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青臨技会長挨拶
一般社団法人 青森県臨床検査技師会
会長 齋藤 浩治
平素は一般社団法人青森県臨床検査技師会の活動に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます
本年度定期総会にて平成 30、31 年度の会長を務めることとなりました。青臨技の事務局を担当して以来、3
名の会長の下で青臨技の理事を務めてまいりましたが、それぞれの会長から学んだことを今後の技師会活動に
役立てていきます。検討課題は沢山ありますが、まずは各施設との連携強化、事務局の負担軽減、青臨技理事
や学術部門長のスムーズな世代交代の在り方、研修会の在り方などを取り上げたいと考えております。
さて 11 月 10，11 日に青森市で行われた日臨技北日本支部医学検査学会（第 7 回）は大盛況で終えることが
できました。これも発表してくれた方、参加してくれた方、実務委員の方、各施設で留守を守ってくれた方、
賛助会員の皆様、関連団体の皆様すべてのご協力のお陰だと思い感謝しているところです。学会のテーマは「挑
戦と飛躍」でした。1 人 1 人、チームごと、施設ごと、地域ごと、いろんな挑戦があると思いますが、これか
らも新たな「挑戦」テーマを見つけ、働きがい、生きがいを感じながら「飛躍」して欲しいと願っております。
劇的に変化する医療情勢の中で、臨床検査を通じて国民に対して、安心、安全な医療を提供していけるよう、
臨床検査の精度の確保、会員の資質向上、チームワーク向上を目指したいと考えております。
役員一同一生懸命、会務を遂行して参りたいと思いますので、会員、賛助会員、関係団体の皆様、引き続き
ご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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新役員紹介

会長

副会長

副会長

常任理事 渉外部長

齋藤 浩治

石山 雅大

三上 英子

太田 孝雄

青森市民病院

弘前市立病院

青森県立中央病院

つがる総合病院

常任理事 事務局長

理事 会計

理事 組織調査

理事 庶務（HP）

野坂 知加

柴田 絵里子

吉田 泰憲

髙橋 智代

青森県立中央病院

青森県立中央病院

青森労災病院

八戸市立市民病院

理事 庶務（会報）

理事 学術

理事 学術

理事 公益

十文字 礼子

佐々木 久

山本 沙織

番場 隆彦

八戸赤十字病院

青森県立中央病院

健生病院

鯵ヶ沢病院
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理事 公益

理事 渉外

理事 渉外

理事 渉外

三橋 淳治

田代 博美

丸 光夫

吉岡 治彦

三沢市立三沢病院

八戸市立市民病院

むつ総合病院

弘前大学大学院
保健学研究科

監事
津田 昭子
あおもり協立病院

平成 30・31 年度各種委員会名簿
学術委員会
学術部長

石山 雅大

弘前市立病院

学術理事

佐々木 久

青森県立中央病院

学術理事

山本 沙織

健生病院

生物化学分析部門長

石山 雅大

弘前市立病院

生理機能検査部門長

逆井 久美子

八戸赤十字病院

病理・細胞診検査部門長

清水 道弘

八戸赤十字病院

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

櫛引 美穂子

弘前大学医学部附属病院

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・移植検査部門長

津嶋 里奈

青森市民病院

総合管理部門長

石山 雅大

弘前市立病院

遺伝子部門長

小杉 貴久

弘前市立病院
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会誌編集委員会
委員長

國分 慎

十和田市立中央病院

加藤 泰史

十和田市立中央病院

櫛引 望

三沢市立三沢病院

須藤 美紗子

三沢市立三沢病院

田中 利明

公立七戸病院

工藤 みどり

公立七戸病院

田中 祐子

公立野辺地病院

甲地 慎之介

公立野辺地病院

東 青

桧山 美佐江

青森県立中央病院

中弘南黒

成田 好孝

弘前市医師会健診センタ―

西北五

長利 敬子

かなぎ病院

下 北

奈良 隆志

川内診療所

上十三

佐々木 義明

公立野辺地病院

三 八

竹洞 ヒロ子

八戸市医師会臨床検査センター

会長

齋藤 浩治

青森市民病院

副会長

石山 雅大

弘前市立病院

副会長

三上 英子

青森県立中央病院

常任理事

太田 孝雄

つがる総合病院

事務局長

野坂 知加

青森県立中央病院

東 青

坂牛 省二

平内中央病院

中弘南黒

成田 好孝

弘前市医師会健診センタ―

西北五

山本 和雄

つがる市民診療所

下 北

眞野 志生子

むつ総合病院

上十三

國分 慎

十和田市立中央病院

三 八

堀内 弘子

八戸市立市民病院

役員推薦員会

表彰審査委員会

精度管理・標準化委員会
委員長

石山 雅大

弘前市立病院

武田 美香

弘前大学医学部附属病院

天野 暢

青森労災病院

須藤 安史

八戸市立市民病院

阿部 紀恵

八戸赤十字病院

櫛引 美穂子

弘前大学医学部附属病院

澤谷 泰子

青森市民病院

雫石 宏美

八戸赤十字病院
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倫理委員会
齋藤 浩治

青森市民病院

山崎 正夫

八戸市立市民病院（元青臨技会長）

横山 慶一

東青支部自宅会員（元青臨技会長）

ホームページ運営委員会
委員長

野坂 知加

青森県立中央病院

吉田 泰憲

青森労災病院

髙橋 智代

八戸市立市民病院

十文字 礼子

八戸赤十字病院

日臨技関連
日臨技臨床一般 e ラーニング作成委員

日本臨床検査技師連盟連絡責任者

石山 雅大 弘前市立病院
一戸 茂人 中弘南黒支部自宅会員

平成 30 年度青臨技通常総会・情報交換会報告
平成 30 年 6 月 9 日（土）八戸グランドホテルにおいて、平成 30 年度定時総会が行われました。定時
総会では議長に熊谷直哉（弘前大学医学部附属病院）
、番場隆彦（鯵ヶ沢病院）が選出されました。
小島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、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 29 年度事業経過報告、第二号議案として平成 29 年度決算報告、
平成 29 年度監査報告が執行部より説明されました。また、第三号議案 平成 30,31 年度役員改選につい
て、第四号議案 平成 30 年度北日本学会への助成について説明され、異議なく承認されました。
総会の議事録署名人として、佐々木久（青森県立中央病院）
、金浜朱希（むつ総合病院）を選出して終
了となりました。
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第 45 回青森県医学検査学会報告
八戸市立市民病院 田代 博美
第４５回青森県医学検査学会が大成功に終了しました。ご協力いただいた皆様に感謝いたします。特に
実務員として汗を流してくれた青臨技三八支部のみなさん、ありがとうございました。次に三八支部で行
われる学会の時もよろしくお願いします。
今回の学会では例年と比べて多くの演題発表があり、２会場を要するほどでした。特に若い人の発表が
多かったと思います。年齢を重ねると変なプライドのようなものが邪魔をして、学会発表をしなくなりま
す。若い臨床検査技師の皆さん、今です。１題でも多く発表しましょう。発表はたかだか１０分程度で終
了しますが、発表前の準備はその数百倍を要します。時間をかけて学んだことは自分の財産になります。
医療業界は毎日進歩しています。時代に取り残されないためにも、日々の努力が必要です。
自分の職場だけではないようですが、４０歳代の検査技師が少なくなっています。これから職場を盛り
上げていく人や、技師会活動で活躍する人材が不足しています。今から１０年後は、青森県の臨床検査技
師の平均年齢がかなり若返ります。青臨技理事や各部門長なども、３０歳代が中心となるでしょう。皆さ
んよろしくお願いします。
就職した頃では想像できない「学会長」を経験させていただきました。大変なこともありましたが、誰
でもが経験できることではない貴重な経験だったと思います。後輩諸君、次の学会長を目指し、頑張って
ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
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青臨技功労賞を受賞して
青森労災病院 古田 芳幸

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、ご推挙いただいた小島会長をはじめ
関係各位のご厚情に心より感謝申し上げます。受賞にあたり、県技師会、三八支部、そして青森労災病院
中央検査部の皆様に改めて御礼申し上げます。
今、一番記憶に焼き付いているのは、第 44 回東北医学検査学会のことでしょうか。こともあろうか学
会実行委員長などという立場に置かれていました。忘れもしない平成 15 年 10 月、秋の弘前。本来であ
れば、紅葉真っ盛り、岩木山も素晴らしい季節を迎えているはずなのに、その辺りの記憶は皆無です。
元を辿れば県元会長代行であり当院元技師長の杉本徹氏からの一言でした。
「県の副会長をやってくれな
いか。何でも困ったことがあれば手伝うから。
」
・・・迂闊にもその一言で簡単に承諾してしまった自分が
そこにいました。後悔先に立たず。ほとんどのことに対して断ることができない自分の性格を見透かされ
ていました。
学会に先立ち県の理事会が何度か開催されましたが、毎回、その熱気に押し倒され自分の無力さを感じ
ずにはいられませんでした。それでも東北学会は有能な多くの実行・実務委員により成功裏に終わりまし
た。懐かしいような苦々しいような微妙な思い出です。
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やがて、平成 18 年、私は三八支部の支部長として県学会を迎えていました。支部の先輩や同僚から助
言をもらいながら県学会の準備は着々と進んで行きました。3 年前のことが多少は頭に残っていたのでし
ょうか。苦労はしましたが実行・実務委員の協力を得て何とか無事終了できたことも今では懐かしい思い
出です。
この他にも技師会活動ではいろいろありましたが、皆様方のご理解ご協力があってこその功労賞受賞だ
と思います。重ねて感謝申し上げます。
最後に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を祈念し受賞の御礼と致します。有り難
うございました。

青臨技功労賞を受賞して
青森県立中央病院 工藤真理子
この度は、青臨技功労賞を受賞させて頂き、ありがとうございます。ご推挙頂きました関係各位、これ
までご支援、ご協力いただきました多くの方々、職場のスタッフに心より感謝申し上げます。
私の技師会での活動は、2000 年から臨床検査部門の精度管理委員を 4 年間、2006 年からは青臨技およ
び東臨技の生物化学分析部門の部門長を 6 年間務めさせていただきました。部門長のお話しがあったと
きは、とても務まるわけはない！と固く辞退したのですが、やる人がいないということで、渋々引き受け
ることになりました。どちらも実際やってみると、やはり大変なこと、苦労することも多く、引き受けた
ことを後悔したこともありましたが、大変貴重な経験をさせて頂いたと思っております。
研修会の企画・運営では、検査データに興味を持ってもらいたい、検査のおもしろさを知ってもらいた
いという一心で内容を企画し、5 年目、6 年目には、大変充実した研修会を開催することができました。
研修会を通して多くの方々との出会いがあり、交流できたことも、かけがえのない貴重な財産になりまし
た。引込み思案で人見知りで、とにかく人前にでることが大の苦手だった私が、人前で話ができるように
なったことも大きな収穫となり、人は立場や環境が変われば変われるということを実感しました。今は、
情報交換会に参加される方が少なくなったように感じますが、ぜひ交流の場として活用して頂きたい思い
ます。また、ハードルが高いと思ったことも、声をかけて頂いたことは、ありがたいと思ってチャレンジ
するようになりました。それを乗り越えることで少しずつレベルアップできたのではないかと思います。
技師会活動は私にとって、成長させていただくよい機会になりました。本当にありがとうございました。
これからは、私が吸収できたことを少しでも還元できればと思っております。今後の青臨技の益々の発展
をお祈り申し上げます。

青臨技功労賞を受賞して
青森県立中央病院 下山 純子
この度、
「青臨技功労賞」を頂きまして、会長はじめ関係者の皆様方には深く感謝申し上げます。また、
これまでご指導くださった皆様、支えてくださった皆様に感謝いたします。
月日はあっという間に過ぎ去り、いよいよ退職の年を迎えました。多くは病院勤務でしたが、異動によ
り青森県環境保健センターに 9 年間勤務し、公衆衛生に携わりました。私が所属した微生物部では、病
原となる細菌・ウイルスの試験研究および先天性代謝異常症・神経芽細胞腫の検査研究を行っていました。
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青臨技公衆衛生研究班班長は、県衛生研究所に在職した先輩方から代々受け継がれ、若輩ながらお引き受
けすることになりました。その間、微生物研究班と合同で研修会を開催しましたが、経験が浅く、研修会
のイロハもわからないまま、右往左往していたことを記憶しています。当時の微生物研究班班長さんには
本当にお世話になりました。病院へ異動したのを機に班長職から離れ、病院の業務に紛れているうちに、
公衆衛生研究班が再編によりいつの間にか消えていたという印象があります。技師会活動に数年間携わり、
技師会に貢献できたとはとても思えませんが、私自身学んだことが多々あり、このような機会を頂いたこ
とに感謝いたします。
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活躍とご多幸を祈念して、受賞のお礼
と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
八戸赤十字病院 田口 俊彦
この度は「青臨技功労賞」として表彰いただき、ありがとうございます。臨床検査技師として職に就い
てから辿ってきた自身の軌跡に対して、このような評価をいただき心から光栄に思います。
県技師会との関わりとしての転機は平成（H）に入ってまもなく訪れました。Ｈ２年より臨床化学部門
研究班（現在の生物化学分析部門）班長２期、県技師会理事、そして第 37 回東北医学検査学会事務局を
担当しました。また H15 年から 27 年まで精度管理・標準化、データ共有化、精度保証施設認証の各委
員を務めさせていただきました。その間、三八地区臨床検査標準化委員会を立ち上げ、検査データの施設
間差是正や基準範囲設定等に取り組み、日臨技のデータ標準化事業にも基幹施設として参画してまいりま
した。技師会活動に携わったことで知識そして行動の幅を拡げることができ、培った経験は後々に活かさ
れました。
臨床検査の標準化・共有化に関しては幾つかの課題がありますが、県推奨基準範囲さらに JCCLS 共用
基準範囲が設定され、自施設でも共用基準範囲を採用したことで一つの句切れがついたと私自身は思って
おります。
最後に、これまでの諸先輩方のご指導ならびに職場スタッフをはじめ皆様のご協力に感謝申し上げます
と共に、青森県臨床検査技師会のご発展と会員の皆様のご活躍を祈念して受賞の言葉といたします。

青臨技奨励賞を受賞して
弘前大学医学部附属病院 木村 正彦
この度は、青臨技奨励賞を頂きまして誠にありがとうございます。活動を通してこれまで関わった皆様
に深く感謝致します。
賞を受賞するにあたり、改めて技師会との関わりについて回想してみました。
20 代、秋田大学で働いていた私は、秋臨技の皆様に大変お世話になりました。研修会の手伝い、飲み
会、
打ち上げ等、
頻繁に技師会活動に参加した記憶があります。
自分から積極的に参加したというよりは、
若い人は半強制的に参加する時代背景の結果でありますが、楽しく良い経験を積むことが出来ました。
30 代、弘前大学で働くようになり、以後青臨技の皆様にお世話になっています。健康展、学会や研修会
に数える程度参加したと思いますが、残念ながらあまり記憶がありません。青臨技のせいではなく私自身
-9-

の問題で、技師会活動に対して他人事のような感覚でいたように思います。
技師会活動に多少貢献したと思えるのは 40 代になってからで、青臨技の感染制御部門長を引き受けた
のがきっかけです。当時、東北臨床検査技師会から北日本支部へと日臨技の支部再編が行われた時期で、
北日本支部の部門長も担当する事態になってしまい「聞いてないよー」
、部門長の大変さを身に染みて感
じました。同時にこれまで技師会活動に少し距離を置いていた姿勢を見直す良い機会にもなりました。
「苦労は必ず報われる」ということわざはありますが、報われない場合がほとんどだということを前提
に日々ご苦労なさっていると思います。技師会活動はその代表的なものかもしれません。今回、賞を受賞
して得たものは県学会懇親会の招待券ですが残念ながら利用できませんでした。ただし、良く言われるこ
とですが、苦労と引き換えに人脈を得ることは出来ました。ある程度の年代になると否が応でも、研修会
の企画や講演、シンポジストなど様々な役が回ってきます。今思えば、苦労した経験や人脈で以外と助か
っています。
部門長は大変というイメージを与えてしまったかもしれませんが、それまでにあまり活動していなけれ
ばの話です。昨今、研修会や学会発表、イベントの手伝いを強制されることは少ないと思いますので、ぜ
ひ若いころから積極的に技師会活動に参加し技師会を盛り上げて頂きたいと思います。
最後に、青森県臨床検査技師会のさらなる発展に少しでも貢献できるよう今後も尽力致しますので、どう
ぞよろしくお願いします。

平成 30 年度感染制御部門研修会報告
八戸赤十字病院 井原 幸恵
今回の研修会では、臨床検査技師、薬剤師、医師のお三方よりそれぞれの立場から AS への関わり方を
講演していただいた。5 月より初めて細菌検査を担当することになった私は、言葉の意味から始まり AST
の活動や介入の仕方まで、大変勉強になった。
まず、AS とは Antimicrobial Stewardship、抗菌薬適正使用支援のことである。2016 年に「抗菌薬適
正使用支援プログラム推進のために」
、2017 年には「抗菌薬適正支援プログラム実践のためのガイダンス」
が感染症関連 8 学会より発行された。AS の目的は①抗菌薬療法を最適化（予後改善）②耐性菌抑制（感
受性の向上）③治療の質を確保して医療費を削減することである。当院でも ICT に加えて AST が発足し
た。AST は耐性菌を作らないための活動を、ICT は耐性菌を拡げない活動をすることになる。
AST の重要な活動は治療方針を継時的に評価してフィードバックすることである。例えば、細菌検査
結果判読の解釈の難しさや誤解のために、治療薬や投与量が誤って処方されている場合に、AST でのカ
ンファレンスの結果を医師へアドバイス（介入）をする。その際、日頃から医師とのコミュニケーション
が取れていると受け入れてもらいやすい。
次に、微生物検査室は受け身ではなく、医師へ「正しく伝わる検査情報」を提供していく努力が求めら
れている。今回の講演では、電子カルテ上に結果報告予定時刻や、治療薬と投与量のアドバイスのコメン
トを表示させる例が挙げられ、忙しい医師が確認しやすい方法であり有効であると感じた。このような検
査結果の適正判読の支援は臨床検査技師の大事な役割である。また、他職種との情報共有によって適正な
薬剤の使用がされた症例も提示され、多職種が関わるチームのコミュニケーションが適正使用に繋がると
感じた。
最後に、
抗菌薬の適正使用は
『正確な微生物検査』
が重要とのことを三人の先生方がおっしゃっており、
我々の仕事が鍵となることを感じた。まずは正しく微生物検査ができるように知識と手技を身に付け、
AS 活動に貢献したい。
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平成 30 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
「平成 30 年度 青森県輸血検査実技研修会」を青森県臨床検査技師会の主催、青森県合同輸血療法委
員会と青森県赤十字血液センターの共催で開催した。本研修会は、青森県内で輸血検査に従事する検査技
師を対象とした実技研修会とした。異常反応を示す検体に遭遇し、自施設で解決できなかった場合、赤十
字血液センターに問い合わせをしたり、精査を依頼しているが、その中には知識があれば自施設で解決で
きたものも多い。そこで、今回の研修会は実技をメインとし、異常反応に対する検査の進め方及び考え方
について速戦的知識を身に付けることを目的とした。午前中の講義では、ABO 血液型判定で異常反応（オ
モテ・ウラ不一致、
部分凝集など）
となる原因および異常反応に遭遇した際の検査の進め方について学び、
午後は実際に異常反応を示す検体について実技を行った。講義で学んだ内容を踏まえた上で実技研修を行
うことで、異常反応に対する知識を深め、解決のための検査技術を習得できたと考えられる。今回、輸血
検査経験の浅い参加者が多かったが、青森県合同輸血療法委員会と青森県赤十字血液センターが共催した
ことで、受講者 14 名に対し実務委員 13 名と十分な人数の実務委員を確保でき、参加者全員が研修内容
に満足という結果であった。また、実務委員として県内の認定輸血検査技師が 6 名参加したが、実務委
員数に余裕があったため、参加者に細かに指導ができ、認定輸血検査技師との何らかの接点を作ることが
できたと考える。
今回の輸血検査実技研修会は、青森県内各施設で安全で適正な輸血医療を行うための一助となる事が期
- 11 -

待される。

理事会議事録
平成 29 年度 第 4 回理事会 議事録
１．日

時 ： 平成 30 年 3 月 11 日(日) 13：00～14：00

２．場

所 ： 弘前大学医学部附属病院 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、野坂 知加、
三上 昭夫、柴田 絵里子、木津 綾乃、田代 博美、津田 昭子、野坂 嘉友、
櫛引 美穂子、濱谷 修、宇野 善成、太田 孝雄、吉岡 治彦
欠席者 ： 三上 ルリ子、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、書記に柴田理事が指名され、審議が
行われた。
【報告事項】
１）第 3 回理事会議事録報告
資料として配布された『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。
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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。
・一般検査部門を除いて各部門の研修会が終了した。
・精度管理も終了し、青臨技ホームページに掲載していく予定である。
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。
・医師会より高校生心電図検診の日程が来たので各支部へ配布し、人員調整をしている。昨年までは
医師会の担当者が検査技師の方で、検診にも参加して頂いていたが、今年から担当者が検査技師で
はない方に変更となったため、全て青臨技で実施することになる。各支部に迷惑をかけることもあ
るかと思うがよろしくお願いします。
また、各支部ごとに配置できない場合は支部間で調整する場合もあるため、ご協力お願いします。
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
野坂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
・青臨技支部関連経過報告
６）その他
齋藤公益部長より 2018 年 2 月 23 日(金)に開催された第 2 回北日本支部幹事会に関して以下のとおり
報告があった。
・2020 年の全国学会は北日本支部の受け持ちで、4 月 24,25 日 国際センター(仙台)
を予定している。(担当県：福島県)
・平成 30 年度学術部門研修会
一般検査部門：7 月 28,29 日(新潟県)
微生物部門：11 月 23,24 日(山形県)
輸血部門：11 月 18 日
・技師連盟からの報告
今年度の会費収入が目標に達しなかったため、平成 31 年より年会費を 1 口 1000 円から 3000 円
に値上げすることが決定した。
【議 題】

１）次年度事業計画案について
配布資料に基づき藤田常任理事より平成 30 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
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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・生徒心電図検診
1.2. 健康まつりへの協力
1.3 高校生への臨床検査技師啓蒙活動
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 45 回青森県医学検査学会
2.2 部門研修会の開催
2.3 第 7 回日臨技北日本支部医学検査学会の開催
2.4 日臨技推進生涯教育研修会の開催
2.5 臨床検査精度管理調査の実施
2.6 臨床検査精度管理調査結果報告書の発行(3 月)
2.7 臨床検査精度管理指導講習会の実施
2.8 データ共有化事業実施
2.9 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
2.10 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
2.11 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
2.12 血管模型作成講習会開催への協力
2.13 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
地域ニューリーダー育成研修会
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。
２）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 30 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。
３）奨励賞、功労賞について
野坂事務局長より平成 29 年度 青臨技 功労賞・奨励賞候補者について説明があった。
功労賞：野坂 嘉友(公立野辺地病院)
下山 純子(青森県立中央病院)
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古田 芳幸(青森労災病院)
田口 俊彦(八戸赤十字病院)
工藤 真理子(青森県立中央病院)
奨励賞：木村 正彦(弘前大学医学部附属病院)
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
追加として、野坂事務局長、小島会長より以下の説明があった。
現在功労賞対象者の委員任期について詳細な記載がなく、役員推薦委員との話し合いの結果、1 期 2 年
以上の学術委員、支部・県の委員経験者を功労賞の対象としたい。
上記の事項について理事に諮ったところ了承され、規約を変更することになった。
４）定時総会の運営について
配布資料に基づき野坂事務局長より学会・総会スケジュール案、定時総会役員割り当てについて説明
があり、役員割り当てに関しては、各支部で選出し、4 月末までに事務局へ連絡してほしいとのことであ
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）第 45 回青森県医学検査学会について
田代学会長より進捗状況について以下の報告があった。
ランチョンセミナーは栄研化学(尿検査に関する内容)の予定。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
６）第 7 回北日本支部医学検査学会について
配布資料に基づき齋藤公益部長より学会の予算、進捗状況に関する説明があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
７）その他
・第 44 回青森県医学検査学会学会長の野坂理事より学会成功に対しての謝辞があった。
・上十三支部の高校生心電図検診が同日に多校あり、技師の調整が難しいとの報告に
対し、不都合に関しては早めに連絡すれば対応可能との返答があった。
議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。

平成 30 年度 第 1 回理事会 議事録
１．日 時 ： 平成 30 年 5 月 9 日(水) 15：00～16：45
２．場 所 ： 青森県観光物産館 アスパム（9 階 南部）
青森市安方一丁目 1 番 40 号

Tel.017-735-5311

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、野坂 知加、
三上 昭夫、三上 ルリ子、柴田 絵里子、木津 綾乃、田代 博美、津田 昭子、
野坂 嘉友、濱谷 修、宇野 善成、太田 孝雄、吉岡 治彦
欠席者 ： 櫛引 美穂子、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、書記に柴田理事が指名され、審議が
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行われた。
【報告事項】

１）事業内容・会計監査報告
〇事業内容について

小島会長より以下のとおり報告があった。
・
「検体採取に関する厚生労働省指定講習会」が行われるようになってから 4 年目になるが、全国的
に開催回数が削減されており、今年度の仙台での開催は 7 月 21,22 日と 10 月 27,28 日の 2 回予定
されているが、来年度の開催は 1 回になる可能性も出てきた。青森県内の受講者はまだ半数をわず
かに超えた程度であるため、まだ受講していない場合は積極的に受講されるようお願いしたい。
・昨年 6 月に医療法が改正され、検体検査の精度管理に関する事項が盛り込まれることになった。試
薬管理台帳や標準作業手順書、作業日誌などが義務付けられ、現時点でこのような書類が無い場合
は今後準備する必要が出てきた。このような流れに取り残されないようにするためにも、なお一層
の技師会活動への参加をお願いしたい。
藤田常任理事より配布資料に基づき会務報告、事業報告があった。
〇会計報告

三上会計から資料として配布された「平成 29 年度 一般社団法人青森県臨床検査技師会 収支計画
書」について報告がった。
〇会計監査報告

宇野監事より平成 30 年 5 月 8 日(火)に弘前大学医学部附属病院検査部技師室において平成 29 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『平成 29 年度 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
石山学術部長より以下のとおり報告があった。
・青臨技研修会ならびに支部研修会が滞りなく終了した。
・平成 30 年度青臨技検査研究部門において部門長の約半数、部門員約 2/3 が変わるため
申し送り等をしっかりとして進めていきたい。
４）公益部経過報告
齋藤公益部長より今年度の心電図検診についての実施状況、トラブル等の報告があった。
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
野坂事務局長より、配布資料に基づき以下について報告があった。
・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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・青臨技支部関連経過報告
７）その他
小島会長より以下の報告があった。
・役員推薦委員会で推薦された平成 30 年度の理事候補について。
・横山慶一氏が瑞宝双光章を受章された。6 月 9 日の情報交換会において功労賞、奨励賞受賞祝賀会と
併せて祝賀会を行いたい。
【議 題】

１）平成 30 年度定時総会について
・野坂事務局長より平成 30 年度定時総会役員割り当て、学会・総会スケジュール案について説明があっ
た。
・齋藤公益部長より以下の説明があった。
北日本学会でウェブアンケートを実施する予定で現在システム作成中であるが、学会前に検証の必要
があるため、6 月 10 日一般演題終了後からランチョンセミナー開始までの約 40 分の間で 2 会場同時
にスマートフォンを使用したウェブアンケートを実施する予定である。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
２）第 45 回青森県医学検査学会について
・田代学会長より進捗状況について以下のとおり説明があった。
4 月 27 日(金)に会場の下見をし、会場の他に理事会、情報交換会開催場所、講師控室等を確認した。
また、5 月 11 日(金)に会議を開催し、実務委員の担当割り当て等を決定する予定である。
・石山学術部長より 5 月 26 日(土)に理事数名も会場を確認しに行き、話しあいを行う予定であるとの説
明があった。
・吉岡理事より学会に参加する弘前大学医学部保健学科の学生の受付やランチョンセミナー参加につい
て質問があり、それに対して常任理事より受付時には学生証の提示をしてもらい、ランチョンセミナ
ーには参加可能との返答があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３）第 7 回日臨技北日本支部医学検査学会について
・齋藤学会長より以下の説明があった。
2 月にホームページをオープンし、メーカーへ広告、機器展示、ランチョンセミナーを依頼していた。
5 月 2 日時点で、ランチョンセミナー10 社、広告 14 社(目標 30 社)、機器展示 28 コマ(目標 40 コマ)
である。目標に達していないものは直接依頼するなどして徐々に増えてきている。
また、配布資料に基づき学会の組織構成・担当、準備スケジュール等についても説明があった。
・吉岡理事より以下の質問があった。
昨年の北日本学会では学生の発表が発表部門に関係なく学生枠としてまとめられていたために聞き
たい発表を聞くことができない場合もあった。また、発表する側としても同部門の方に聞いていただ
いた方がより理解していただけると考える。今回の学会の方針はどうなっていますか？
それに対して、今回は演題申込をした部門で発表できるようにしていきたいとの返答があった。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
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４）その他
石山学術部長から以下の依頼があった。
役員、委員で連絡先に病院の共有アドレス等を使用している方との連絡が十分にとれず、大変な場合
があるため個人アドレスを使用するよう検討して頂きたい
それに対し小島会長、齋藤公益部長より今後検討していくとの返答があった。また、連絡がとりづら
いのは事務局の負担にもなっているため、今後の負担軽減のためにも事務員の採用を検討中であるとの
返答もあった。
議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。

平成 30 年度 第 2 回理事会 議事録
１．日 時 ： 平成 30 年 6 月 9 日(土) 13：30～14：30
２．場 所 ： 八戸グランドホテル（10F スカイバンケット）
八戸市番町 14 番地

Tel.0178-46-1234

３．出席者 ： 小島 佳也、三上 英子、藤田 絵理子、野坂 知加、三上 昭夫、三上 ルリ子、
木津 綾乃、柴田 絵里子、田代 博美、津田 昭子、櫛引 美穂子、太田 孝雄、
濱谷 修、吉岡 治彦、宇野 善成、成田 好孝、吉田 泰憲、中村 智代、
十文字 礼子、佐々木 久、山本 沙織、番場 隆彦、三橋 淳治、丸 光夫
欠席者 ： 石山 雅大、齋藤 浩治、野坂 嘉友
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『平成 30 年度 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
石山学術部長不在のため、小島会長より以下のとおり報告があった。
・6 月 10 日(日)の昼に学術会議を開催する。生物化学分析部門の部門長、副部門長が未定のため、早
急に決めるようにして頂きたい。
３）公益部経過報告
齋藤公益部長不在のため、藤田常任理事より以下のとおり報告があった。
・7 月 28 日(土)に弘前大学保健学科、弘前大学附属病院を会場として高校生向け臨床検査技師ガイ
ダンスを開催する予定で、先週各高校に案内を送付した。今年も多数の申し込みがあると思われる。
後日実務委員の協力をお願いする。
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。
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５）事務局経過報告
野坂事務局長より、配布資料に基づき以下について報告があった。
・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
小島会長より以下の要望があった。
・日臨技関連について、
「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」の受講率は全国では 7 割であ
るが、青森県は 5 割をわずかに超えた程度である。7 月 21,22 日(土,日)仙台市で開催される講習
会はすでに定員となっているが、
10 月 27,28 日(土,日)については近日中に公開されると思うので、
まだ受講していない会員には施設からも協力をお願いしたい。来年度は最後の年であり、仙台市で
の開催は 1 回のみとなる可能性もあるため、できるだけ早く受講して頂きたい。
・関連団体について、7 月 7 日(土)青森市で開催される「青森県医師会 医師･検査技師卒後教育研修
会」に、特別講演で天理医療大学の松尾先生がいらっしゃるので是非参加して頂きたい。
【議 題】

１）平成 30 年度定時総会について
野坂事務局長より平成 30 年度定時総会議事運営、役員割り当て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 45 回青森県医学検査学会について
田代学会長より以下のとおり説明があった。
・例年にも増して演題数が多く、2 会場で演題発表が行われる。受付は 2 階、第 2 会場
は 1 階にあるため、受付をせずに第 2 会場に入る会員がいた場合は受付へ案内をお願いしたい。
小島会長より県学会運営の経過について以下のとおり説明があった。
・書類上の手続き等については青臨技事務局が担当し、その他特別講演、公開講演、講師決定等につ
いては支部主体で行っていたが、各支部からの意見もあり、理事会で協議した結果、学術や部門長
などの意見も取り入れていくことになり現在に至っている。未だ分担については曖昧な部分もある
が、今後も県全体で青臨技事務局と各支部が連携をとり運営して頂きたい。
上記の事項について理事に諮ったところ了承された。
３）その他
藤田常任理事より、配布資料に基づき北日本支部学会に関して以下項目の進捗状況について説明があ
った。
1. 協賛申し込み状況
2. 日臨技からの運営費入金
3. 学会企画関連
4. プログラム集
5. 託児所
6. 学生フォーラム
7. 情報交換会、スタンプラリーなどのお楽しみ企画
8. WEB アンケートシステムのテスト
9. 打合せ日程
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小島会長より医療法の改正に関する説明があり、12 月施行に向けて 11 月の北日本支部学会では日臨
技常務理事から詳細等を説明して頂く予定であるとの報告があった。
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。

平成 30 年度 第 3 回理事会 議事録
１．日

時 ： 平成 30 年 6 月 9 日(土) 18:00～18:15

２．場

所 ： 八戸グランドホテル
〒031-0031 青森県八戸市番町 14 番地
TEL.0178-46-1234

３．出席者 ：齋藤 浩治、三上 英子、太田 孝雄、野坂 知加、柴田 絵里子、吉田 泰憲、中村 智代、
十文字礼子、佐々木 久、山本 沙織、番場 隆彦、三橋 淳治、田代 博美、丸 光夫、
吉岡 治彦、小島 佳也、津田 昭子
議長に齋藤理事があたり、書記に中村、十文字理事が指名され、審議が行われた。
【議題】

１． 各役職、担当について
平成 30 年度定時総会、第三号議案で承認された理事における平成 30、31 年度における各役職について
討議が行われた。その結果、会長として齋藤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。なお、被選定者は就任を承諾した。
役職

担当

会長

氏名

施設

齋藤 浩治

青森市民病院

副会長

学術部長

石山 雅大

弘前市立病院

副会長

公益部長

三上 英子

青森県立中央病院

常任理事

渉外部長

太田 孝雄

つがる総合病院

常任理事

事務局長

野坂 知加

青森県立中央病院

理事

会計

柴田 絵里子

青森県立中央病院

理事

組織調査

吉田 泰憲

青森労災病院

理事

庶務(HP)

中村 智代

八戸市立市民病院

理事

庶務(会報）

十文字礼子

八戸赤十字病院

理事

学術

佐々木 久

青森県立中央病院

理事

学術

山本 沙織

健生病院

理事

公益

番場 隆彦

鰺ヶ沢病院

理事

公益

三橋 淳治

三沢市立三沢病院

理事

渉外

田代 博美

八戸市立市民病院

理事

渉外

丸 光夫

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

小島 佳也

弘前大学医学部附属病院

監事

津田 昭子

あおもり協立病院

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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