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青臨技特別功労賞を受賞して 

青森県立中央病院 佐藤裕久 

 

この度は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。 

特別功労賞を受賞するにあたり、改めて斎藤会長をはじめ役員の皆様、青臨技会員の皆様に、心から御

礼申し上げます。  

振り返ってみると、技師会の活動では、臨床化学研究班長 6年、総合管理部門長 4年、日臨技の臨床化

学検査研究班全国委員 6年、そして役員を 4年と、長い期間務めさせていただきました。 

勤めはじめた昭和 57 年頃は、検査試薬や分析機器が日進月歩で発展した時代、新しい検査の情報を得

るために臨床化学や機器の研修会によく参加してる間に、研修会を企画する側となって、地区や県、東北

地区などで数多く開催していました。中でも、平成 17年に日臨技の生物化学分析部門研修会を青森市で

開催した時には、青臨技会員の多くの方々に支えられながら、無事に終えることができました。また、小

島さんをはじめ工藤さん、手代森さん、成田さん、増田さん青臨技の実務委員の皆さんには、開催期間だ

けでなく事前の準備から協力してもらい、本当に良い経験と忘れられない研修会でした。 

今では当たり前の検査データの標準化ですが、平成 16年 JSCCと日臨技の共同事業で始まった臨床検査

データ標準化事業に発足当初から加わり、悪戦苦闘しながら、検査測定値の標準化の検証（年間を通して

検査データの互換性の確認、標準化値担保の確認）作業に携われたことは、分析精度の維持や標準化を普

及する上で非常に良い経験で、その後青臨技の精度管理・標準化委員を務めさせてもらい、標準化に向け
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て JSCC標準試薬の導入や共有化基準値の採用などの普及・啓蒙に務めたことが、今回の功労と認められ

たものと思っています。 

また、平成 25年には東青支部で、「第 40 回青森県医学検査学会」の学会長を務め、総会準備や情報交

換会の準備、公開講演など支部会員一丸となって協力し、無事成功裏に終えることが出来たことは、青臨

技技師会及び支部会員の皆様のおかげだと思っております。  

最後になりますが、青臨技の益々の発展と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。 

 

 

功労賞お礼 

青森県立中央病院 西村 司 

 

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、ご推挙いただいた斎藤会長をはじめ

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、上十三、東青支部の皆様に改め

て御礼申し上げます。私は、平成18・19年度に生理機能検査部門長として活動させていただき、この時の

座長や発表の経験が、現在の臨床検査や糖尿病療養指導の知識を活かしながら短命県返上の活動の基礎と

なっています。短命県連続40年間ダントツ最下位からの脱出のため、今後も「運動は魔法のくすり」をテ

ーマにお笑い健康運動の普及に努めたいと思います。 

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。 

 

 

青臨技功労賞を受賞して 

下北医療センター むつ総合病院 齋藤 仁 

  

 この度は、青臨技功労賞をいただき、誠にありがとうございました。受賞にあたり、長年ご支援ご協力

をいただきました、青森県臨床技師会の皆様や下北支部の皆様には心より御礼申し上げます。 

 振り返ってみますと、青臨技入会当初は当院の先輩方に、県学会や研修会に強制的に参加させられ、「参

加して学術的なことの他に、人（技師）を知り、人と交流をもて」と言われ研修会等に参加し、技師との

交流などから多くの刺激を貰い帰ってきたことを覚えています。 

 県の理事として、平成 22、23年度に公益、平成 26、27年度に庶務の 2期を努めましたが、当時の青臨

技会長をはじめ、役員の方々の活発な技師会活動を目の当たりにして、「この方々は普段職場でルーチン

業務をきちんとやっているのか」といらぬ心配を思わせる位活動的で、配信されてくるメールは深夜 12

時を過ぎる事は度々でした。しかし、私は何をやってきたのか皆無で、皆様方のご協力があっての事と思

っております。 

 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を祈念し、功労賞受賞の御礼と

させていただきます。有難うございました。 
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青臨技功労賞を受賞して 

                      つがる総合病院 澁谷 悟 

 

 この度は、青臨技功労賞を頂き誠にありがとうございました。 

 これもひとえに、青森県臨床検査技師会、西北五支部技師会、そして西北中央病院、並びに、つがる総

合病院臨床検査部の皆様方が長年にわたるご協力とご支援くださったおかげで、あらためまして感謝申し

あげます。 

 昭和 57年 4月西北中央病院に入職し、長い間輸血検査に携わってきました。 

その間、検査方法も試験管法からカラム凝集法に変わり、さらに認定検査技師制度もスタートしました。

県及び支部技師会で、その時々のテーマに沿った研修会を企画開催してきました。また、青臨技のサーベ

イへの参加を促すために、苦慮したことも思いだされます。 

 多くの皆様の支えなくしてはできませんでした。 

 本当にありがとうございました。 

 最後になりますが、青森県臨床検査技師会の益々のご発展を祈念致しまして、お礼の言葉とさせていた

だきます。 

 

 

青臨技奨励賞を受賞して 

青森労災病院 高木 友幸 

 

 この度、青臨技奨励賞を頂き誠にありがとうございました。受賞にあたり、齋藤会長をはじめ役員の皆

様、青森労災病院中央検査部の皆様に感謝申し上げます。 

 自分がこの賞を受賞できたのは、主に生理検査に関する学会発表および座長を務めたことの積み重ねが

評価されたことだと思います。青森労災病院に就職した新人時代は検体検査に配属となり生化学、血液、

一般検査等を３ヶ月～半年位でローテーションされ合計２年ほど検体検査を担当しました。３年目になる

時のローテーションで生理検査に配属されることになり、以後しばらく担当することになりました。配属

されてからしばらくは知識や技術が未熟で先輩方に迷惑をかける日々が続きました。学会発表もいつかは

やってみたいとは思っていましたが、このままでは無理なのではないかとも思いました。そんな時にある

症例をまとめて、学会で初めて発表する機会が訪れました。しかし経験不足や知識不足もあり、今思えば

散々なまとめ方だったなと思いました。しかしながらまとめるに当たり雑誌や参考文献を調べたりするこ

とで得られた知識も多く、自分自身の財産になったことも確かです。また、学会発表を経験することで自

分がまとめたことに対しての様々な意見を聞くことができました。時には自分がまとめた視点とは違った

視点からの意見もあり、多方面から物事を考えることの大切さを学ぶこともできました。発表を経験した

ことで次に発表する時はどのようなまとめ方をすればよいかが分かり、とても参考になりました。散々な

発表ではありましたが、この時経験したことが今後に活かされることになりました。また座長を務めた時

も、演者に対しての質問を考える際には事前に調べて勉強しておく必要があります。発表も大変ですが座

長の仕事も大変で、時には自施設では行っていない検査の演題に関しての依頼もあり、引き受けるかどう

か迷ったこともありましたが、勉強する機会が与えられたと思い前向きにとらえることができました。そ

の後、発表や座長の機会が何度かあり、今回の受賞につながったと思います。 

 また、超音波検査士、日本糖尿病療養指導士、血管診療技師（CVT）等の認定資格の取得および更新単

位取得のために各種研修会に参加し、他施設の技師との交流も学会発表や座長を務めたことには役に立っ
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たのではないかと思います。 

 「奨励賞」と聞くと何か特別なものというような感じがするかもしれませんが、誰でも目指すことがで

きる賞だと思います。自分自身、日々の業務の中で何か特別なことをしてきたことはなく、その中で興味

がある症例を調べてまとめてみる、というようなことを積み重ねてきただけだと思います。すなわち、皆

さんが日々行っていることで目指すことができると思います。若い技師の皆さんは是非チャレンジしてみ

て下さい。経験した症例から学んだことは大きな力になります。そして青森県の学術活動を大いに盛り上

げて下さい。 

 最後に、これからの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心からお

祈りいたします。この度は誠にありがとうございました。 

 

 

青臨技奨励賞を受賞して 

青森市民病院 津嶋 里奈 

 

この度は、青臨技奨励賞を頂きましてありがとうございます。受賞にあたり、齋藤会長をはじめ役員の

皆様、当院臨床検査部スタッフ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が大きかったと思います。平成 28年か

ら輸血・移植検査部門の部門長をやってみないかと、前部門長の本田さんからお話を頂き、自分から進ん

で何かをやることが少ない私は不安でしたが、“いつかは部門長をやることになるから、早いうちに経験

しておいた方がいいし、同じ病院だから引き継ぎながら、一緒に研修会の企画を考えよう。”と言って頂

き、何事も経験だと思いお引き受けすることにしました。部門長は大変な仕事でしたが、技師会事務局の

皆様、学術部長の石山さん、部門員の方々、県内の輸血医療に携わる皆様のご協力を頂き、様々な取り組

みをすることができました。 

 2018 年の北日本医学検査学会で企画・開催した、スマホを用いたケースカンファレンスは、こんなと

き、あなたならどう対応しますか？という質問に対して、スマホを使って参加者の意見をリアルタイムで

お聞きするという初めての試みを実施しました。自施設の仕事に追われながらも、職場の上司・同僚、講

師の方々のご協力もあり、無事に企画・開催することができ、アンケート集計からも参加者の満足度は高

く、大成功であったと自負しております。技師会の研修会等を通じてたくさんの方と知り合うことができ、

日常業務の対応で困った際に、他施設ではどのように対応しているか、情報共有をスムーズに行うことが

できるようになりました。現在の輸血・移植検査部門の部門員は 30代の方が多く、これから技師会活動

に積極的に参加し、他施設との情報共有や意見交換を活発に行っ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ご発展と、会員の皆様のご活躍とご多幸を祈念いた

しましてお礼の言葉に代えさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

 

【研修会報告】 

2019年度青臨技輸血・移植検査部門研修会 

青森市民病院 津嶋 里奈 

 

「2019年度 青臨技輸血・移植検査部門研修会」を青森県臨床検査技師会の主催、青森県合同輸血療法
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委員会の共催で開催し、参加者 11名、実務委員 9名であった。青森県内では、毎年１名程度の検査技師

が新たに認定輸血検査技師資格を取得するも、その資格取得者は大規模医療機関に限定されている。近い

将来、中規模医療機関における認定輸血検査技師の不在により県内の輸血療法の安全性が低下する可能性

がる。さらに今年度は再受験者が途切れ、新規受験者も 2名に留まっているため、新たに受験を希望する

検査技師を増やす活動は急務の課題である。 

 そこで、認定輸血検査技師資格取得者が増えるよう、試験受験予定の技師、試験に少しでも興味のある

技師を対象とし研修会を開催した。午前中の講義では、認定輸血検査技師試験の受験資格等の概要や、受

験者が心得るべき基礎知識ついて学んだ。また、実際の試験を想定した筆記試験問題を出題し解答と解説

を行った。午後は実際の実技試験を想定し、血液型判定（ABO、RhD）検査、不規則抗体同定、カラム凝集

法の判定について試験形式の実技を行った。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、受

験者が心得るべき知識について理解できたと考えられる。アンケート結果から研修会に対する満足度は高

かったが、理解度はいまひとつであった。今回の研修会は、今年度受験予定者に合わせた難易度であった

ため、次年度以降受験予定の参加者にとっては大変難しい内容となっていたためと考えられる。難易度の

設定が次回以降の課題である。 

 今回の輸血検査実技研修会を開催したことで、認定試験に必要な知識・技術を伝達し、輸血に関わる技

師の底上げにつながったと考えられる。 

 

アンケート回収率 100% 

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？  

 

 

 

 

 

 

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？   

 

 

 

 

 

 

 

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 今回の研修会の参加費は所属施設が負担していますか 

はい いいえ 

3 8 

 

 満足 やや満足 どちらとも 

いえない 

やや不満 不満 

 

構成・内容 10 1 0 0 0 

時間配分 8 3 0 0 0 

 良く理解 

できた 

まあまあ 

理解できた 

半分くらい 

理解できた 

理解 

できなかった 

講義 6 3 2 0 

筆記試験対策 4 4 3 0 

実技試験対策 6 4 1 0 

 満足 やや満足 どちらと

もいえない 

やや不満 不満 

総合的 10 1 0 0 0 
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質問５ 研修会の参加費についてどのように思いますか 

高い ちょうどよい 安い 

0 5 6 

 

質問６ 今後取り上げて欲しいテーマについて 

     ABO亜型の検査、 

     輸血歴ありの自己抗体保有患者の同種抗体の検査 

 

質問 7 実技研修会の開催の継続を希望しますか 

はい いいえ 

11 ０ 

 

質問 8 貴方の臨床検査技師経験年数は？   

1年未満 1～2年 3～5年 6～10年 11年以上 

0 0 4 2 5 

 

質問 9 輸血検査について経験年数は？ 業務への関りは？ 

1年未満 1～2年 3～5年 6～10年 11年以上 

0 3 7 1  

 

専任 兼任 日当直時のみ 

3 6 2 

 

質問 10 認定輸血検査技師試験を受験してみたいと思いますか？ 

はい いいえ わからない 

9 0 2 

 

ご意見・ご要望 

 試験対策研修会を定期的に開催して欲しい 

 

 

青臨技生理機能検査部門研修会報告書 

弘前大学医学部附属病院 武田 美香 

 

 令和元年 7月 13日、青森新都市病院にて青臨技生理機能検査部門研修会が開催されました。当日は 71

名が参加し、大盛況な研修会でした。「評価できる技師になる」をテーマに、検査結果の妥当性や再現性

を評価する重要性や、臨床診断に結びつくような検査結果の判断が出来るようになる知識習得等、ルーチ

ンに即決した内容ばかりでした。 

 午前中は、ハンズオンセミナーが、腹部、血管、心臓の領域で開催されました。講師を担当して下さっ

た方達は、十和田市立中央病院 新山 貴子技師、はちのへハートセンタークリニック 千葉 祐二技師、

みやぎ県南中核病院 藤田 雅史技師で、どの講師の方も受講者の質問に熱心に答えて下さり、ベテラン

技師の「技」を学ぼうと各会場から熱気を感じました。 
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 午後からは、3題の講演と、心臓超音波領域のライブスキャンセッション、テクノメディカの方から検

査総合受付システムについての情報提示がありました。講演１は、「呼吸機能検査 再検査と結果解釈の

コツ」と題して、青森県立中央病院の佐藤 舞技師の講演でした。呼吸機能検査は多くの施設で行われて

いる検査だとは思いますが、今まで県内では呼吸機能に関する技師の講演の機会が少なく、大変参考にな

りました。呼吸機能検査は患者さんの努力・協力なしには成立しない検査で、最良の検査結果を導くコツ

を伝授して頂きました。講演２は、「緊急性のある心電図の見極め（急性冠症候群）」という演題で、弘前

大学附属病院検査部の赤崎 友美技師の講演でした。急性冠症候群という緊急度の高い心電図の基本的な

波形判読から、レアケースに至るまで、ガイドラインに沿っての講演でした。講演３は、「大動脈弁狭窄 

検査の評価とコツ」という演題で、みやぎ県南中核病院 藤田 雅史技師の講演で、藤田さんは、ライブ

スキャンセッション「プロの描出と計測、コツを掴んで明日からあなたも仲間入り！」も担当されました。

心エコーをしている技師で、藤田さんを知らない方はもぐりだと私自身は思っている技師であり、藤田さ

んの講演を青森県で聞けた事は、心エコーを担当している技師にとっては大変有意義な時間だったと思い

ます。大動脈弁狭窄症は遭遇する機会も多く、心エコーで診断しなくてはいけない代表的な疾患ですが、

その評価は個人の技術の力量に依存する疾患だと思います。より正しい重症度を評価する際の描出のコツ

を講演して下さいました。また、ライブスキャンセッションでも、基本的な断面の出し方やコツを初心者

に対しても分かりやすく技と知識を伝授して頂きながらの講演でした。 

 今回の講演で得た知識を、今後の検査に活用して、よりよい検査結果が出せるように努めていきたいと

思います。最後に今回の企画・運営をしてくださった実行委員の方々に感謝致します。 

 

  

 はちのへハートセンタークリニック  

            千葉 祐二技師 

  青森県立中央病院 

        佐藤 舞技師 

  

 弘前大学附属病院 赤崎 友美技師  みやぎ県南中核病院 藤田 雅史技師 
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令和元年度青臨技一般検査部門研修会（1 日目） 

むつ総合病院 斉藤 理香 

 

 令和元年 8月 31日 9月 1日の 2日間にわたって、弘前大学医学部保健学科にて、青臨技一般検査部門

研修会があり、実務委員として参加したので報告する。 

 1日目は座学で、 

1． 【尿検査の精度管理】アークレイマーケティング株式会社 片岡 慎 氏  

2． 【尿定性検査の項目から推測される疾患】 

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 渡辺 浩 氏 

3． 【認定一般検査技師認定試験を終えて】 秋田赤十字病院 加藤 愛 技師 

4． 【平成 30年度青臨技 一般部門サーベイ報告】八戸赤十字病院 阿部 紀恵 技師 

5． 【尿沈渣のみかた・考え方・鑑別ポイントの捉え方～弱点克服！血球類・上皮細胞類～】 

                      平内中央病院 坂牛 省二 技師          

 の 5つの講演があった。 

 1、2 講目は、試験紙メーカーから精度管理についてと、尿生成から尿試験紙法の手技、放置尿での影

響など改めて復習することができた。 

 そのなかで試験紙に影響を及ぼす糖尿病新薬の話があったが、糖尿病診療に関係していると、薬品メー

カーから新薬の紹介は度々あるものの、新薬の作用で検査に影響がでているとの情報はほとんどなく、知

らずに検査をしていたことがわかった。 

 そのためチーム医療に役立てるためには、医薬品メーカー、試薬メーカーも含めた情報提供、情報交換

が必要だと感じた。 

 3講目は認定試験に合格された方の体験談、どのような勉強で合格できたかという実践的な話が興味深

かった。 

 4講目のサーベイ報告では、青森県の一般部門のフォトサーベイは、何に着目してその答えを導き出し

たかも回答欄に記入する形で、そのアンケート結果もまとめられ、正解だけでなく、何をどう間違えてい

るかを知ることができ、とてもためになった。 

 5講目、坂牛さんの尿沈渣の見方の講義は毎回とても勉強になるので今年も楽しみにしていた。4講目

と合わせて参考にすることで正解率が年々上がっていることが実感できるので、いつか満点を取ることが

当たり前・・・ぐらいになりたいと思う。 

 講義内容を職場に持ち帰り、伝達講習を徹底することにより、尿沈渣のレベルアップに繋げたい。 
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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       

            渡辺 浩氏 

  秋田赤十字病院  

        加藤 愛 技師 

  
  八戸赤十字病院  

        阿部 紀恵技師 

   平内中央病院 

       坂牛 省二 技師 

 

 

令和元年度青臨技一般検査部門研修会（2 日目） 

     弘前記念病院 鈴木 富美代 

 

９月１日一般部門研修会 2日目。前日までの不安定な天気から一転して当日は天候に恵まれ晴々とした

中、弘前大学医学部保健学科の実習室で実技研修が開催されました。 

当日は会員 23名（内 岩手県 2名、秋田県 1名）と学生 4名の計 27名の参加があり、また弘前大学大

学院保健学研究科 吉岡治彦先生にもお手伝い頂きました。 

第１講は鷹揚郷腎研究所弘前病院 臨床検査部 高杉洋子先生より「顕微鏡の取り扱い方」と題して顕

微鏡の基本構造や機能、基本的な取り扱い方について詳細に説明がありました。見たいものを明るくはっ

きりと細部を正しく見分けるために視野絞り、コンデンサー、コンデンサーの開口絞りの基本構造を理解

し上手に顕微鏡を使いこなさないと尿中細胞を判定することは出来ないということ。また接眼レンズや対

物レンズの構造、対物レンズに書かれてある数字の意味についても改めて勉強させて頂きました。実際施

設で使用している顕微鏡のグレードによって見え方も違うとは思いますが、基本を理解してこそ応用が利

き、参加された皆さんも学生時代を思い出しながら初心に帰って今一度顕微鏡と向かい合ったのではない

でしょうか。 

 第２講はグループに分かれて実際に尿沈渣標本の鏡検実技研修を行いました。標本は平内中央病院 臨

床検査科 坂牛省二先生が６０標本を３組、１８０枚の標本を作って準備して下さり参加者はそれぞれの



- 10 - 

標本を交互に鏡検していました。分からない細胞や標本に記載されている沈渣成分が見付けられない時は

皆さん積極的に坂牛先生や高杉先生に質問し今までなんとなく理解しているようで理解できていなかっ

た事を確認していました。 

また普段の業務ではなかなか目にする事のない珍しい細胞（大腸がんや前立腺がん等の腺癌細胞）の標

本も見る事ができ大変ためになりました。赤血球形態鑑別の標本を見てのミニテストも行い、フォトサー

ベイとは違いその場で回答が分かるため自分の弱点にもすぐ気付くことができ、今後の日常検査にすぐ役

立つ実のある研修会になりました。 

 最後は坂牛先生のご厚意により鏡検した標本は皆で分けて持ち帰りました。持ち帰った標本はそれぞれ

の施設でまた活用し尿沈渣の鏡検のスキルアップに繋げて欲しいと思います。ここ数年このような実技研

修は行われていなかったということでしたが、今後もぜひ実技研修を開催して頂きたいと思いました。坂

牛先生、貴重な標本を本当にありがとうございました。 

  

  

  

 

 

令和元年度感染制御部門・遺伝子検査部門合同研修会 

つがる西北五広域連合 鯵ヶ沢病院 須藤 章裕 

 

 令和元年 10月 19日、青森市民病院３階 大会議室において、『青森県臨床検査技師会 感染制御部門・

遺伝子検査部門合同研修会』が開催され、会員、賛助会員合わせて 45名が参加しました。各地に大きな

被害をもたらした台風 19号の翌週に開催されましたが、当日も残念ながら天候には恵まれず、演者を乗

せた飛行機が着陸できずに引き返すハプニングもありました。しかし、演題を前後させて対応することで、

無事に講演して頂くことができました。 



- 11 - 

 近年の遺伝子検査分野における発展は凄まじく、微生物検査の分野においても欠かせないものとなって

います。将来の展望を見据えると、微生物分野の知識のみならず、遺伝子領域についても熟知することで、

より質の高い検査を提供できるのではないかと考えさせられた研修会でした。 

 セクション１は、各メーカーの製品紹介とともに、実際に使用している施設での活用方法等についての

発表で、それぞれ 5名の方にご講演いただきました。新規項目の導入による TATの短縮や従来法との比較

検討、施設独自の工夫などを紹介して頂きました。遺伝子検査を導入している施設には新たな発見があっ

たかと思われますし、導入を検討している施設や導入の予定がなかった施設も、従来の用手法ではできな

かった新しい微生物検査として、興味を持って聞くことができたと思います。 

 セクション２では、秋田大学医学部付属病院 感染制御部の嵯峨知生先生をお招きし、『近未来の遺伝

子検査と感染症診療への活用場面』という演題でご講演頂きました。遺伝子検査における基礎知識をはじ

め、微生物検査部門における応用、それを踏まえた今後の展望についての貴重なお話を聞くことができま

した。感染症診療における遺伝子検査の重要性は年々高まっており、それに伴って技術も飛躍的に進歩し

ているため、それに取り残されないよう日々多くの知識を取り入れて活用していかなければと感じた、と

ても有意義な講演でした。 

 最後に、今回の研修会を企画・協力して頂いた青臨技役員や技師の方々、演者の方々に深く感謝申し上

げます。また、台風の被害に遭われた方、その親族の方々の一日でも早い復興をお祈りします。 

 

  

弘前大学医学部付属病院 井上文緒技師 

 

秋田大学医学部付属病院 嵯峨知生先生 

 

  

ベックマン・コールター株式会社 

          堂浦 照也氏 

 

 札幌医科大学付属病院  

     八鍬佑貴技師 
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質疑応答も活発に行われていました。 

 

 

 

【理事会議事録】 

令和元年度第 1回理事会議事録   

1. 日 時：令和元年 5月 12日（日）10:30～11:45 

2. 場  所：青森県観光物産館 アスパム（5階 あすなろ）  

   青森市安方 1丁目 1番 40号 Tel:017-735-5311 

3. 出席者：齋藤浩治、石山雅大、三上英子、太田孝雄、柴田絵里子、野坂知加、 

   吉田泰憲、十文字礼子、番場隆彦、三橋淳治、丸光夫、山本沙織、 

   田代博美、佐々木久 

  欠席者：吉岡治彦、高橋智代、津田昭子 

 

定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に齋藤会長があたり、書記に十文字理事が指名され、審議

が行われた。 

 

【報告事項】 

1. 事業内容・会計監査報告 

 柴田会計より、資料として配布された「平成 30年度 一般社団法人青森県臨床検査技師会 収支計算

書」に基づいて報告があった。 

  

 齋藤会長より、会員が増え会費収入が増えたこと、支出の部では、北日本支部学会に支出はあったが、

郵送費等の経費を削減し、平成 30 年度単年度での決算は、138,334 円の赤字であった。次年度繰越金は

約 500万円であり、このことから青臨技会費の値下げの提案につながっているとの説明があった。 

 

理事に了承を求めたところ出席者全員が異議なく了承された。 

 

2. 平成 30年度第 7回理事会議事録報告 

 齋藤会長より、資料として配布された「平成 30年度第 7回理事会議事録」に従って報告があった。 

 議事録の内容について了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 
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3. 学術部経過報告 

 石山学術部長より特になしとの報告であった。 

 

4. 公益部経過報告 

 三上公益部長より以下の報告があった。 

 今年度の高校生心電図検診が始まっている。おおきな問題はなく進んでいる。 

 来年度の課題として、移動手段について地域によっては移動距離が長く、自家用車の使用では不安があ

る。保険の加入やタクシーの利用を検討する必要があるとの意見があった。 

 

 齋藤会長より、安全面の問題からもタクシーを利用していいのではないかとの返答があった。 

 

理事に了承を求めたところ出席者全員が異議なく了承された。 

 

5. 渉外部経過報告 

太田渉外部長より特になしとの報告であった。 

 

6. 事務局経過報告 

 野坂事務局長より、配布資料に基づき経過報告と今後の予定について説明があった。 

1） 青臨技関連 

2） 北日本支部関連 

3） 日臨技関連 

4） 関連団体 

5） 青臨技支部関連 

 

理事に了承を求めたところ出席者全員が異議なく了承された。 

 

【議題】 

1. 令和元年度定時総会について 

 野坂事務局長より、配布資料「第―号議案」と、定時総会議事運営、役員割り当てについて説明があっ

た。 

  

 齋藤会長より、第一号議案のほか、会計報告、青臨技会費の値下げ、辞任に伴い新監事に平内中央病院 

坂牛氏を提案し、総会に諮る予定であるとの説明があった、 

 また、各支部開催の研修会にばらつきがあるので、研修会を増やしていただきたいとの意見があった。 

  

理事に了承を求めたところ出席者全員が異議なく了承された。 

 

2. 第 46回青森県医学検査学会・精度管理講習会について 

 佐々木理事より、第 46回青森県医学検査学会の進捗状況について説明があった。 

 招待講演の川嶋氏との講演内容の打ち合わせ、学会会場や青臨技との打ち合わせ、情報交換会の準備を

進めている。 

 発表のスライド受付について、一般演題は前日までに、精度管理講習会のスライドは 1週間前までにお

願いしたい。 
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 JAMT の名称やロゴを使用したファイル等を作製したいので、使用について了承していただきたい。ま

た、招待講演の川嶋氏の書籍出版元より、学会当日に書籍をおき販売したい旨申し入れがあった。会場で

あるラ・プラス青い森にも確認する予定である。 

 

 精度管理講習会の発表データは、6/14(金)までに青臨技事務局にメールで送信、ファイルが大きくメー

ル添付が困難な場合は，6月 15日当日の 13:30までに USBメモリなどで提出してもらうことになった。 

  

 齋藤会長より、JAMTのロゴの使用は問題ないと回答があった。 

 学会抄録集は今年度担当の東青支部で作製したが、今後も県学会担当支部での作製をお願いしたい。抄

録集の発送は印刷業者から各支部へ発送してもらい、各施設へ配布してはどうかとの意見があり、印刷業

者へ確認することになった。 

 

理事に了承を求めたところ出席者全員が異議なく了承された。 

 

3. 高校生ガイダンスについて 

 齋藤会長より、高校生ガイダンスについて説明があった。 

 7 月 27 日（土）開催予定である。昨年度は約 100 名の参加者があり見学のみになってしまったので、

今年度は、40名程度にする予定である。 

 

 募集要項として各校 3名程度、3学年優先とし、石山学術部長が弘前大学保健学科との連絡、会場の確

保、説明担当の人員確保をすすめることとなった。 

 

理事に了承を求めたところ出席者全員が異議なく了承された。 

 

4. その他 

   齋藤会長より今後の予定等について説明があった。 

 日臨技災害対策研修会について、今年度は三八支部・上十三支部の会員から参加していた

だきたい。 

 日臨技ニューリーダー育成講習会を青臨技開催として検討する。 

 健康展を青森市で開催するにあたって日程等の調整、検討をすすめる。 

 会員情報のアドレスを、できるだけ個人のアドレスにして、確実に情報が取得できるよう

にお願いしたい。 

 

理事に了承を求めたところ出席者全員が異議なく了承された。 

 

 

令和元年度第 2 回理事会議事録  

１． 日 時：令和元年 6月 15日（土）13:00～13:40 

２． 場  所：ラ・プラス青い森 

   青森市中央 1丁目 11-18 Tel:017-734-4371 

３．出席者：齋藤浩治、石山雅大、三上英子、太田孝雄、柴田絵里子、野坂知加、吉岡治彦、 

    吉田泰憲、十文字礼子、番場隆彦、三橋淳治、丸光夫、山本沙織、田代博美、 

    佐々木久、津田昭子、坂牛省二 
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  欠席者：高橋智代 

 

定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に齋藤会長があたり、書記に十文字理事が指名され、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」に従って齋藤会長より報告があった。 

議事録の内容について了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

2. 学術部経過報告 

石山学術部長より、各部門の研修会が行われ、特に支部の研修会がたくさん行われたとの報告があ

った。理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

3. 公益部経過報告 

三上公益部長より以下の報告があった。 

高校生心電図検診が無事終了し、6月中に欠席者と再検者の対応を行う予定である。各支部に問題が

なかったか確認中であるが、以下のような問題が報告されているので医師会にも連絡し来年度以降

に活かしたい。 

 心電計が遅れて到着した 

 届いた心電計が使用できず午後へ日程が変更になった 

 シール電極で対応が必要だとの連絡が前日になった  

 

    理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

4. 渉外部経過報告 

齋藤会長より、「臨床検査技師の求人募集」を青臨技 HPに掲示したとの報告があった。 

 

    理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

5. 事務局経過報告 

野坂事務局長より、配布資料に基づき事務局経過報告と今後の予定について報告があった。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

6. その他 

1） 齋藤会長より、本日予定の定時総会に監事後任者として坂牛省二氏を提案し、今回の理事会か

ら参加する旨報告があった。 

 

2） 山本理事より、来年度の定時総会、精度管理講習会、青森県医学検査学会の日程について、2020

年 6月 6～７日 アートホテル弘前シティにおいて開催予定であるとの報告があった。 

  

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 
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【議題】 

1. 令和元年度定時総会について 

齋藤会長が定時総会の役員の割り当てを確認した。 

野坂事務局長より定時総会の議事運営の手順について説明があった。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

2. 第 46回青臨技医学検査学会について 

   佐々木理事より、第 46回青臨技医学検査学会について、発表データも集まり、学生 

  の発表データは当日にくる予定であるとの説明があった。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

3. その他 

1） 齋藤会長より、事務局の負担が多いので、事務局から発送している郵送物について事務局から

各支部へ、支部から各施設へ配布していただきたい。 

    野坂事務局長より、明日の事務局担当者会議でも確認する予定である。 

 

2） 石山学術部長より、学会当日に座長推薦や会場推薦などで賞をあげてはどうかとの提案があっ

た。 

    

    齋藤会長より来年度よりできるよう検討するとの返答があった。 

 

理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

 

令和元年度第 3回理事会議事録   

１． 日 時：令和元年 11 月 4 日 13:00～15:15 

２． 場  所：青森市民病院 ３F 大会議室 

   青森市勝田 1 丁目 14-20 Tel:017-734-2171 

３．出席者：齋藤浩治、石山雅大、三上英子、太田孝雄、田代博美、野坂知加、柴田絵里子、   

    吉岡治彦、吉田泰憲、十文字礼子、番場隆彦、丸光夫、山本沙織、佐々木久、津田昭子、 

     坂牛省二 

  欠席者：三橋淳治、高橋智代 

定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に齋藤会長があたり、書記に十文字理事が指名され、審議

が行われた。 

 

【報告事項】 

1. 第 2 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」に従って齋藤会長より報告があった。 

議事録の内容について了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 
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2. 学術部経過報告 

石山学術部長より、以下の報告があった。 

各学術部門の研修会が行われている。 

精度管理調査について、試料の準備が整ったので発送する予定である。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

3. 公益部経過報告 

三上公益部長より、高校生心電図について報告があった。 

検診日に欠席した生徒の対応が済み、今年度の日程をすべて終了した。医師会からの入金を確認し

た。清算のため各支部で派遣した技師と回数、使用したタクシー代について報告していただきたい。 

医師会へタクシー代の負担について、問い合わせをしていたが、ブロック連絡強化費が支払われて

いるため、そこで調整していただきたいとの回答であった。 

タクシーの利用については、理事会において意思決定しているので、来年度以降も使用して問題は

ないと思われる。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

4. 渉外部経過報告 

太田渉外部長より、災害対策研修会参加について報告があった。 

発災時の初期対応として、対策本部の設置場所や、連絡方法などを早急に取り決めする必要がある。

発災時は県庁に災害調整室が設置され、情報が集まってくる。県庁との交渉も必要になるが、技師

会として加盟すると情報を得ることができ、各支部などに発信することができる。 

発災した場所によっても状況が変わるが、対応ができるようにすすめる必要がある。 

 

齋藤会長より、災害派遣技師研修会や災害対策研修会の参加は、各支部持ち回りにするなど交代で

参加してはどうかとの意見があった。また、青臨技災害対策マニュアルの組織図と、連携チャート

を渉外担当理事で作成していただきたいとの要望があった。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

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経過報告と今後の予定について説明があった。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

6. 野球肘検診状況報告 

齋藤会長より、野球肘検診について報告があった。 

むつ市での検診を終了し、青森市・弘前市で検診の予定である。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 
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7. 北日本支部連絡会議報告 

齋藤会長より、配布資料に基づいて北日本支部連絡協議会について報告があった。 

1） 日臨技支部長連絡会報告 

2） 令和元年度北日本支部学術活動報告（中間報告） 

3） 第 9 回北日本支部医学検査学会開催について 

 令和 2 年 10 月 17･18 日 

 岩手県盛岡市（いわて県民情報交流センター アイーナ） 

 テーマ「融和と強調」～ジェネシス ジェネラル ジェネレーション～ 

4） 北日本支部学術部門活動について 

5） 第 69 回日本医学査学会について 

スキルアップセミナーは今回から日臨技主催となり、認定に関わる内容のみとなった。 

6） 日臨技事業について 

日臨技専務理事より、「タスクシフィティングに関する取組」「国家試験受験カリキュラム改正

案の厚労省への提出」について報告があった。 

   

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

8. その他 

1） 山本理事より、2020 年度の青森県医学検査学会について、講師に弘前市立病院臨床検査科科長 

諸橋聡子氏、弘前大学医学部付属病院教授 玉井佳子氏を検討しているとの報告があった。 

 

2） 地域ニューリーダー育成研修会実施要項 

齋藤会長より、令和元年 10 月 18～20 日 八戸市立市民病院 須藤安史氏が参加したとの報告

があった。 

 

3） 後援・名義使用について 

 齋藤会長より、以下の研修会について、名義使用を許可したとの報告があった。 

 骨髄移植を知ろう 

 安全な輸血医療を行うための研修会 

 北東北がん医療コンソーシアム総会 および未来がん医療プロフェッショナル養成プラン

講演会 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

【議題】 

1. 初級・職能開発講習会について 

齋藤会長より、11 月に予定していた初級・職能開発講習会について、参加の申し込みが少なく来年

度に延期になったとの報告があった。 

日程について、2020 年 4 月 11 日（土）又は 12 日（日）の開催を日臨技に打診する。 

 

  三上理事より、年代やどういう立場の方が対象となるか質問があった。 

 

  齋藤会長より、日臨技の案内では経験年数 3～10 年とあるが、技師長・次期技師長の受講も有用と 
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  考え、全年齢対象としたとの回答があった。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

2. 慶弔規定について 

齋藤会長より、会員の弔事に際し、生花代として金額を設けた方がよいのではないかとの提案があ

った。 

 

  生花代として 2 万円ではどうかとの意見があった。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

3. その他 

齋藤会長より以下の項目について、説明と要望があった。 

1） 2020 年度事業案・予算案について 

各支部で 2020 年度の事業案・予算案を作成し、2020 年 1 月中に提出していただきたい。 

2） 次期役員について 

各支部で、世代交代を考慮した役員等の選出をお願いしたい。 

3） 仕事の割り振りについて 

理事は現在 15 名だが、定款では理事 15～18 名以内なので、役員改正の際に新たに理事の選出

を提案する。 

事務局・学術部門の負担を軽減するために、業務内容を整理し申し合わせをした。 

 

  理事に了承を求めたところ、出席者全員が異議なく了承された。 

 

 


