にできるようになってきています

が、その頃はまだ発展途上でしたし、多額のお金を処理しなければならない重荷も感じていました。毎日のメ

ールを処理するのに気がついたら日付が変わっていることが殆どでした。ある時「川村さん、いつ寝てんの」

なんて言われたこともありました。それでも沢山の仲間に支えられ、成功裏に終えることが出来て本当に良か

ったと思います。 

来年北日本支部医学検査学会が青森県担当ということで回ってきます。ぜひ会員の皆さんにも関わりを持っ

ていただき、お力添えをして頂けることをお願いしてお礼の言葉とさせて頂きます。 

                       

 

 

 

 

平内中央病院  坂牛 省二 

 

この度、青臨技功労賞を頂きまして誠に有り難うございました。あっという間に 60歳を迎えてしまいました。

この年齢（トシ）を想像したこともなく、長期的展望などもなく、日々の仕事を何とかこなしてきたように思

います。免許を取得したのが昭和 54年、昭和 60年に平内中央病院に入職しています。検査情報を得るために

いろいろな研修会に出かけていきましたが、一般検査の研修会には多く参加させていただきました。ある懇親

会で自己紹介をしたところ「知らな～い中央病院！」と声がかかりました。なるほど座布団 1枚！とも思いま

したが、ちょっぴり悔しい思いも感じました。研修会に出ているうちに今度は研修会を開く立場となって、県

の研修会、東北地区の研修会と開催しながら、平成 13年に日臨技一般検査研修会を弘前で開催することができ

ました。たくさんの方たちに支えられながらの開催でした。河村さん、板垣さん、大瀧さん、金川さんと石山

さんの青臨技実務委員には 3日の開催期間だけでなく数週前から動いていただきました。本当に良い経験、忘

青臨技特別功労賞を受賞して 

 

青臨技功労賞を受賞して 

 



- 5 - 

れられない体験でした。とうとう青臨技の役員はやりませんでしたが、精度管理委員や青臨技一般検査研究班

の班長、日臨技一般検査研究班全国委員をさせていただき、「尿沈渣検査法 2000」と「尿沈渣検査法 2010」と

2 回にわたって編集に携われたこと、その啓蒙に走り回ったことが功労として認められたものと思います。こ

れから想像していなかったゾーンに突入ですが、経験を生かして少しでも青臨技のお役にたてればいいなと思

います。有り難うございました。 

   

 

   

 

    

弘前大学医学部附属病院 田中 一人 

 

この度、青森県臨床検査技師会功労賞を頂きました。受賞にあたり、小島会長はじめ青臨技会員の皆様に厚

く御礼申し上げます。 

青臨技に対する功績って何だろうと思い返しても、輸血検査研究班班長を数年と理事（中弘南黒支部長）4

年の実績しかありません。「え！これで」が最初の感想でした。受賞された歴代の先輩方に比べ、圧倒的に物足

りなく分不相応、もう少し積極的に取り組むべきであったと反省しているところです。 

振り返えれば、「弘前で行われる青臨技学会は日本臨床検査医学会とコラボする。そのため、学会開催は通

常の 5月ではなく 11月に実施する」という変則一大イベントが決定されていた年が支部長ルーキーイヤーであ

り、野崎中弘南黒支部事務局長と共に走り回ったことを鮮明に記憶しています。苦渋の決断をされた当時の中

田前会長に一杯飲まされ、勢い？で支部長を承諾してしまったことを後悔したこともありましたが、就任早々

大役を果たすことになった横山会長以下精鋭がその手腕を発揮し、学会が成功裏に終了したことがとても印象

的でした。 

青臨技は職能団体であると同時に学術団体です。医師が多数在籍・参加する輸血畑で過ごしてきた自身の感

想として、最近の学会はアクティブだろうかと疑問に思うことがあります。輸血関連の学会では医師同士の質

疑応答は時としてヒートアップし座長が納めることがあり、とても刺激を受けます。青臨技学会も今以上の活

発な内容にしていただきたいと思います。 

最後になりますが、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を祈念いたしまして、

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。 

 

 

     

 

八戸赤十字病院 佐々木 則雄 

 

この度は、青臨技功労賞を頂き、大変光栄なことと嬉しく思います。 

この受賞は、青森県臨床検査技師会の皆様や三八支部臨床検査技師会の皆様、そして八戸赤十字病院医療技術

部検査技術課の皆様の長年にわたるご協力とご支援のお蔭と心より感謝しております。青森県臨床検査技師会

に入会して 38年が経過しましたが、技師会活動を 

を振り返ってみますと、入会して 2年目頃に三八支部の公益・渉外の理事からのスタートだったと記憶してい

ます、技師会の事が良くわからないまま先輩技師と一緒に活動していた記憶があります、研究班活動でも輸血

検査の班長、免疫検査の班長を何度か経験しその後、学術担当の副支部長、そして支部長を担当しその時に東

北学会が青森県の担当となり、八戸会場として開催の準備では大変忙しい思いをしたことを今でも記憶してい

青臨技功労賞を受賞して 

 

青臨技功労賞を受賞して 
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ます。県理事としては学術と公益渉外担当、そしてまた事務局を担当した時も青森市での東北学会の 

青森県開催の時でした、開催準備の時は事前の準備は八戸での会議を何度も開き、学会本番では前日早くから

打ち合わせと会場設営準備の為青森市に入り朝から夜まで忙しく動き廻り、結果として学会は無事に終了した

ことが思い出されます。また青臨技の研究班の活動では青臨技免疫血清検査研究班班長、そして青臨技輸血検

査研究班班長として、八戸での 1泊 2日の研修会を 2回開催した、研修会の 2日間汗だくになりながら動き廻

った記憶があります。青臨技の学会には何度も参加した記憶がありますが、いつも実務・実行委員として参加

していたような気がします、思い出では学会前日の情報交換会でいろんな人と夜遅くまで飲んで交流を図った

ことでしょうか。長い間技師会活動ができたのは皆様方のご理解とご協力があってのことだと思っています心

より感謝申し上げます。 

最後に、青森県臨床検査技師会のご発展と会員の皆様の益々のご活躍とご健康をお祈り申し上げて、受賞の御

礼と致します。本当にありがとうございました。 

 

 

 

  

 

                   つがる西北五広域連合かなぎ病院 木下 純一 

 

この度、平成 29年６月３日野辺地町「まかど観光ホテル」で開催された「青臨技功労賞・奨励賞表彰式」に

おいて青臨技功労賞を受賞しました。平成 25 年～28 年まで西北五支部長と県技師会の理事を務めさせていた

だいたことによるもの思っております。4 年間この任務を務められたのも、県の会長さんをはじめ県理事の

方々・支部の皆様のご協力、ご理解があってのものと思っております。また、支部の皆様には役員会、年 2回

開催の研修会等々にご参加・ご協力ありがとうございました。また、任期中の平成 27年６月 20日の定期総会、

21 日の第 42 回青森県医学検査学会が西北五支部において開催されました。開催に際しましては、準備から本

番までご協力頂いたおかげで、無事に終了することができました。 

思い出に残る私的な技師会を振り返ってみると、かなり昔のことなので開催日は忘れましたが、平内中央病

院の坂牛さんの企画・運営、陣頭指揮で東北の一般検査研修会を弘前大学医学部において開催した時に実務委

員として関われたことです。鏡顕の実習を含む研修会のため、教授の所にご挨拶に行きその後に実習に使う顕

微鏡の準備、講演会の会場の整理整頓など、私にとってすごい経験をさせて頂きました。一日目が終わってか

ら夜の部の交流会は宿泊先のホテルアップルランドに行われ、みんなで盛り上がったことが懐かしく思い出さ

れます。また、八戸で開催された東北学会があった際にも、実務委員として参加させてもらいました。その時

の記念講演には、元中日ドラゴンズで活躍した矢沢健一さんが来てくれて、握手をしてもらい感激したことが

思い出されます。 

長々と書きましたがこの度の受賞は青臨技の皆様のご協力なくしてはあり得ないものと思っております。こ

れまで本当にありがとうございました。最後に会員の皆様の益々のご活躍を祈念いたしまして受賞のお礼とい

たします。 

 

 

 

  

むつ総合病院 成田 房恵 

 

この度は、「第 44回医学検査学会」において青臨技功労賞を頂き誠にありがとうございました。ご推挙して

青臨技功労賞を受賞して 

 

青臨技功労賞を受賞して 
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いただきました青森県臨床検査技師会はじめ、下北支部、むつ総合病院の皆様のご厚情に心より感謝申し上げ

ます。  

 臨床検査技師として 38年勤務し、下北支部役員 10年、青臨技理事 2年、携わらせていただきました。 

下北で開催された「第 20回青森県臨床検査学会」 「第 30回青森県臨床検査学会」では主に会計を担当し、

「第 37回青森県医学学会」では下北支部で初めての学会長という大役を仰せつかり、無事皆様のお陰で成功裡

に終える事ができました。 

今は開催されていませんが、青臨技主催のボウリング大会があり 2度参加させて頂きました。下手ながらも

最強の他支部チ－ムの方々と一生懸命重たいボ－ルを投げ合いましたが、結果は散々なものでした。研修会以

外での技師仲間との交流もありとても楽しかった思い出の一つです。 

 入職時には考えられないような臨床検査技師のレベルアップ、業務内容の変貌、医療機器の自動化、システ

ム化などあり、用手法はほとんど影を潜め試薬を調整する事も激減しています。又、世代交代で若い技師が増

えてきていますが、臨床検査技師としての自覚を持った行動、技術の向上、技師会活動など何にでも挑戦出来

る技師を目指して欲しいです。 

 最後に、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、ご多幸を祈念して御礼の言葉とさせて

いただきます。この度は、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

  

                            弘前市立病院 奈良 秀則 

 

この度は青臨技功労賞を頂きありがとうございました。技師会を振り返ってみると西北五地区の事務局長が

始まりかな、碇ヶ関の忘年会のシーンが懐かしいです。県総会では緊張しながら質問をぶつけた思い出が多く

ありますが、大きな学会を開催したことはなく東北病理研修会弘前開催くらいかな。何も特別な貢献してない

ようですけど(笑)いつの間にか、おじんになったという事でしょう。 

日頃より一般会員の目線で技師会を見てきたように思います、これからは一社会人として注目していくでしょ

う。私の医療業界における検査技師の存在意義は一貫して「たかが検査技師されど検査技師」に尽きるかな～。 

 

 

 

  

                                      つがる西北五広域連合鯵ヶ沢病院 安田 善一 

 

この度、青臨技功労賞をいただきまして感謝の念を一杯に満たしております。 

さて私と青臨技の付き合いは、地区理事１期、副会長１期、常任理事１期、監事２期の計 10年と随分昔に青

臨技会員の厚生事業として行っていた囲碁・将棋大会の運営を任されていた 6年間になります。期間だけは長

いのですが、いざ功績はというと？？？です。役員皆様の足を引っ張らないよう、慎しまやかに過ごしていま

した。 

功労賞を貰うと先輩方に「早ぐヤメロって、こどだね」と言われそうですが、もう少しだけ病院に残させて

いただき、口うるさいオヤジを演じたいと思いますので宜しくお願いします。 

また、青臨技の小島会長をトップとする役員の皆さん、会員の皆様のご多幸をお祈りして感謝の言葉としま

す。本当に有難うございました。 

青臨技功労賞を受賞して 

 

青臨技功労賞を受賞して 
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                          三沢市立三沢病院 赤坂 秀博 

 

この度は、青臨技功労賞をいただき大変光栄に思っております。あまり役に立っていなかったもので驚いて

おります。この場をお借りして、これまでご指導くださった皆様に感謝申し上げたいと思います。また支えて

くれた上十三支部の皆様にも重ねて感謝申し上げます。 

この賞をいただき、これまでの技師活動などを振り返ってみました。最初は支部の会計などをしておりまし

たが、やがて県の精度管理標準委員会や役員推薦委員会、表彰審査委員会などを行うようになりました。当時

は順番でやっていたと思います。ある程度の年齢になってからは、東北医学検査学会実行委員や県青臨技理事

などを務めさせていただきました。第 38回青森県医学検査学会の学会長を務めることになりましたが、当時は

東北学会の準備実行委員、当病院の新築移転などが重なり大変な時でした。年が明け 3月には東日本大震災が

起こり、日本中が大パニックの中でさらに講演を引き受けてくれていた方から突然のお断りの通知がきたり、

予約していた会場が使えるかどうかなど、、、理事の方々ともなかなか連絡が取れない状況が続き、今回の県学

会は中止になるものと思っていました。幸いにも学会場は大きな被害はなく、学会を開催する方向で話が進ん

でいましたが、例年通りの日程では調整がうまくいかなくなり精度管理・標準化事業報告会と医学検査学会を

同日に開催することになりました。またランチョンセミナーをやってくれるメーカーもなく、大変だったこと

を覚えています。結果として非常に窮屈な日程になりましたが、無事に終えることができ、前日の情報交換会

では非常に盛り上がったことも記憶に残っております。いろいろとありましたが、技師会の皆様方のご協力で

無事に終了できたこと、この場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。 

最後になりますが、このような賞をくださった青森臨床検査技師会の皆様に御礼を申し上げるとともに、

益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 

 

 

  

                             川内診療所 高井 重男 

 

この度は青森県臨床検査技師会功労賞を賜りましたこと、大変光栄に存じます。ご推挙いただいた関係各位

のご厚情に心より感謝申し上げます。 

また、今回の名だたる受賞者の一員に加えていただき、いささか恐縮もしております。 

 振り返りますと失敗談だらけですが特に印象に残っていることは健康展の手伝いに出向き、青臨技の重鎮を

一般客として接したことでしょうか。また、メーカーの方と間違われたこと、各種研修会では多くの会員と出

会い学びカルチャーショックをうけたこと、野球、バレー、ゴルフ大会での支部の名誉にかけて戦ったこと、

記憶に新しいところでは昨年の下北学会終了後、安堵感と脱力感からか体が動かないなぁと思ったら前日のね

ぶた囃子で飛び跳ねたのが原因だったこと。 

 などなど、会員の皆様とともにたくさんの貴重な体験をさせていただき、また、お力添えがあってこその今

回の受賞だと思っております。これからも微力ではありますが技師会活動に協力していきたいと思います。 

 最後に青森県臨床検査技師会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念いたしまして、お礼の言葉に代え

させていただきます。誠にありがとうございました。 

 

青臨技功労賞を受賞して 

 

 

 

青臨技功労賞を受賞して 
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                       鷹揚郷腎研究所 弘前病院 高杉 洋子 

 

この度は、青臨技功労賞を頂きまして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、推薦

して頂いた石山学術部長、役員の皆様に感謝申し上げます。 

今回、奨励賞を受賞することができたのは学術活動によるものと思います。一般検査部門研修会後の情報交

換会で、平内中央病院の坂牛さんから“一般検査部門の部門長やってみない？石山さんもいるし、フォローす

るよ”、同席していた弘前市立病院の石山さんからも“経験しておいて損はないよ”とのお声がけをいただきま

した。私の勤務先は、総合病院と違い透析療法が中心の病院であること、また部門長は公的な病院の方がされ

ていたため躊躇いましたが、自分が引き受けることで、今後小規模病院の方にも部門長を経験してもらえれば

と思い、甘く（？）心強いお言葉を受け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、坂牛さ

ん、石山さん、一般検査に携わる方々のご協力のおかげで、色々な取り組みをすることができました。青臨技

の事業のひとつに精度管理調査がありますが、一般検査部門ではアンケート調査も行っているため、参加施設

ごとの事情も知ることができ、その中で自分ができることとして、Q＆Aやミニフォトテストなど会員参加型の

研修会も行いました。準備は大変ですが、その分、知識と度胸が付き、人脈も増えました。部門長は北日本支

部の部門員となるため、他県の方々との接点も増え、県内事情と比較してみたりと視野が広がりました。また、

本県での北日本支部一般検査研修会の開催は更に大変でしたが、貴重な経験をさせていただきました。“経験し

ておいて損はないよ”その通りだと思います。自施設の仕事に加え、学術活動との兼務は大変かと思いますが、

職場の方々の理解と協力のもと、是非とも職場では得られない財産を増やして下さい。 

最後になりましたが、青森県臨床検査技師会の益々の発展と、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頂きます。この度は、誠にありがとうございました。 

  

 

  前列左から 川村多蔵氏、成田房恵氏、小島佳也会長、坂牛省二氏、木下純一氏 

   後列左から 高杉洋子氏、高井重男氏、安田善一氏、奈良秀則氏 

青臨技奨励賞を受賞して 
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国民健康保険 おいらせ病院 成田 繁明 

 

9月 2日(土)、青森市民病院にて「平成 29年度 青臨技 一般検査研修会」が開催されました。今年の夏は

いつもと違う気候で、梅雨に入った 7月は雨がほとんど降らず記録的な暑さで、梅雨が明けているはずの 8月

は 20日連続で雨が降っていました。例年、残暑が厳しいこの時期ですが秋の気配を感じる気候でした。講演 1

はシスメックス株式会社篠原由樹氏の「一般外来で診る尿検体の診断と検査フォロー」で、青色半導体レーザ

ーを用いた最新の分析装置では扁平上皮細胞を定量できるようになったそうです。講演 2は鷹揚郷腎研究所弘

前病院 高杉洋子技師の「平成 28年度青臨技精度管理報告」で、鑑別に要したポイントを分析したところ、正

解した施設は鑑別に重要なポイントに注目していて、かつ、多くの項目を挙げていました。反対に、不正解な

施設は重要なポイントに着目していなく、項目数も少ない状態でした。講演３は平内中央病院 坂牛省二技師

の「青臨技フォトサーベイからみえる尿沈渣鑑別のポイント」で、多彩な像を示す尿細管上皮細胞や正解率の

低かった悪性細胞と大食細胞の違いなど、詳しく解説して頂きました。スライドの最後に平成 9年秋田で開催

された東北地区一般検査研究会で撮影した、坂牛さんと宿谷先生、石山さんとの写真を公開されていました。

この時期あたりから、宿谷先生が全国で講演をするようになったそうです。ちなみに、私もこの研修会に参加

していました。講演４は東京大学医学部付属病院副検査技師長 宿谷賢一先生の「尿中赤血球形態の鑑別と最

新の話題」で尿中赤血球の形態分類で、糸球体型赤血球の「コブ」が無い形態(ドーナツ状不均一赤血球)につ

て理解が得られていないということで、「コブ」の有無より、母体となる赤血球の形態にポイントおくことが重

要ということでした。最新の話題では、丸細胞について説明されていました。この細胞は生きている尿細管上

皮細胞であり、尿細管を再生する働きがあるそうです。本来は腎内で尿細管の再生をするのですが、腎機能の

悪化により、再生に使われることなく尿中に排出されるそうです。いずれは、腎機能のマーカーになりうる可

能性のある細胞だそうです。まだ、論文化されていない最新の話題を聞けて、とても有意義な研修会でした。 

    

             

平成 29年度 青臨技 一般検査部門研修会報告 
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                                  むつ総合病院 金浜 朱希 

 

平成 29年 8月 26日にアピオ青森にて上記の研修会が開催されました。約 3時間の開催時間で、4題の御講

演がありました。1題目は「平成 28年度青臨技精度管理生物化学分析部門報告」として、つがる総合病院臨床

検査部の鰐田ひとみ技師が青森県内の生物化学分析部門の精度管理の良否や問題点に対しての対策などを述べ

て下さりました。2題目は「卵巣がんの新規腫瘍マーカーHE4のご紹介」として、アボットジャパン株式会社の

嶋崎徹氏に御講演頂きました。ヒト精巣上体タンパク HE4は卵巣良性腫瘍では増加せず、卵巣悪性腫瘍で有意

に増加することから、HE4単独または従来のマーカーである CA125と併用して測定することで CA125単独より

有用な卵巣がんマーカーになり得るとお話がありました。3題目は「敗血症診断に於けるプロカルシトニンの

活用」として、ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社の岩橋伸剛氏に御講演頂きました。甲状腺 C細胞か

ら産生されるプロカルシトニンは、細菌感染による敗血症で特異的に産生され、CRPよりも早期に血中濃度が

上昇します。また、細菌性敗血症の重症度とプロカルシトニンの血中濃度には相関性があり、重症になるほど

濃度が高値になるため、現在では多岐に渡る診療科で細菌性敗血症の診断に活用されているとお話がありまし

た。4題目は「あなたはコナン君になれるか…？」として、鯵ヶ沢病院検査科の安田善一技師に御講演頂きま

した。現在ほとんどの疾患でガイドラインができている中で、初診で病名が確定できる場合は 20~30%程であり、

確定できない場合ほど臨床検査技師が診断の補助をしていくべきだとお話がありました。過去に安田技師が経

験した実例を取り入れて下さったためにとても興味深い内容でした。 

 今回は数多くの貴重な講演を聞くことができたので、決してこの機会を無駄にせず今後の業務に生かしてい

きたいと思います。 

       

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度 青臨技 生物化学分析部門研修会報告 
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１．日  時 ： 平成 29年 2月 25日(土) 13：00～14:30 

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、吉岡 治彦、宇野 善成 

  欠席者 ：  濱谷 修、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、野坂理事が指名され、審議

が行われた。 

 

【報告事項】 

１）第 5回理事会議事録報告 

資料として配布された『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 

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の集計が終了した。 

・生理機能検査部門、血液検査部門の平成 29年度北日本支部研修会が青森県で開催される。 

 

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。 

・来年度の高校生心電図の日程が決まり、各支部長にメールで送信した。 

 

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）その他 

小島会長より配布資料に従って、平成 28年度日臨技幹事連絡会議、第 2回北日本支部幹事会について以下の

報告があった。 

・平成 29年度事業計画案概要説明 

  ①公益目的事業 

  ②学術・職能支援事業 

平成 28年度 第 6回理事会 議事録 
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  ③渉外・組織強化事業 

・平成 29年度助成事業(予定) 

  ①日臨技精度管理結果サポート事業助成 

  ②公益目的事業 

  ③生涯教育推進研修会助成 

  ④総会委任状回収委託 

・平成 28年度で終了する助成事業 

  ①検査説明相談のできる臨床検査技師育成講習会 

  ②新入会員に対する研修会 

・北日本支部医学検査学会(第 6回)について 

・平成 31年度日臨技主催全国「検査と健康展」開催県について 

・臨床検査技師連盟の加入者増に向けて 

 

【議 題】 

１）定時総会の運営について 

 藤田事務局長より以下のとおり説明があった。 

・各支部に定時総会での役員選定を依頼した。期限は 4月末。 

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 44回青森県医学検査学会について 

 配布資料に基づき野坂理事より日時、学会役員、宿泊可能人数、見積もり等について説明があった。 

 藤田事務局長より以下の報告があった。 

・教育講演『検査データから考える血液疾患』 

 講師：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 －どんな生き方をしますか－ 』 

 講師：北陸大学医療保健学部 教授 油野 友二 先生 

・ランチョンセミナーの公募、一般演題申し込みの進捗状況について 

・学会ホームページを 2月 24日より公開し、随時更新予定である。 

 小島会長より以下の報告があった。 

・医師・臨床検査技師卒後教育研修会の開催は現時点で未確定の状況である。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

３）次年度事業計画案について 

 配布資料に基づき藤田事務局長より平成 29年度事業計画案について説明があった。 

【会務】 

1.通常総会 

2.理事会・常任理事会  

3.各種委員会 

【事業】 

1.地域住民への衛生思想の普及啓発及び地域保健事業への協力に関すること 

 1.1  学校児童・生徒心電図 

 1.2. 健康展への協力 

  1.3  高校生への臨床検査技師啓蒙活動 
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 2.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 

  2.1  第 44回青森県医学検査学会 

 2.2  部門研修会の開催 

  2.3 臨床検査精度管理調査の実施 

  2.4 臨床検査精度管理調査結果報告書の発行 

 2.5 臨床検査精度管理指導講習会の実施 

  2.6 データ共有化事業実施 

 2.7 青森県自治体病院・診療所協議会臨床検査部会研修会開催への協力 

  2.8 青森県医師会「医師・臨床検査技師卒後教育研修会」開催への協力 

 2.9 関係団体および行政の実施する臨床検査精度管理事業への協力 

  2.10 血管模型作成講習会開催への協力 

 2.11 会誌：年 1回、会報：年 2回(ホームページへ掲載) 

3.関連団体との連携交流及び協力に関すること 

3.1  日本臨床衛生検査技師会、北日本支部検査技師会で行われる各種事業への協力 

3.2  青森県医師会「医師・臨床検査技師卒後教育研修会」への協力 

3.3  青森県自治体病院・診療所協議会臨床検査部会研修会への協力 

3.4  日臨技事業への技師派遣  

   次世代ニューリーダー育成研修会 

   認知症検査技師育成研修会 

   多職種連携研修会(仮称) 

4.その他本会の目的を達成するために必要な事業 

4.1 当会に対し功労のあった会員、学術業績のあった会員への表彰を行う。 

4.2 部門研修会、各支部研修会等の予定をホームページ上に掲載する。 

4.3 臨床検査精度管理調査結果報告書の内容をホームページ上に掲載する。 

4.4 理事会議事録をホームページ上に掲載する。 

4.5 会員相互の交流会を開催する。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

４）次年度予算について 

 配布資料に基づき三上会計より平成 29 年度一般社団法人青森県臨床検査技師会予算案について説明があっ

た。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

５）奨励賞について 

石山学術部長より以下のとおり報告があった。 

・学術部長及び各部門長の推薦の中から今年度の奨励賞を 1名指名することとした。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

６）その他 

・石山学術部長より第 44回青森県医学検査学会で医師・臨床検査技師卒後教育研修会が実施されない場合には、

精度管理報告会の開催時間を延長してはどうかとの提案があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

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 29年 4月 23日(日) 13：00～15:00 

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、 

津田 昭子、濱谷 修、吉岡 治彦、宇野 善成、成田 好孝 

  欠席者 ：  櫛引 美穂子、太田 孝雄 

 

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、野坂理事が指名され、審議

が行われた。 

 

【報告事項】 

１）事業内容・会計監査報告 

宇野 善監事より平成 29 年 4月 23 日（日）に平成 28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 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。 

 

３）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。 

・各部門、各支部ともに滞りなく研修会が終了した。 

・平成 28年度青臨技精度管理調査は各部門長、精度管理委員の協力で無事終了した。 

  6月 3日(土)に精度管理指導講習会が行われる。 

 

４）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。 

・高校生心電図検診が始まった。尾上高校から青森南高校へ心電計を移動する際に、タクシー会社の配車ミ

スにより 1時間ほど心電計の到着が遅れ、その間心電計 2台で行うべきところを 1台で行うことになり高

校側に迷惑をかけるという事態が発生した。他にも各支部で不都合なことや意見があれば連絡してほしい。 

 

５）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。 

 

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 

平成 29年度 第 1回理事会 議事録 
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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。 

・第 44回青森県医学検査学会の一般演題の順番について不都合がなければ予定通り行う。座長は 4月中に決

定予定である。 

 石山学術部長より次のように補足があった。 

・演題数が少ない部門はまとめて座長は 1人とし、演題数が多い部門は座長 2人とする。 

三上会計より配布資料に基づき平成 28年度青森県臨床検査技師会の収支について報告があった。 

 小島会長より以下のように補足があった。 

・各都道府県技師会の会費は 10000円から 5000円まで県によって異なるが、現在青臨技の会費は 8000円と

全国的にみると高い方である。また、日臨技で e-ラーニング(月額 750円)が始まることとなり、医療人と

してのスキルアップや生涯教育のツールとして活用していくことになるので、今後負担が増えることが考

えられる。そのため、会費については今後議論が必要と思われる。 

 

【議 題】 

１）平成 29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いて 6月 3、4(土、日)のタイムスケジュール及び役員の担当業務について

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）第 44回青森県医学検査学会について 

 配布資料に基づき野坂学会長より進捗状況について説明があった。 

・情報交換会の進行 

・送迎バスの時間(会場発) 6/3(土) 21:00、23:00  6/4(日) 16:30 

・ランチョンセミナーの準備 

・会場設営 

吉岡理事より学会参加の学生および引率者に関して質問があり、以下の意見が出された。 

・学会参加の学生、引率者については参加費無料とし、学校名を記載したネームプレートを配布する。 

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。 

・7月 15日(土)に行うことが決定している。 

・昨年度は保健学科の見学と検査部での実習を行ったが、今年度は病院メインで行い、病理、輸血部も含め

全分野での実施を考えている。 

・昨年度の参加は 75名であったが、今年度もそれ以上の参加が見込まれる。 

・石山学術部長、齋藤公益部長、三上渉外部長がメインとなってガイダンスを取り仕切り、その他のメンバ

ーについては今後決定する。 

・養成校紹介の時間配分、方法などの詳細については今後検討する。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

４）その他 

小島会長より以下のとおり説明があった。 

・北東北がん医療コンソーシアムへの参加依頼があり、参加する意向である。 
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・第 4回「地域ニューリーダー育成講習会」へ参加する技師の人選について。 

・「初級・職能開発講習会」開催。 

・「医療現場における職能向上のための検査技師育成講習会」開催。 

 平成 29年度は、各都道府県技師会より代表者 1名を選出し日臨技で開催する。 

・全国「検査と健康展」については、青臨技主催では行わず、弘前市、八戸市、黒石市で行っている健康ま

つり等を登録して開催する。 

・支部学会関連の学生フォーラム、中高校生向け進学支援事業の開催。 

 青臨技の開催は来年度になるため、今年度の秋田での開催を参考に行う予定である。 

・日臨技精度管理結果サポート事業助成 

 日臨技サーベイにおいて「C･D」評価施設へのサポートを行う。詳細は未定。 

・生涯教育推進研修会助成、総会委任状回収委託に関しては例年通り行う。 

・今年度の精度管理結果は、施設別報告書を作成して頂きたいと考えているが、担当者の負担が増えること

が予想されるため、JAMTQCの使用を検討していきたい。 

・来年度の北日本支部医学検査学会が青森市で開催されるにあたり、今年秋田市で開催される学会に視察団

(最低 10人)として参加する。 

・平成 30年度北日本支部医学検査学会のスローガンとポスターを公募する。 

 懸賞金：スローガン(1万円)、ポスター(2万円) 

  応募時期：スローガンは 6月中の予定。スローガン決定後にポスターを公募する。 

  応募者条件：青臨技会員 

  選考者：青臨技理事、学術委員 

石山学術部長より以下のとおり報告があった。 

・青森市民病院の本田技師が、輸血時に血液型を 2回検査することを啓蒙するポスターとプレゼン用のスラ

イドを作成した。後日ホームページに掲載する予定である。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

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 29年 6月 3日(土) 12：00～12：45 

２．場  所 ： まかど観光ホテル 2F 中宴会場 

上北郡野辺地町湯沢字湯沢 9   Tel.0175-64-3137 

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、 

津田 昭子、櫛引 美穂子、濱谷 修、吉岡 治彦、宇野 善成、成田 好孝、太田 孝雄 

 

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、野坂理事が指名され、審議

が行われた。 

 

【報告事項】 

１）第 1回理事会議事録報告 

平成 29年度 第 2回理事会 議事録 
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資料として配布された『第 1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。 

・各部門、各支部の研修会と平成 28年度青臨技精度管理調査が無事終了した。 

 

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。 

・4月、5月に高校生心電図検診があり、ご協力ありがとうございました。 

・検診期間中にトラブルがあった。 

①尾上高校から青森南高校へ心電計を移動する際に、タクシー会社の配車ミスにより 1時間ほど心電計の

到着が遅れた。 

②弘前中央高校に心電計を運ぶ際に渋滞に遇い、30分程遅れた。 

・派遣技師よりトラブル発生時のために予備の心電計の要望があったため、医師会と相談して決定する。 

 

４）渉外部経過報告 

三上渉外部長より以下のとおり報告があった。 

・高校生を対象とした臨床検査技師ガイダンスを 7月 15日(土)に行う。各高校に対するお知らせ配布と、ボ

ランティア技師の募集をしているのでご協力お願いします。 

 

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 

 

【議 題】 

１）平成 29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役員割り当て、議事運営について説明があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

２）第 44回青森県医学検査学会について 

 野坂学会長より宿泊、会場設営等について説明があった。 

上記の事項について理事に諮ったところ了承された。 

 

３）その他 

 藤田事務局長より配布資料に基づいて総会規定の変更について説明があった。 

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。 

 


