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                                              令和 3年 

 一 般 

社団法人 青森県臨床検査技師会 会報 

No.123 

                                                  

平素は青臨技の活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

令和 2 年度は新型コロナウィルス感染症の影響により技師会活動を例年通り行うことができませんでし

た。今回会報を発行しましたが、令和 2年度中に発行すべき会誌、会報の発行が令和 3年度にずれ込んで

しまったことをお詫びいたします。 

青森県臨床検査技師会会長 齋藤 浩治 
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令和元年度受賞者より 

功労賞を受賞して 

八戸市立市民病院 田代 博美 

この度は、青臨技功労賞をいただきありがとうございました。功労とは、大きな功績とそのための努力、だ

そうです。大きな功績は残せていないので、努力が評価されたと信じています。自分がこれまで技師会のため

に何をしてきたのかを考えると、歴代の功労賞を受賞された方々に対し申し訳なく思います。 



- 2 - 

少ない技師会活動の中で一番の思い出は、東北支部（現北日本支部）学会が青森市で開催された時の事です。

県の会長が掛端氏、事務局長が高坂氏でした。学会前日の準備に入ると、会長・事務局長が会議のために不在

となり、理事の一人だった自分にすべての問い合わせが来る状態で、あたふたしたことが思い出されます。 

令和２年度は「新型コロナウイルス」との戦いの年でした。その影響で、学会・研修会の中止や WEB 開催

など、いまいち盛り上がらなかった「年」でもあります。これに負けることなく、令和３年度は大盛況の一年

になればと思います。と言っても、自分は定年を迎えます。後輩諸君がんばってください。 

 

功労賞を受賞して 

医療法人整友会 弘前記念病院 石田 修一 

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、齋藤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と言っても、たった 1 度の青森県臨床検査技師会の副会長の実績しか

ありません。それも地区の麻雀大会で鰺ヶ沢病院の番場さんに飲んだ勢いで、持ち回りだし、なんとかと言わ

れて簡単に引き受けました。あまり力になれなかったのに加え、歴代の受賞者の方々と比較されると実力不足

なのは自覚していて、このくらいのことで功労賞を頂いていいのかと言う恐縮の気持ちが最初の感想でした。

臨床検査技師人生を学生生活から振り返れば、医療短大は第一志望の学校ではなかったこともあり、いつ学校

をやめようか、とか別の学部を再受験しようかとか考えていました。その報いか、臨床検査技師の資格をとる

のが同級生達より 1 年遅れてしまいました。理由は察して下さい。（苦笑）それでも実際に就職して実務につ

いてみると、なかなか面白いし、人間関係にも恵まれて、多くの先輩、後輩達に助けてもらいながら、色々な

経験をさせてもらって、気が付くと60歳の定年まで5か所の施設で臨床検査技師を続けることができました。

今年度は新型コロナウィルスの影響で、多々の学会や研修会が中止となり、青森県学会も実施できませんでし

た。臨床検査技師になって、青森県学会が開催できないというのは初めてのことであり、驚いたと共にとても

残念でした。ですが一方で、PCR 検査や医療従事者、臨床検査技師というワードがトピックスになったことも

あり、一般の皆様に臨床検査技師という職種が少しは知ってもらえたのかなと思っています。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。 

 

功労賞を受賞して 

弘前市医師会健診センター 成田 好孝 

この度は、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した。 

少しばかり長く技師会のお仕事をさせて頂いただけなのですが、このような賞を受賞することになり大変恐縮

しております。 

振り返ってみますと、血液検査研究班の地区班長や県班長などを合わせて 3 期 6 年ほど勤めさせて頂きまし

たが、なかでも印象に残っているのが精度管理事業についてです。平成 11 年の精度管理調査では、血球計数

器を使用した CBC を調査することに決め、アメリカに本社があった Streck 社から「HP5」という当時品質的

にも優れていたコントロール血球を直接取り寄せ実施しました。結果的には、時間や費用をかけた割には納得

のいく結果を出すことができず方向性について悩むことになりました。しかし一方で、同様のことを宮城県の

技師会でも考えていて、このことがきっかけで宮城県臨床検査技師会の血液検査研究班とその後 1～2 年は反

省点なども含め意見交換をしたことは強く印象に残っているところです。その後、会計、監事、理事などを 1

期ずつ勤めることになり、いろいろな方々と出会い、いろいろなお話をする機会を得ることができ、本当にい

い経験をさせて頂いたと思っています。 

私たちの施設は土曜日も仕事があります。技師会の行事はよく土曜日にありましたが、それら行事への参加
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のときは、私の担当の仕事までしてくれた職場のスタッフが大勢おり、皆の協力なしではここまでくることは

できなかったと思っています。職場の上司、同僚、部下たくさんの方々の協力のおかげで受賞できたものと、

本当に感謝の念に堪えません。 

最後に、青森県臨床検査技師会の益々のご発展と、会員の皆様のより一層のご活躍を祈念いたしまして御

礼の言葉とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

 

功労賞を受賞して 

労働者健康安全機構 青森労災病院 坂本 忍 

この度は身に余る賞を賜り、誠にありがとうございました。 

会長をはじめ青臨技会員の皆様や三八支部の皆様に厚く御礼申し上げます。 

振り返ってみますと、入会してのち地区の臨床化学部門の班長に始まり、地区の標準化委員、県の理事として

組織調査、システムによる生涯教育制度の立ち上げ、輸血移植部門の部門長など、毎日、何かに追われる感じ

で過ごして参りました。特に思い出に残る事は東北地区輸血移植部門研修会の開催することになるまでの目ま

ぐるしい数年です。当時、私は生化学を担当しており、お手伝い程度で輸血検査を行っていましたが、輸血認

定技師資格を 12 月に取得し、翌年の 4 月から輸血移植部門の部門長に推薦され、次の年には東北地区の研修

会の責任者を任せられたわけですから、右も左もわからない状態での開催でした。それでも、多くの方にご迷

惑をお掛けしながら何とか開催できたことは今でも強く記憶に残っています。技師会活動は相互扶助の精神に

より支えられているものだとつくづく感じた思い出です。最後に皆さんに哲学者プラトンの言葉を紹介します。

「いかに知識を身につけたとしても全知全能になることなどはできないが、勉強しない人々とは天地ほどの開

きができる」 

 

功労賞を受賞して 

八戸赤十字病院 清水 道弘 

この度は、青臨技功労賞、そしてセンスのいい記念品をいただきありがとうございます。技師会活動を通し

て、今までにお世話になった多くの皆様方に紙面をおかりして御礼申し上げます。 

過去を思い起こすと、技師会役員の依頼が来れば「大変だな～、面倒くさいな～」が本音ですが、活動を通し

て得ることは本当に多かったです。知識の習得だけでなく、様々な人との交流を通して技師会がどの様な仕組

みの下に機能し、活動しているかも知ることが出来ましたし、精神面でも若い時は他施設の先輩に励まされ、

年を重ねてからは後輩に助けられ・応援していただきました。 

個人で感じ方は様々とは思いますが、任期終了時には達成感・解放感・充実感を得る事も出来ました。青臨技

の会員の方々には依頼が来たならば、できる範囲での協力を惜しまないようにしていただければ思います。き

っと誰かのためだけでなく、未来の自分の役に立つはずと信じています。 

最後になりますが、青森県臨床検査技師会の益々の繁栄と皆様のご活躍を祈念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。 

 

功労賞を受賞して 

公益財団法人 青森県総合健診センター 桜庭 厚 

この度は、青臨技功労賞をいただきましたこと、齋藤会長はじめご推薦くださった役員の皆様に深く感謝い

たします。 

振り返ってみますと青臨技への入会は１９８６年（昭和６１年）で、子宮がん検診が主な仕事でしたので、
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技師会とのかかわりは病理細胞診研究班(旧名称)が最初でした。当時は病理細胞診担当者は多くはなくこじん

まりとしていましたが和気あいあいとした研修会でした。何年かして班長を仰せつかることとなりましたが、

講師の先生の手前、受講者が少ないことがいつも気になっていたことが思い出されます。 

今では、講演のみならず鏡検実習や試験対策の模擬試験など充実した内容で、受講者も多く活気があふれて

おり、部門長さんはじめ協力してくださる会員みなさんの熱意が感じられるすばらしい研修会が開催されてい

ます。裏方的な存在であった検査技師が積極的に医療にかかわっていくようになってきたこととも合わせて、

時代の流れを感じつつ存在意義が大きくなってきたことを喜ばしく感じております。 

最後に青臨技での研修会、部門長、支部役員など多少面倒なことはありましたが、参加することで他機関の方

と数多く知り合うことができました。それは今になって非常に有意義なことだったと改めて感じています。青

臨技を通じて知り合ったすべての方に感謝をして受賞の挨拶といたします。本当にありがとうございました。 

 

功労賞を受賞して 

下北医療センター国民健康保険川内診療所 奈良 隆志 

この度は、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、青森県臨床検査技師会の皆様、下北支部、むつ総合病院の皆様の長年にわたる御支援、

御協力のおかげと心より感謝申し上げます。 

 昭和 57 年 4 月にむつ総合病院に入職し、現在、川内診療所に異動になり、38 年検査に携わってきました。

技師会に入会して 38 年になりますが、たいして功労はしていないと思います。平成 24 年、25 年度に県の理

事、下北支部長を務め、支部では研修会やレクリエーションなど企画、開催してきました。県の理事では、第

37 巻青臨技会誌の担当となり、編集に携わり、おんぶにだっこでしたが、無事発行でき、貴重な経験をさせて

いただきました。   

 また、会員 30 人弱の下北支部が担当となり、支部の会員全員が一丸となって取り組んだ青森県医学検査学

会が盛大、成功裏に開催されたことが思い出されます。 

 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、ご多幸を祈念いたしまして、功労賞受

賞のお礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

功労賞を受賞して 

公立野辺地病院 阿部 浩 

この度は伝統ある青森県臨床検査技師会功労賞を賜りまして大変光栄に存じております。 

今回、歴史ある受賞者の一員に加えていただき恐縮さえしております。さらにこれまでいろいろな先輩にご指

導いただき今があることは自分自身が一番思っていることであります。 

私が昭和 58年 4月に公立野辺地病院に勤務し、業務はもちろんの事、技師会活動、学会発表、いろいろな司会

業などをこなしてきました。さらに私自身、激変の時代を過ごしてきたような気がします。と言うのも手作業

からフル自動化まですべて経験したからに他なりません。私自身は近年、検査現場から離れ感染管理者を担っ

ておりますが、この立場ですといかに総合力が求めらるかと言うことです。忙しいということをよく聞きます

が忙しかったら幸せと思うべきで、近年学会演題数が減ってきているのも気にかかります。私自身もう一つ気

になるのが、どうしても病院での技量格差も感じております。自動化が進むのは効率性から言って素晴らしい

ことと思いますがスタート押すのが仕事の技師もいるように思います。これを踏まえ臨床検査技師長さん方は

先頭に立って指導者としての姿を見せる技師長を目指して下さい。すると自然に組織の回転が良くなり業務円

滑並びに改善に繋がります。最後の苦言と受け止めてお許し下さい。 

最後に青森県臨床検査技師会会員の皆様方のますますのご発展とご健勝を祈念いたしまして私のお礼の言葉と
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代えさせていただきます。誠にありがとうございました。 

 

奨励賞を受賞して 

八戸市立市民病院 金澤 雄大 

この度は青臨技奨励賞をいただき、齋藤会長をはじめ青臨技会員の皆様に厚く御礼申し上げます。これまで

ご指導してくださった先輩方、ともに働く仲間達に感謝の気持ちでいっぱいです。 

2009 年に函館五稜郭病院へ就職した時から検査技師人生がスタートし、2014 年に八戸市立市民病院へと職場

を変え、あっという間に検査技師 12 年目を迎えました。これまでを振り返ってみると、心の中は「自分はつ

くづく仲間に恵まれている」という想いで満たされます。これまで積み上げてきた実績は、絶対に１人では成

しえませんでした。どんな環境に身を置こうが、必ず尊敬できる上司、熱心に指導してくれる先輩、切磋琢磨

し合う仲間の存在がありました。多忙な時期には体に謎の発疹が出たり、耳下腺炎でご飯が食べられなくなっ

たりと、小さな身体的トラブルはありましたが、それでも精神的に常に健康でいられたのは、人と環境のおか

げだと思います。感謝しかありません。 

これまでは自分のスキルを伸ばすことに多くの時間を費やしてきました。昨年は認定資格を取得し、今年は奨

励賞をいただいたところで一区切りと感じています。まだまだ若いと思っていましたが、気付けば職場の３分

の２は後輩となってしまいました。後輩への指導や他部署のスタッフと仕事をする割合がどんどん増え、自分

の立場が変わっていくのを実感します。ここからは第二章ということで、後進の育成や組織運営により注力し、

「さらに必要とされる検査室」を目標に努力していきたいと思います。また、今年度から感染制御部門の精度

管理委員を務めさせていただいております。技師会活動を通して青臨技のさらなる発展に、少しでもお役にた

てればと思います。 

とは言え、まだまだ未熟者でありますので、これからも諸先輩方には変わらずご指導、ご鞭撻のほどよろしく

お願いいたします。この度は、誠にありがとうございました。 

 

奨励賞を受賞して 

弘前市医師会健診センター 月足 正辰 

この度は、青臨技奨励賞をいただき誠に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、技師会活動に際してご配慮とご協力、ご支援をいただいた当微生物検査室のスタッフの皆さんと検査課の

皆様へ深く感謝申し上げます。 

今回、私が受賞させていただいたのは、2 期 4 年間務めさせていただいた感染制御部門長の実務として行っ

た学術活動に依るところかと思います。私は、平成 16年度から 4年間、当時、西北中央病院にお勤めの今辰英

感染制御部門長のもとで副部門長を務めさせていただきました。この時の経験が、私の活動の源であり、技師

会活動を通じて様々ことを教えていただいた今元部門長に、今、改めてお礼を申し上げたいと思います。また、

部門長任期中、副部門長兼精度管理委員として部門の活動を支えていただいた七戸病院の小又誉史さん、青森

市民病院の澤谷泰子さん、各支部部門委員の皆さまに、心より感謝申し上げます。 

私は、4 年間の活動の中で様々な貴重な経験をさせていただきました。また、それらの活動を通じて感染制

御や微生物の検査・研究に携わっておられる多くの先生方、検査技師の皆様にお会いしご縁をいただきました

ことは、私の大きな財産となりました。これからも、今回の受賞を糧に、検査技師として少しでも皆様のお役

に立てるよう精進し、取り組んで行きたいと思います。どうぞ今後とも御指導とご鞭撻を賜りますよう宜しく

お願い申し上げます。この度は、誠にありがとうございました。 
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特別表彰をいただいて 

弘前大学医学部附属病院  藤田 絵理子 

この度は、青臨技特別表彰をいただき、誠にありがとうございました。事務局長任期中に小島前会長より北

日本支部医学検査学会の事務局長をやらないかとのお話がありましたが、あまりにも大きな学会運営であり、

想像がつかないことだらけでした。ただ、齋藤会長をはじめとして頼りになる先輩方と一緒に活動できるとの

ことで、私の中でわくわくドキドキの方が大きかったと思います。 

 限られた時間の中で膨大な内容を詰めていくことはとても大変でしたが、学会役員と一丸となってひとつず

つ出来上がり形になっていく過程を見ることができ、充実感いっぱいでした。この学会運営を経験して、今ま

でにない貴重な経験をさせていただいたと感謝しております。 

特別表彰は学会を作り上げて成功させた学会役員や各支部の皆様、ご協力いただいた職場の皆様でいただい

た「みんな頑張りました賞」であり、代表して事務局の私が受け取ったと思っております。 

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とご多幸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。 

 

令和 2、3 年度新役員紹介 

役職 担当 氏名 施設 

会長  齋藤 浩治 青森市民病院 

副会長 学術部長 石山 雅大 弘前大学附属病院 

副会長 公益部長 奥沢 悦子 八戸市立市民病院 

常任理事 渉外部長 木村 正彦 弘前大学附属病院 

常任理事 事務局長 野坂 知加 青森県立中央病院 

理事 会計 吉岡 拓朗 青森県立中央病院 

理事 事務局長補佐（公益・学術）     吉田 泰憲 青森労災病院 

理事 事務局長補佐（公益・学術）     逆井久美子 八戸赤十字病院 

理事 事務局長補佐 

（渉外・組織調査） 

野呂 美鈴 つがる総合病院 

理事 庶務（HP・会報・議事録）        川口 裕美 八戸市医師会検査センター 

理事 庶務（HP・会報・議事録） 高松みどり むつ総合病院 

理事 学術 細川 和子 黒石病院 

理事 学術 番場 隆彦 鯵ヶ沢病院 

理事 公益 米沼 順子 むつ総合病院 

理事 公益 神山 哲哉 公立七戸病院 

理事 渉外 河村 義雄 青森労災病院 

理事 渉外 本田 昌樹 青森市民病院 

理事 渉外 吉岡 治彦 弘前大学大学院保健学研究科 

監事  三上 英子 青森県立中央病院 

監事  太田 孝雄 つがる総合病院 

 

部門 氏名 施設 

生化学分析部門 前山 宏太 十和田市立中央病院 

臨床一般部門 阿部 紀恵 八戸赤十字病院 
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臨床血液部門 大井 惇矢 八戸市立市民病院 

臨床微生物部門 澤谷 泰子 青森市民病院 

輸血・移植検査部門 小山内 崇将 弘前大学医学部附属病院 

病理細胞診部門 須藤 安史 八戸市立市民病院 

臨床生理部門 田嶋 育子 青森県立中央病院 

染色体・遺伝子部門 高畑 英智 八戸市立市民病院 

総合検査部門 石山 雅大 弘前大学医学部附属病院 

 

                

【理事会議事録】 

令和元年度第 4回理事会議事録  

1. 日 時：令和 2年 2月 1日 13:00～14:50 

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、野坂知加、十文字礼子、佐々木久、 

   山本沙織、番場隆彦、三橋淳治、丸光夫、吉岡治彦、津田昭子、坂牛省二、 

   成田拓道（田代理事代理） 

4. 欠席者：柴田絵里子、吉田泰憲、田代博美、高橋智代 

 

定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、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 3回理事会議事録報告 

  齋藤会長より、配布資料「第 3回理事会議事録」に基づき報告があった。 

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、今年度の生物化学分析部門研修会は、令和 2年 5月に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。 

 

3. 公益部経過報告 

三上公益部長より、来年度の高校生心電図検診について医師会から依頼があった。派遣技師について各支

部の協力と調整をお願いしたい。 

 

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。 

 

4. 渉外部経過報告 

太田渉外部長より、令和元年度災害派遣技師研修会（日臨技主催）に吉田理事が参加したとの報告があっ

た。 
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吉田理事欠席のため齋藤会長より、配布資料「令和元年度災害派遣技師研修会への参加報告」に基づき説

明があった。 

青臨技としても災害対策に関する研修会を開催する必要があるので、渉外部を中心に検討していただきた

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. 日臨技全国幹事連絡会議報告 

齋藤会長より、配布資料に基づき、令和 2年度事業計画（案）について説明があった。 

① 日臨技の組織強化 

② 養成校教育カリキュラムの見直しにあわせた臨地実習指導者講習会の開催 

③ タスク・シフト／シェアについての厚労省指定講習会開催の検討 など 

 

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。 

 

7. その他 

齋藤会長より、配布資料「青臨技代表者会議」に基づき説明があった。 

今後の予定 

 4月 12日  初級・職能開発講習会（青森市） 

 4月 25～26日 第 69回日本学検査学会（仙台市） 

 6月 6～7日 青臨技総会・青森県医学検査学会（弘前市） 

 10月 17～18日  北日本医学検査学会（盛岡市） 

検討案件として以下の説明を行い、各施設の代表者に協力を求めた。 

 青臨技からの文書発送について、郵便発送の経費節約と事務局の負担軽減を図り、日臨技のシステム

を利用したメール配信をする方向としたい。青臨技ではアドレスが未登録の会員へ登録していただく

ようアナウンスすることとした。 

 学術部門長や精度管理委員がなかなか決まらない現状である。 

 

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。 

 

【議題】 

1. 第 47回 青森県医学検査学会の進捗状況について 

山本理事より、第 47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。 

会場は 1 会場とし、演題数は 20 題を予定している。近日中に会場との打ち合わせを行い、予算を作成す

る。 

医師会医師検査技師卒後研究研修会の同時開催が可能か意見を伺いたい。 
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理事に諮ったところ、時間等の問題から、医師会医師検査技師卒後研究研修会は改めて開催日時を検討す

ることとなった。 

 

齋藤会長より、演題登録について、パワーポイントのスライドのサイズを統一したほうがいいのではない

かとの意見があった。 

 

理事に諮ったところ、演題登録には日臨技のシステムを使用していることから、日臨技にあわせてサイズ

は標準の 4:3がいいのではない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。 

 

2. その他 

1） 齋藤会長より、以下について説明があった。 

① 都道府県技師会リーダー育成研修会の開催（今年度内） 

② 2020年 野球肘についての研修会開催と検診 

③ 2021年 9月予定 日本超音波医学会東北地方学術集会開催 

④ 日臨技理事の推薦について 

⑤ 次期青臨技理事について 

 

2021 年日本超音波医学会東北地方学術集会の開催にあたり、技師会に協力の要請がきている。青臨

技として協力したい。 

日臨技理事候補者として青臨技会長を選出する。2020～2021 年の次期青臨技理事は、定款の規定内

での 18人を確保したい。また、業務内容を整理しながら役割分担を行い、個々の業務軽減を図りた

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。 

 

2） 石山学術部門長より、「青臨技会誌投稿規定」について、日臨技と青臨技の投稿規定に若干の相違が

あり、日臨技にあわせて改定していきたいとの意見があった。 

 

吉岡理事より、査読をするなど論文審査の項目を設けた方がいいのではないかとの意見があった。 

 

齋藤会長より、石山学術部長と吉岡理事とで投稿規定の改定を進めていただきたいとの要望があった。 

医学文献の検索・閲覧等に関する Webサイトには登録が必要になるが、他の技師会ではどのようにし

ているか問い合わせをすることになった。 

 

 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） 野坂事務局長より、奨励賞の公募にあたり、各支部長より提出していただき、青臨技事務局へ連絡を

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。 
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議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。 

     

令和元年度 第 5 回理事会 議事録  

1. 日 時：2020年 3月 27日 

2. 出席者：齋藤浩治、石山雅大、三上英子、太田孝雄、野坂知加、柴田絵里子、吉田泰憲、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、津田昭子、坂牛省二 

3. 欠席者：高橋智代 

 

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点により、メールでの審議が行われ、以下の項目について承認された。 

1. 令和 2年度青臨技予算案 

2. 令和 2年度青臨技事業計画案 

【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 

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 

3. 関連団体との連携交流及び協力に関すること 

4. その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

令和 2年度第 1回理事会議事録 

1. 日 時：令和 2年 5月 9日（土）13:00～13:40 

2. 出席者：齋藤浩治、石山雅大、三上英子、太田孝雄、野坂知加、吉田泰憲、十文字礼子、佐々木久、      

山本沙織、三橋淳治、丸光夫、吉岡治彦、津田昭子、坂牛省二 

3. 欠席者：柴田絵里子、番場隆彦、田代博美、高橋智代 

 

定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、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。審議は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点により、オンラインで行われた。 

 

【報告事項】 

1. 令和元年度第 4回理事会議事録､第 5回理事会議事録報告 

齋藤会長より、配布資料令和元年度「第 4回理事会議事録」「第 5 回理事会議事録」に基づき報告があっ

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. 令和元年度収支計算書報告 

柴田会計理事欠席の為、齋藤会長より「2019年度一般社団法人青森県臨床検査技師会収支計算書」につい

て報告があった。 

収入の部において、会費収入、日臨技からの補助金が増えたことから、当期収入が増えていた。 

 

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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3. 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があった。 

1） 会務報告 

2） 事業報告 

 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 

 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 

 関連団体との連携交流及び協力に関すること 

 関連団体との連携交流及び協力に関すること  

 

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. 令和元年度監査報告 

坂牛監事より、令和元年度監査報告があった。 

 

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. 学術部経過報告 

石山学術部長より、5月に予定していた生物化学部門研修会は中止になっ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。 

 

6. 公益部経過報告 

三上公益部長より高校生心電図検診について、ほぼ順調に進んでいるが、新型コロナウィルス感染症拡大

による緊急事態宣言の発令により休校となった為、9 校が延期になり、まだ日程が調整できていないとの

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。 

 

7. 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。 

 

【議題】 

1. 令和 2年度青臨技総会について 

齋藤会長より、令和 2年度青臨技総会の開催について説明があった。 

6月 27日（土）青森県観光物産館アスパムにおいて開催予定である。理事改選のため、現理事と新理事の

方々に出席していただきたい。功労賞、特別表彰、奨励賞の表彰を総会で行いたい。 

 

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。 

 

2. その他 

1） 齋藤会長より、以下について説明と要望があった。 

 今年度の研修会は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響から、開催は厳しいとは思うが、新しい部
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門長とも相談しながら進めたい。 

 高校生ガイダンスは、質問形式でのみ対応する方向で進めたい。 

 精度管理調査は、例年通りで問題はないと思われる。 

 今後の青臨技理事の情報共有について、グループウェア「サイボウズ」を利用したい。 

 

 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。 

 

2） 石山学術部長より以下の要望があった。 

各学術部門の部門長は決定したが、部門員は各支部で決めていただくようお願いしたい。 

 

齋藤会長より、学術部門だけではなく、理事についても各施設で協力しあって決めていただきたいと

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。 

 

 

 

令和 2年度第 2回理事会議事録 
1. 日 時：令和 2年 6月 27日（土）13:00～13:40 

2. 場 所：青森県観光物産館アスパム（9階津輕） 

  青森市安方一丁目 1-40 Tel:017-735-5311 

3. 出席者：齋藤浩治、石山雅大、三上英子、太田孝雄、野坂知加、柴田絵里子、吉田泰憲、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、 津田昭子、坂牛省二 

4. 欠席者：吉岡治彦、高橋智代 

 

定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、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 

齋藤会長より、配布資料「第 1回理事会議事録」に基づき報告があった。 

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 

石山学術部長より特になしとの報告であった。 

 

3. 公益部経過報告 

三上理事より高校生心電図検診について以下の報告があった。 

心電図検診は、追加分と後期の検診が残っている。 

医師会より連絡があり、例年はすべて終了してから入金していたが、今年度は 7月で一度清算したいとの

ことであった。各支部への配布について、入金された時点で配布し、それ以降は次の配布にするか、すべ

て終了してからの配布とするか、意見を伺いたい。 
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齋藤会長より、医師会より振り込みされた時点で配布したほうがいいのではない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。 

 

4. 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。 

 

5. 事務局経過報告 

野坂事務局長より、配布資料「事務局経過報告」に基づき報告と説明があった。 

今後の予定として、第 69 回日本医学検査学会は、仙台市での開催予定であったが、日程が変更され、9

月 5､6日千葉市「幕張メッセ」での開催予定である。 

 

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。 

 

6. その他 

石山学術部長より、令和 2年度日臨技定時総会出席の報告があった。 

今般の状況から、今年の研修会開催はむずかしい状況であり、第 69 回日本医学検査学会は日程を変更し

て開催予定であるが、今後の状況によっては変更もあり得る。 

各県の代表者が日臨技の新理事として承認されたので、今まで以上に情報共有ができるようになると思わ

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。 

 

【議題】 

1. 令和 2年度の定時総会について 

野坂事務局長より、定時総会の役員割り当てと運営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. 令和 2､3年度の青臨技役員改選について 

齋藤会長より、青臨技役員改選について説明があった。 

令和 2､3年度役員改選について、定時総会に諮る予定である。 

役員改選にあたり、理事会ですでに承認されているとおり、理事を 2 名増やして定款の規定内である 18

名とし、事務局長の負担軽減を図りたい。 

 

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。 

 

3. その他 

1） 齋藤会長より検体採取講習会の受講状況について報告があった。 

検体採取の講習会は、免許に付随するものであるが未だ受講していない方がいる。交通費も負担となって

いるようなので、Webでの受講ができないか申し入れしていきたい。 

COVID-19に特化した検体採取の受講の申し込みはまだいないようである。 

PCR検査の講習会開催については、今後検討していきたい。 
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2） 第 69回日本医学検査学会について 

齋藤会長より、第 69回日本医学検査学会の開催について、今般の状況からしてもむずかしい状況ではある

が、次の全国の理事会で決ったことがあればお知らせするとの報告があった。 

 

3） 来年度の青森県医学検査学会について 

山本理事より、COVID-19の感染症拡大防止の観点から今年度の青森県医学検査学会開催が中止になったが、

来年度は中弘南黒支部担当の通常開催として決定でよいかとの質問があった。 

 

齋藤会長より、通常開催として進めていただきたいとの回答があった。 

 

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。 

 

令和 2年度第 3回理事会 議事録 

1. 日 時：令和 2年 6月 27日（土）14:40～14:50 

2. 場 所：青森県観光物産館アスパム（9階津輕） 

  青森市安方一丁目 1-40 Tel:017-735-5311 

3. 出席者：齋藤浩治、石山雅大、奥沢悦子、木村正彦、野坂知加、吉田泰憲、逆井久美子、吉岡拓朗、      

野呂美鈴、番場隆彦、三上英子、太田孝雄、十文字礼子（川口裕美理事、高松みどり理事代理） 

4. 欠席者：吉岡治彦、川口裕美、高松みどり、細川和子、米沼順子、神山哲哉、河村義雄、本田昌樹 

 

議長に齋藤会長があたり、書記に川口理事、高松理事代理の代理である十文字氏が指名され、審議が行われた。 

 

【議題】 

1. 令和 2､3年度役職、担当について 

令和 2年度定時総会、第三号議案で承認された理事における令和 2､3年度の各役職について審議が行われ

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、被選任者は就任を承諾した。 

役職 担当 氏名 施設 

会長  齋藤 浩治 青森市民病院 

副会長 学術部長 石山 雅大 弘前大学附属病院 

副会長 公益部長 奥沢 悦子 八戸市立市民病院 

常任理事 渉外部長 木村 正彦 弘前大学附属病院 

常任理事 事務局長 野坂 知加 青森県立中央病院 

理事 会計 吉岡 拓朗 青森県立中央病院 

理事 事務局長補佐（公益・学術）     吉田 泰憲 青森労災病院 

理事 事務局長補佐（公益・学術）     逆井久美子 八戸赤十字病院 

理事 事務局長補佐 

（渉外・組織調査） 

野呂 美鈴 つがる総合病院 

理事 庶務（HP・会報・議事録）        川口 裕美 八戸市医師会検査センター 

理事 庶務（HP・会報・議事録） 高松みどり むつ総合病院 

理事 学術 細川 和子 黒石病院 

理事 学術 番場 隆彦 鯵ヶ沢病院 
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理事 公益 米沼 順子 むつ総合病院 

理事 公益 神山 哲哉 公立七戸病院 

理事 渉外 河村 義雄 青森労災病院 

理事 渉外 本田 昌樹 青森市民病院 

理事 渉外 吉岡 治彦 弘前大学大学院保健学研究科 

監事  三上 英子 青森県立中央病院 

監事  太田 孝雄 つがる総合病院 

 

 

2. 令和 2、3年度学術部門長が以下の通り決定された。 

部門 氏名 施設 

生化学分析部門 前山 宏太 十和田市立中央病院 

臨床一般部門 阿部 紀恵 八戸赤十字病院 

臨床血液部門 大井 惇矢 八戸市立市民病院 

臨床微生物部門 澤谷 泰子 青森市民病院 

輸血・移植検査部門 小山内 崇将 弘前大学医学部附属病院 

病理細胞診部門 須藤 安史 八戸市立市民病院 

臨床生理部門 田嶋 育子 青森県立中央病院 

染色体・遺伝子部門 高畑 英智 八戸市立市民病院 

総合検査部門 石山 雅大 弘前大学医学部附属病院 

 

令和 2年度第 4回理事会議事録 

1. 日 時：令和 2年 8月 19日（水）18:00～19:00 

2. 出席者：齋藤浩治、奥沢悦子、野坂知加、吉田泰憲、逆井久美子、野呂美鈴、川口裕美、高松みどり、     

細川和子、番場隆彦、米沼順子、神山哲哉、河村義雄、本田昌樹、三上英子、太田孝雄 

3. 欠席者：石山雅大、木村正彦、吉岡拓朗、吉岡治彦、 

 

定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に齋藤会長があたり、書記に高松理事が指名され、審議が行われ

た。審議は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点により、オンラインで行われた。 

 

【報告事項】 

1. 学術部経過報告 

石山学術部長が欠席のため、齋藤会長より研修会の開催について報告があった。 

基本的に研修会は開催しない。ただし各支部・各部門の研修会を開催する場合は、基本 WEB研修となり日

臨技のガイドラインに沿って①生涯教育に事前登録、②日時を限定し公開、③出席確認を兼ねたレポート

の提出で履修登録とすることとなった。どうしても集合研修を実施する場合は日臨技のガイドラインに沿

って感染対策を十分に行った上で、広い部屋で収容人数の 50％以下を目安に実施すること、日程を齋藤会

長に報告することとなった。 

 

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。 

 

2. 公益部経過報告 

奥沢公益部長より特になしとの報告があった。 
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3. 渉外部経過報告 

木村渉外部長が欠席のため齋藤会長より特になしとの報告であった。 

 

【議題】 

1. 理事日当について 

齋藤会長より、理事や部門長等の日当増額と県内の技師講師料の増額について提案があった。 

理事日当は、半日 2000 円、1 日 4000 円とし、講師料 30 分以内 5000 円、30～60分 8000 円、1 時間以上

10000円に増額することとなった。 

 

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。 

 

2. 「臨床検査技師への業務の移管や共同化に係る意識調査」の協力依頼について 

齋藤会長より医師の働き方改革等の医療提供体制の改革に当り、他職種の医療従事者の合意形成のもとで

の業務移管や共同化が掲げられています。その中で臨床検査技師のタスク・シスト/シェアする予定の業務

について、既に業務としている医師、看護師の意見を聞き、教育、研修での患者接遇や職種間連携、医療

安全等の要点を明らかにすることを目的とした調査が実施されることになり、都道府県技師会へ協力依頼

があった。 

各項目の最低ｎ数 1000となっており、各県で 30件ずつの回答をお願いされている。 

回答率をあげるため印刷したものを医師、看護師へ配布し、代理入力するのがいいのではないかと考えて

いる。一人が全部に応える必要は無く回答可能な項目だけ回答してもらってもよい。締め切りは 28 日に

なっている。各施設のノルマは特に設定していないが、件数を把握するため何件入力したのかを齋藤会長

に報告してほしい。 

 

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。 

 

3. 69JAMT情報交換会におけるビデオメッセージについて 

齋藤会長より「オール北日本支部」を目指しこれまで協力いただいたことを会場の皆さんと共有するため

北日本の各道県からのビデオメッセージを情報交換会で上映することになり、ビデオメッセージ作成依頼

がありましたと説明があった。3 分程度のものですがどのようなものを作製したらいいか意見を頂戴した

い。期限が 31日までのため、今週末までにいい案があればお知らせください。 

 

4. 「令和 4年度診療報酬改定に向けた要望調査のお願い」について 

齋藤会長より、今月中に各施設でとりまとめ改定の根拠も含め要望調査回答記入票に入力して報告してく

ださい。最終的に取りまとめたものを技師会として提出することにします、と提案があった。 

 

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. 精度管理について 

石山学術部長が欠席のため齋藤会長より説明があった。青臨技の精度管理は昨年と同じような日程で実施

したいと考えている。他県では新型コロナの影響で精度管理が実施できないところもあるようですが、青

森県の場合は医師会の精度管理も含め実施します。 

日程は 
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9月初旬    部門長、精度管理員へ依頼 

10月中旬    各施設へ参加募集 

10月 29日（木）までに青森市民病院に試料到着 

10月 30日（金）発送準備 

11月 2日（月） 試料発送 

11月 20日（金）回答締切 

とする予定との報告があった。 

 

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。 

 

6. その他 

齋藤会長より 1）、2）の項目について説明があった。 

1）今後の理事会について 

しばらくは WEB開催での実施を考えています。 

2）新型コロナウィルス関連 

県内で核酸増幅検査基礎研修終了 16名、検体採取の実技研修は自施設で行い修了者 1名となってい

る。基礎研修は日臨技、実技講習は各都道府県単位に任せられているが、青森県は準備が進んでいな

いのが現状です。PCR や LAMP 法検査を開始している施設も増えていると思うので、今現在は自施設

で実施する方向でお願いします。 

 

3）本田理事より各支部の活動について 

  研修会以外の懇親会や納涼会などの行事は実施しないでよいか。 

    齋藤会長より研修会以外で人が集まることはやめてほしい。支部で研修会を行う場合は WEB研修又は

広い会場での少人数での実施にしてほしい。 

できれば 1回は研修会を実施してほしいという希望は持っている。 

 

4）細川理事より健康祭り等への参加について 

中止になっている健康祭りもありますが、まだ未定の健康祭りがあります。 

例年血糖測定など対面でやる検査が多いので、参加をどうしたらいいのか、と質問提案があった。河

村理事より八戸地区では支部役員で話し合った結果、参加を見送ったと報告あり。奥沢理事より無症

状でも新型コロナに感染している可能性がある。健康祭りに来る方は不特定であり、背景もわからな

い。医療従事者としてリスクは避けるべきではないかと提案。齋藤会長よりやはり今年は不参加とす

ることとしたいと提案があった。 

 

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 2年度第 5回理事会議事録 

1. 日 時：令和 2年 12月 22日（火）18:00～19:30 

2. 出席者：齋藤浩治、石山雅大、奥沢悦子、野坂知加、木村正彦、吉岡拓朗、吉岡治彦、吉田泰憲、       

逆井久美子、野呂美鈴、川口裕美、高松みどり、細川和子、神山哲哉、河村義雄、本田昌樹、三上英子、

太田孝雄 

3. 欠席者：番場隆彦、米沼順子 
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定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に齋藤会長があたり、書記に高松理事が指名され、審議が行われ

た。審議は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点により、オンラインで行われた。 

 

【報告事項】 

1. 学術部経過報告 

石山学術部長より、今年度の精度管理について青臨技ホームページに生理・一般部門の速報が掲載された

と報告があった。 

 

2. 公益部経過報告 

奥沢公益部長より特になしとの報告があった。 

 

3. 渉外部経過報告 

木村渉外部長より特になしとの報告があった。 

 

4. 事務局経過報告 

前回の理事会以降で求人依頼の掲載が 8施設あり。 

弘前超音波研究会より後援依頼があり 10月 31日に ZOOM使用で開催。 

東青支部執行部企画研修会が 11月 27日に ZOOMで開催。 

細胞検査士会から 2 次試験対策としての問題の配信依頼があり 12 月 6 日まで配信を行っていたと報告が

あった。 

 

5. 齋藤会長より報告 

  1）野球肘検診について 

   11月末～12月にかけて、青森・弘前・むつ地区で合計約 450名実施し、無事終了。来年度も引き続き実

施する予定との報告があった。 

   石山学術部長より感染対策についての質問あり。齋藤会長より全員マスクを着用した上で、チーム（1

チーム 15～20名程度）に分けて人数が多くならないように超音波検査を行い、チームの入れ替えの際に

はテーブル、椅子などの消毒を行い実施し、特に問題はなかったとの報告があった。 

 

  2）講演会中止のお知らせ 

   毎年後援している県民公開講座「骨髄移植を知ろう」が 1月 24日開催予定であったが、新型コロナウイ

ルスの影響で中止になったとの報告があった。 

 

  3）北日本支部幹事会（12月 3日（木）実施）報告 

齋藤会長より以下の通り北日本支部幹事会の報告があった。 

 北日本支部学会は 2021 年度から岩手・北海道・福島・宮城・新潟・秋田・青森・山形の順で行う 

 第 69 回日本医学検査学会は、令和 2 年 9 月 5 日（土）6 日（日）幕張メッセ国際会議場で、Web 開

催 10 月 1 日～10 月 31 日で開催された。参加者合計 3,576 名、現地一般演題 61 演題、教育講演 8

企画、シンポジウム 16 企画、日臨技企画 3 企画 新型コロナ感染症特別企画、企業展示 25 社 73 小間、

共催セミナー7 企画がそれぞれ無事に終了したと山寺学会長から報告された。 

 北日本支部学会(第 9 回)は 2022 年 1 月 22,23 日を予定しており、開催方法は検討中。 

 地域貢献賞（令和元年度新設）は北日本支部学会担当県から推薦することとなった。2020年度は支部

学会が行われていないことから日本医学検査学会を開催した福島県から推薦する。 
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  4）日臨技理事会報告 

   齋藤会長より日臨技理事会第 1回から 3回までの報告があった。 

第 1回： 

 代表理事・執行理事選出 

 令和２年度認定センター主催の研修会・講習会・認定試験の中止と認定期間の延長（5年から 6年に） 

 

第 2回： 

 令和 2・3年度の委員会、WG 等の設置が承認された 

 JAMT技術教本シリーズ「 臨地実習技術教本（仮称）」を作る予定。 

 「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」を 10月、11月東京で開催。地方でも実施してほしいと

要望したが、地方での開催や WEB 開催は難しいため、今後も東京や大阪等の大都市でのみ実施すると

説明があった。 

 「臨床検査技師学校養成所指定規則」が 2022年度の入学制から適用、2024年度の臨地実習より臨地実

習指導者要件が適用となる。 

石山学術部長より実習といっても見学程度のものから期間が長いものまで様々あるが、どの程度の実

習の受け入れで必要になってくるのかと質問があった。齋藤会長より詳細は未定だが、実習生を受け

入れる予定があれば講習を受けてほしいと回答があった 

 日臨技・日臨技支部研修会のオンライン講習会（動画視聴）開催のためのシステム改修を実施してい

る。バグ等を修正し、各県の研修会でも使用できるようにする予定である。 

 

 

第 3 回： 

 支部学会は全て中止 

 令和 3年賀詞交換会は新型コロナウィルス感染症拡大のため中止 

 JAMT 技術教本シリーズ「超音波症例集 Vol.2 ～超音波 200 症例 US 画像と採血データから読み解く

～（仮称）」編集委員部会の設置及び委員の選任。現在ある技術教本は 5年をめどに改定していく 

 施設認証制度は令和 3年度からの申請で基準が新しくなる。詳細は WGで検討中です。 

 タスクシフトについて厚労省の検討会が 12月 11日に行われ、取りまとめが行われる。8項目が対象と

なるが、ライセンスに付加される内容のため臨床検査技師免許を持っている人全員に指定講習会を受

けてもらう必要がある。講習会は 6月、7月当りから行う予定。 

 

 

【議題】 

1. 臨床検査技師に対するタスク・シフティング業務啓発事業について 

齋藤会長より、事前に第 1 講～第 4 講の日臨技 HP 掲載のビデオ等を視聴し、1～2 月中に第 5 講のグル

ープワークを実施しなければいけない。その内容について検討したいとの提案があった。どのような研修

を行えばいいのか、実際に研修をうけてもらうためにどうしたらいいのか等を理事・部門長も含め話し合

うこととなった。 

 

2. 青森県学会の開催方法、精度管理報告会、総会について 

齋藤会長より令和 3年度の学会・精度管理報告会・総会についての開催時期と開催方法について提案があ

った。通年は 2日にかけて同時に開催していたが、令和 3年度はすべて別日程で開催することとなった。 



- 20 - 

1）学会 

細川理事より、予定としての令和 3年度の学会の日程（6/5、6）、会場（アートホテル）と会場の規模（250

名・100 名）の説明があった。学会の開催形式は会場と WEB の併用となったが、費用の面も考えなけれ

ばならないため、再度ホテル側に 6/6のみ 100人規模の会場とランチョン 50人の弁当分で見積もりを取

ることとなった。WEBは ZOOMを使用し、トランスミッション（WEB使用の学会をサポートしてくれる企

業）を使用することとなった。演題は通年と同様に 1月以降で募集し、発表は現地又は WEBでの発表と

することとなった。ランチョンセミナーのメーカーは会長から各メーカーに問い合わせることとなった。

特別講演は弘前大学病院の大山院長、萱場部長に依頼することとなった。 

  2）精度管理講習会 

   齋藤会長より学会と同時に開催しないとなると時期を早めてもいいのではないかと提案があった。精度

管理報告書の冊子印刷に時間がかかるため早めるのは難しいと意見もあったが、基本的には冊子を作ら

ないこととし、パスワードで管理されたページに PDF形式で報告書をアップすることとなった。ただし

冊子がないと困る施設があるかを会長より連絡責任者に一斉にメールを送り確認することとなった。開

催時期を 3月中旬頃の予定とし、石山学術部長より各部門長に打診することとなった。 

  3）総会 

   WEBで開催することとなったが、日程や詳細は後日決めることとなった。 

 

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。 

 

3. 理事会日当清算方法 

齋藤会長より、オンラインでの会議のため、日当の支払いを振り込みにしたいとの提案があった。会計担

当の吉岡理事に各自振込先を連絡することとなった。 

 

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。 

 

【その他】 

1. WEB開催の際の生涯教育の点数について 

  吉田理事より WEB開催の場合の生涯教育の点数について質問があった。本田理事より東青支部開催の研修

会では、終了後一定時間内にアンケートに回答してもらいそれをもって参加としたとの報告があった。齋

藤会長より日臨技から「WEB 研修会の場合はレポート等を提出して研修会参加する」という指針がでてい

るので同様に対応していくとの報告があった。 

 

議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。 

 

令和 3年度第 1回理事会議事録 

1. 日 時：令和 3年 12月 22日（火）18:30～19:30 

2. 出席者：齋藤浩治、野坂知加、吉岡拓朗、吉田泰憲、逆井久美子、野呂美鈴、川口裕美、高松みどり、神

山哲哉、河村義雄、本田昌樹、三上英子、太田孝雄、米沼順子 

3. 欠席者：番場隆彦、石山雅大、奥沢悦子、木村正彦、吉岡治彦、細川和子、 

 

定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に齋藤会長があたり、書記に高松理事が指名され、審議が行われ

た。審議は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点により、オンラインで行われた。 
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【報告事項】 

1. 学術部経過報告 

石山学術部長が欠席のため齋藤会長より報告があった。精度管理講習会の参加者は 121名で、例年の約 2

倍の参加者となった。WEB 開催だったことで参加しやすくなったのが要因と思われる。100 人カイギの参

加者は 30名くらいと思われるが、アンケート調査の回答は 27名であった。参加された方でアンケート未

回答の方の研修会登録をしますので吉田理事まで教えてください。 

 

2. 公益部経過報告 

奥沢公益部長が欠席のため齋藤会長より心電図健診に関しての報告があった。各支部通常業務の中、派遣

技師の選出ありがとうございます。新型コロナウィルスのクラスターが発生し、今後日程変更も考えられ

ます。医師会より各支部の担当者の連絡先を教えてほしいとの要望がありましたので、サイボウズに至急

書き込みをお願いします。心電計は新しくなっていないので機械操作は大丈夫だと思いますが、機械の操

作説明を行っている日程の余裕がないので、マニュアルを活用し実施してほしい。三上理事より医師会で

マスク、アルコール消毒等の準備をしてもらえるのか質問があった。齋藤会長より確認し連絡しますとの

回答があった。 

 

3. 渉外部経過報告 

木村渉外部長が欠席のため齋藤会長より特になしとの報告があった。 

 

4. 事務局経過報告 

  2/25東青支部の研修会が開催され、他の支部の研修会報告はありませんでした。これで今年度最後になり

ますとの報告があった。 

5. 齋藤会長より日臨技理事会（3/27）報告 

   ①品質保証施設認証制度の再構築 

    2022、2023年度対象の施設から新しい制度を適応。青森県は認証を受けている施設数が少ないので近

くの施設でまだ受けていない施設があれば申請するように声をかけてください。 

②タスクシフト 

 2021年度で事業開始。会員に広く周知し、研修会の参加者を増やしていかなくてはいけない 

   ③臨地実習指導者講習会 

    臨地実習に関するガイドラインを見直し、再構築している途中。 

   ④検体採取指定講習会の継続開催 

    東京・大阪などの大都市でのみ実施。WEB での開催はしない。 

   ⑤認定技師制度講習会 

    座学はWEB で開催。 

認定試験は 12 月幕張メッセで同一日に同一会場で開催される。 

    8 月末～9 月頭に募集開始予定。 

   ⑥タスクシフトに関する厚生労働省指定講習会 

    厚労省より「安全を考えてしっかり実習を行うように」との指示あり、予定より多くのシミュレータ

ーの購入しなければならないため費用が多くかかる。当初は 1 回の講習会参加人数を 30 人に設定し

ていたが、費用の増大により 1 回 60 人としなければいけない（51 名が損益分岐点）。ただし各都道

府県で会員数が異なるため各県で調整は必要だが、青森県では 40 名程度集めなければならないと考

えている。令和 3 年度は各都道府県 3 回開催して下さいとの報告があったため 3 回を目標に開催した

いと考えている。 
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   ⑦北日本支部学会 

    11 月 1 日から完全 WEB 開催で行うことが決定した。 

 

【議題】 

1. 功労賞・奨励賞 

功労賞候補者 

久保 忠利（八戸市医師会臨床検査センター） 

 太田 孝雄（つがる総合病院） 

 西谷 浩樹（公立七戸病院） 

 安永 泰彰（八戸赤十字病院） 

奨励賞候補者 

 櫛引 美穂子（弘前大学医学部付属病院 検査部） 

 八木橋 祐弥（青森市民病院） 

 

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. 2021年度事業計画案 

①通常総会 

 6月の最後の週に日臨技の総会が開催されるためその前に実施したい。 

 学会も開催されるため、6月下旬に WEBで開催調整することとなった。 

②学会 

 一般演題 20題程度 

 特別講演：弘前大学医学部附属病院 大山先生 

      腎臓バンクの共催セミナーとして開催 

 教育講演：弘前大学医学部附属病院 萱場先生 

      コロナに関する講演をしてもらう予定 

 ランチョンセミナー 

③サイボウズに関して 

 部門長も追加する 

④部門別研修会 

 昨年は開催できなかったので今年はできたら 2回開催して欲しい。 

⑤精度管理調査 

 報告会は今年と同様 3月に WEBも合わせて開催したい。 

⑥タスクシフトに関する講習会開催 

⑦臨地実習指導者講習会 

 

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。 

 

3. 2021年予算案 

吉岡理事より資料に基づき説明があった。 

 

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。 

 



- 23 - 

4. 青臨技学会について進捗状況確認 

細川理事が欠席のため齋藤会長より報告 

演題登録しようとすると大分類・中分類の部分が登録できないことが発覚した。 

現在調整中です。演題の目標は 20題ですので各施設よろしくお願いします。 

米沼理事よりハイブリット開催となるが理事は会場に集合となるのか、ランチョンセミナーに関しての質

問があった。齋藤会長より理事は基本集まってもらうことを考えているが、感染の状況や各施設の許可も

場合によっては必要になってくると思う。できるだけ集まってもらいたいが最終的には各個人にお任せす

る。ランチョンセミナーの開催自体考えなくてはいけないことではあるが、午後の講演に繋げるという意

味ではランチョンセミナーは重要なセミナーになるのではと考えている。メリット・デメリットはあるの

で今後考えていきたい。 

 

【その他】 

1. 事務局より 

  WEB開催が増えているので PCを新しくしたいという支部があれば、1週間ぐらいで申し出てほしい。  

2. 齋藤会長より 

  日臨技からの一斉メールを送信しても届いていないメールがあり、届いていない人に登録アドレスを確認

してもらっている。施設共有のメールアドレスを使用している場合は、できれば個人のアドレスを登録し

てほしい。   

 

議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。 

 

令和 3年度第 2回理事会議事録 

1. 日 時：令和 3年 5月 24日（月）19:00～20:00 

2. 出席者：齋藤浩治、石山雅大、野坂知加、吉岡拓朗、吉田泰憲、逆井久美子、川口裕美、高松みどり、     

細川和子、番場隆彦、本田昌樹、米沼順子、吉岡治彦、三上英子、太田孝雄 

3. 欠席者：奥沢悦子、木村正彦、野呂美鈴、神山哲哉、河村義雄 

 

定款第 5 章第 32 条及び諸規定により、議長に齋藤会長があたり、書記に高松理事が指名され、審議が行われ

た。審議は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点により、オンラインで行われた。 

 

【報告事項】 

1. 学術部経過報告 

石山学術部長より今年度の研修会は ZOOM 等を使用し開催していきたいとの報告があった。齋藤会長より

部門長会議の開催の提案があり、日程を調整し開催することとなった。 

 

2. 公益部経過報告 

奥沢公益部長が欠席のため齋藤会長より特になしとの報告が合った。 

 

3. 渉外部経過報告 

木村渉外部長が欠席のため齋藤会長より特になしとの報告があった。 

 

4. 事務局経過報告 

  野坂事務局長より特になしとの報告があった。 
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5. 齋藤会長より報告 

   ①日臨技からの各都道府県単位での事業要望 

    1）生涯教育推進研修会事業 

     支部や県で毎年実施している研修会のうち、開催経費を日臨技へ申請できるものは申請してくださ

い。 

    2）検査と健康展 

     昨年度は新型コロナウィルスの影響で開催できていないが、例年であれば弘前、八戸、黒石で共催

開催している。県内では技師会主催の健康展の開催は実施しておらず、今年も難しいと考えている。

現在各市町村で実施している健康展の共催で検査技師の仕事内容紹介などを企画できたらと考えて

いるが現状難しいと思っている。例年は 

      黒石：細川理事より市が主体で各団体はブースで参加しているのみ。 

      弘前：弘前も黒石同様、尿検査と血糖測定をブースで行っているのみ。 

      八戸：吉田理事より、以前は超音波検査を実施していたが、機器のリース代 

         がかること、会場のブレーカーが落ちてしまうので中止したという 

         報告があった。現在は血糖測定のみ実施。 

     今後どのようにするのか考えていきたい。 

     その他、地域ニューリーダー育成講習会、初級・職能開発講習会、総会委任状回 

     収委託、学生フォーラムについて説明があった。 

②タスクシフト説明 

 先週土曜日（5/22）に実施された説明会の内容説明があった。 

 資料はサイボウズに掲載済み。 

 実習のスケジュールは、8/8にシミュレーション研修会が実施。 

 北日本支部での研修会（仙台）に青臨技から 7～8名参加予定（コロナの状況ではできない可能性もあ

り）。 

 実際に研修会を開催するにあたって講師となる医師、看護師の確保が一番の問題点だが、どのように

するか県学会終了後に検討したい。 

 県内のスケジュールは、2～3 回/年開催、5 年間で終了。目標人数は、初年度と最終年度は 80 名、2

～4年目は 160名の予定。今年度中に 2回の開催予定となっている。 

 10/1に改正法が施行されるので 9月後半に本年度の 1回目を開催したいと考えている。 

 県学会終了後に計画を立てたいとの報告があった。 

 逆井理事より開催場所に関して、ある程度候補をあげておいたほうがいいのではないかとの提案があ

った。齋藤会長よりある程度の広さの部屋が最低 3つ確保できることを考えると限られてくるが各自

できる施設を考えておいてほしいとの回答があった。石山理事より今回のタスクシフトは検査技師だ

けでなく放射線技師や臨床工学師も対象になっている。内容が重なっている部分もあるので部門を越

えた協力が必要なのではないかとの提案があった。齋藤会長よりやはりどの部門も講師となる医師、

看護師の確保をどうするのが課題となっているようなので話をしてみますとの回答があった。  

【議題】 

1. 監査報告 

太田監事より 5月 15日に実施された監査について報告があった。 

 

2. 総会議案書 

総会は 6月 30日（水）19：00～、オンラインにて実施。 
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齋藤会長より議案内容の説明、吉岡理事より決算報告の説明があった。 

 

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. 学会について 

①抄録 

   完成版をホームページにアップし、会員に一斉メールでアナウンスすることとなった。学生の参加者に

は吉岡理事より配布してもらうこととなった。 

②公開講演 

 一般の方も参加しやすいように YouTubeでの配信も行う。 

QRコード付きの案内を各施設で貼り出してもらってほしい。 

③事前登録 

   ウェビナーでの事前登録が必要。名前、アドレス、所属先、会員番号を入力して参加登録となります。 

④座長・発表者 

6月 2～4日で一度テストする予定。 

6月 6日の会場は理事数名、中弘南黒支部より数名、発表者、座長の数名のみとする。 

吉岡理事より発表者のパワーポイントを送る際にトラブルに備えて音声入りにした方がいいのかとの質

問があった。石山理事より音声入りだとファイルが大きくなってしまう他、全員が対応できるわけでは

ない可能性があるが、対応できるのであれば音声入りでもよいのではないかと回答があった。 

 

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。 

【その他】 

1. 齋藤会長より 

 ①一斉メールで送信したが、ワクチン接種について臨床検査技師が候補にあがっている。要請があった場合、

何かしらの協力ができるよう心構えをしておきましょう。 

 ②タスクシフトに関する 100人会議について 

  まだ 1度しか開催できていないが、今後回数を重ねて一般会員の方にも情報を共有していきたい。 

 

 

議長は以上をもって審議を終了したことを告げた。 

  


