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平成平成平成平成 23232323 年度通常総会終了年度通常総会終了年度通常総会終了年度通常総会終了しましたしましたしましたしました！！！！    

新役員決定新役員決定新役員決定新役員決定！！！！会長会長会長会長    安保安保安保安保    淳一淳一淳一淳一    氏氏氏氏    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る 5 月 28 日（土）に盛岡市リリオ 3 階イベントホールにおいて、平成 23 年度通常総会

が開催されました。総会の開会に先立ち、このたびの東日本大震災で亡くなられた方々と 5

月 21 日に当会監査役、藤沼浩氏が逝去されたことに対して黙祷をささげました。 

総会議長に岡田進氏が選出され、資格審査委員長から会員数 536 名、出席者 30 名、委任

状 344 名、出席者と委任状あわせて 374 名と会員数の過半数に達したことから総会成立が宣

言されました。また、昨年の理事会で承認されていた永年会員の表彰は行われず、総会のみ

の開催となりました。平成 22 年度事業決算報告、平成 23 年度事業計画案、予算案はすべて

承認されました。平成 23・24 年度役員候補者の推薦があり、全会一致で承認されました。 

３期会長を務めた伊藤茂雄会長に代わり、安保淳一新会長、岩渕義文副会長・行森良一副

会長体制になります。伊藤会長はじめ旧役員の方々ありがとうございました。 

新役員の皆様よろしくお願いいたします。 
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前会長 伊藤 茂雄（総合花巻病院） 

 会員の皆様、大変お世話になりました。去る 5月 28 日（土）岩臨技総会において会長の職

を辞する事になりました。本職は平成 17 から 22 年度まで 3 期務めさせて頂きました。これ

は会員の皆様方のご支援とご協力がなければ為し得ることは出来なかったと思っております。

ありがとうござました。 

会長職に就く前は平成 3 年から理事 2 期を皮切りに常務理事 2 期、副会長 2 期と会務に務

めました。この間に地区技師会設立、検査展（健康展）の開催、地区学会開催などで県内を

飛び回りました。また何度、盛岡を往復したことでしょう。今では良き思い出になっており

ます。盛岡からの最終電車に乗り遅れて、盛岡に泊まったこと、盛岡まで迎え（家内）を呼

んだこと、タクシーで帰宅したこともありました。また電車で寝てしまい花巻駅を乗り越し

たことも２度ありました。仕舞いには、４月７日の地震で最終電車に閉じ込められたことま

でありました。 

6 年前、「先ず隗より始めよ」という思いで会長職を受けましたが、果たして県内の優秀な

賢者を集める事ができた事と思っております。新役員の顔ぶれを見るにつけ、確信を得てお

ります。これは何よりで、思い残す事はありません。 

 今後は任期途中の東臨技の会長として、また日臨技の理事として東北地区のため、日本の

臨床検査のため、世のために尚一層の努力をして参ります。 

どうぞ、今後とも皆様方のご支援を賜りますように、お願い申し上げまして最後のご挨拶

と致します。ありがとうございました。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長 安保 淳一（岩手医科大学附属病院） 

この度の東日本大震災にて被災された会員の皆様に心よりお見舞い申し上げます。この度の東日本大震災にて被災された会員の皆様に心よりお見舞い申し上げます。この度の東日本大震災にて被災された会員の皆様に心よりお見舞い申し上げます。この度の東日本大震災にて被災された会員の皆様に心よりお見舞い申し上げます。    

 先の総会で岩手県臨床衛生検査技師会 会長に就任いたしました安保 淳一（あんぼ じゅ                        

会長就任挨拶 

会長退任挨拶 
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んいち）と申します。所属は岩手医科大学附属病院 

中央臨床検査部であります。私はこれまで事務局、 

副会長と務めてまいりましたが、まだまだ未熟者で 

あり会長職が自分に務まるのか自信がありません。 

しかし、この度の大震災で多くの方々の勇気ある行 

動に感銘し、また、復興に立ち上がる被災された皆 

様の姿に励まされ、今、「自分の立場で出来ることを 

精一杯成し遂げる」という思いから会長職を引き受 

けることと致しました。会長職を引き受けるうえで 

は職場の上司であります諏訪部 章教授、菅井 有教 

授からのご理解と励ましのお言葉を賜り大変感謝致 

しております。多くの問題を抱えての門出となりま 

すが、岩渕副会長、行森副会長、新理事の皆様、柳本事務局長、また、会員の皆様のご理解

とご協力、ご支援をいただきながら誠実に会務を進めていく所存であります。 

さて、先の東日本大震災では青森県から茨城県までの太平洋沿岸でこれまでにない大きな

被害を受けました。岩手県におきましても沿岸地区全域において津波による被害が甚大であ

り、沿岸地区会員の方のなかには自宅が流失、全壊あるいは半壊された方がいらっしゃいま

す。また、勤務先の病院が壊滅状態となった施設も多数ございます。岩臨技としても災害対

策部を発足し被災された会員の方々や被害が甚大な施設への支援を行っているところであり

ますがその対応はまだまだ不十分であり、今後、更なる対策と支援を進めていかなければな

りません。災害対策部を充実させ迅速な対応、支援ができるよう計って参ります。壊滅状態

となった県立高田病院の仮設診療所である米崎コミュニテイセンターでは日本臨床検査医学

会がいち早く支援に立ち上がり諏訪部教授を中心として検査機器、検査試薬を提供いただき

ました。また、兵庫県技師会様からは人的支援をいち早く対応していただきました。心より

感謝とお礼申し上げます。本来であれば地元技師会である岩臨技が対応すべき問題でありま

したが諸般の事情により対応が遅れました。お詫び申し上げます。今後は関係団体と連携し

復旧、復興に努めて参ります。 

次に法人改革についてでありますが、岩臨技でも法人改革に向け新法人の定款を先の総会

で提案する予定でありました。しかし、震災直後の総会で会員への周知が不十分であり定款

の提案を見送りました。既に理事会では新定款を作成しておりますので、早い時期に会員の

皆様に提案し、臨時の総会にてご承認いただきたいと思います。 

 その他の会務、学術事業、公益事業、生涯教育事業、精度管理調査事業などにつきまして

は理事会を経て新役員体制で早急に進めて参ります。また、今年の第 17 回岩手医学検査学会

につきましては岩臨技本部が担当し行って参ります。会期は 11 月 6 日（日）、アイーナ・ホ

ールを予定しております。 

 最後になりますが、これまで諸先輩方が築かれた功績や歴史を汚すことなく、更に発展す

る会と成りますよう役員一同、精一杯務める覚悟であります。役員の皆様はそれぞれの職場

で日常業務を行いながらの会務となります。当然のことですが役員報酬もございません。全

ては役員の献身的な自己犠牲のうえに成り立っているともいえます。 

どうか皆様、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
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 平成 22 年度三陸地区技師会会長 紺野 利一郎（せいてつ記念病院） 

この度の東日本大震災にあたり、多くの会員の皆さまから励ましのおことばやメールを賜

りました。厚く御礼申し上げます。 

また、被災直後の状況の悪い中、測定に必要な蒸留水や日用品、また避難所に必要な速乾

性消毒薬などの多くの支援物資を届けて下さいました技師の方、ディーラーの皆さん、MR

の皆さん本当にありがとうございました。 

三陸地区には現在 56 名の技師が所属し、16 の病院やクリニックで業務に携わっています

が、その半数近い 7 施設が津波による損壊の被害を受けました。完全に流失してしまった施

設もあります。多くの会員が自宅その他の財産を失いました。家族が不幸に遭われている会

員も複数います。 

職場の状況をみると、仮診療所の開設などにより会員も職場復帰しつつありますが、仮診

療所では検査の内容も限定されることから、他の病院に応援に出るなど以前にはほど遠い状

態です。残念なことに、まだ職場復帰できないでいる会員もいます。 

私の三陸地区理事の任期は３月末まで終了しますが、今後とも、引き続き沿岸地区のご支

援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

一瞬にして倒壊・流失してしまった街や港の姿を見た瞬間、頭の中が真っ白になり、その

場を動けませんでした。これは悪い夢ではないだろうかと。その直前まで多くの人が明るく

賑やかに生活を営んでいたはずなのです。 

昨日、掃除をしていたら震災直後に購入しながら殆ど見ることのできなかった東日本大震

災の報道写真集が出てきました。改めて２冊最後まで見ることができました。精神的にも落

ち着いてきているのだと思います。写真集の半分ほど開いた時に、なぜ初めて見た時にとこ

ろどころをめくって閉じてしまったか思い出しました。殆どのページが瓦礫の山、そして、

それを呆然と見つめている一人の老人、雪の舞い散る寒い中全てを失い着の身着のままで避

難先へむかう人たち、津波の後の大火・・・あまりに辛い写真でした。すべてのページが自

然の脅威、津波の恐ろしさ、誰もが理解できない破壊力を感じさせられるシーンでした。 

しかしながら、この写真集を見て、津波に襲われ多くの人が逃げ惑う様を想像できる人が

どれだけいたでしょう？この世の物とは思えない想像を絶する惨状があったのです。この写

真集を見ただけで、中には東日本大震災を分かったような気になってしまう人がいるだろう

と思うと怒りに似た複雑な感情が出てきてしまい閉じてしまいました。残念なことにその時

の思いを適切に表現することができません。この時期は、姪家族や知人の安否確認が思うよ

うに捗らなくて苛立ちもあり、感情が高ぶっていたように思います。 

 被災から３ヵ月近くになります。直後は「生きていて良かったね。」という会話があちこち

で聞こえていました。普通ではありえないことを多くの人が経験し、多くの人が同じ境遇に

あることからどこか異常が普通になっていて麻痺しているようにも感じました。しかし、こ

れが家族ごと、個人ごとに考えてみたらとても大変なことなのです。 

家族の安否確認や多くの手続きが一段落し、少し気持ちに余裕ができ始めているこの時期

東日本大震災にあたり 
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になってから精神的に落ち込んでいる方が以前より増えているように感じます。会員の中に

も自身が津波に遭遇した方もいます。また、会員の家族の中にも被災経験から精神的に不安

定で、家族全員が辛い毎日を送っている方もいるようです。多くの方が数え切れないほどの

不安をかかえて生きています。みんなが安らいだ気持ちで過ごせるようになるのには長い時

間といたわり・思いやりが必要なのかも知れません。 

 

 

 

 

 

  精度管理委員長 斎藤 篤（岩手医科大学附属病院） 

 今年度よりデータ標準化事業の一環として日臨技「精度保障施設認証制度」が始まり、4

月 1 日に 364 施設が認証されました。本来、施設認証は検査室全体、例えば生理検査、輸血

検査なども含めて行うべきですが、現段階では認証の判定基準が明確でない分野もあり実施

は不可能です。検査室全体を認証する基準が確立されるまでには、時間がかかるものと予想

されます。今回、生化学、血液に限定して開始したのは、以下のような理由によります。 

 ・生化学、血液では標準化がなされトレーサビリティ体系が確立されている 

・可否は過去のサーベイ結果などから判断するので基準を明確にできる 

・標準化された施設には、精度管理に要した労力等に見合う価値を付与する 

・認証制度の普及により、標準化事業をより推進させたい 

 現在は 2 年間あたり 5 万円の申請料を支払って認証を受けても、金属製の認証プレートが

貰えるだけで，具体的なメリットはありません。しいて言えば、4 月に日臨技が出した朝日

新聞の全面広告に認証施設として施設名が載ったことでしょうか。ご覧になりました？しか

し、将来、施設認証の取得が保険点数の管理加算（たとえ 1 点でも）に反映されるように申

請を行う予定です。そのためには、施設認証が大規模な事業として行われている必要があり、

当面の目安として 2,500 施設の認証を目標としています。この数値は、日臨技サーベイ参加

施設中 70％の施設が認証を取得することを想定しています。 

今年度，認証された 364 施設中 200 施設は一般施設 

でした。しかし、残念ながら岩手では基幹施設の岩手 

医大、県立遠野病院が認証されただけで、一般施設の 

申請はありませんでした。私の広報不足が招いた結果 

であると反省しています。申請の条件として、「申請時 

より遡り 2 年間、日臨技、県技師会サーベイに参加し 

良好な成績を得ていること」とされています。 

現在、県内でこの条件を満たす施設は 50 施設もあり 

ませんが、認証施設を 1 施設でも増やすことが私の責務 

かと思います。来年度の認証の審査は 12 月に実施する 

予定です。現在、日臨技の HP には詳細な情報はまだ掲 

載されていませんが、申請に関する資料、マニュアルは 

準備していますので、是非ご検討をお願いいたします。 

精度保障施設認証制度 
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平成 23 年度 岩臨技通常総会  議事録 

 

 

    

    

日 時： 平成 23 年 5 月 28 日（土）13：00～ 

場 所： リリオ 3 階イベントホール 

 

平成 23 年度通常総会次第 

 

１．  開会の辞 

２．   会長挨拶 

３．  議長選出 

４．  総会役員選出 

資格審査委員・議事運営委員・書記・議事録署名人 

５．  総会成立の確認 

６．  議事 

           承認第１号   平成２２年度事業について 

           承認第２号   平成２２年度決算について 

           承認第３号   平成２２年度監査報告について 

           第１号議案   平成２３年度事業計画（案）について 

           第２号議案   平成２３年度予算（案）について 

           その他        

７．  平成２３、２４年度役員選任 

８．  総会役員解任 

９．  議長退任 

１０．  その他 

１１．  閉会の辞 

 

議事録議事録議事録議事録    

１．開会の辞 

開会に先立ち、このたびの大震災で亡くなられた方々と当会監事役、藤沼浩氏が 5/21 に

逝去されたことに対して黙祷をささげた後、行森事務局長より開会の挨拶があった。 

２．会長挨拶 

３．議長選出 

     議長 岡田 進 氏（ 県立二戸病院 ） 

     事務局より提案され、全会一致で承認された。 

４．総会役員選出 

   議事・資格審査委員 紺野 利一郎 理事（委員長）、腰山 誠 氏、米倉 加奈子 氏 

     書  記 金田一 徹 理事  

     議事録署名人 富澤 静子 氏、 滝村 芳子 氏 
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５．総会成立の確認 

資格審査委員長より報告。 

会  員  ５３６名 

出席者    ３０名 

委任状  ３４４名 

以上、出席者と委任状あわせて３７４名で過半数に達したことから、 

定款 第４章 第２５条により総会は成立し、議長より通常総会の成立が宣言された。 

６．議事 

  承認第１号   平成２２年度事業について 

一般経過報告                   伊藤 茂雄 会長 

事務局行動日誌                 行森 良一 事務局長 

１．学術部事業報告           安保 淳一 学術部長 

２．公益事業部報告            櫛桁 久美 理事 

３．生涯教育研修委員会報告    畠山 秀樹 委員長 

  

 承認第２号   平成２２年度決算について      藤原 雅之  副会長 

収支決算書     （平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

      財産目録       （平成２３年３月３１日現在） 

      貸借対照表     （平成２３年３月３１日現在） 

正味財産増減計画書（平成２３年３月３１日現在） 

 

   承認第３号   平成２２年度監査報告について  畠山 朝夫 

     平成２２年度監査報告書 

  会務について、昨年実技研修を盛り込んでもらいたいと要望したが、今年度は着実

に実行した。公益・学術ともに概ね実行していた。財務についても適切に運用され、

適切に処理保管されている。 

＊ 以上承認第１号、２号、３号ともそれぞれ全会一致で承認された。 

   

第１号議案   平成２３年度事業計画（案）について 

 平成２３年度基本方針説明       伊藤 茂雄  会長 

１．学術部事業計画  （案）         安保 淳一 学術部長 

  各研究部門事業計画                    〃 

    生物化学分析部門 

    生理機能部門 

    形態検査部門 

    感染制御部門 

    移植検査部門 

    総合管理部門 

２．公益事業部計画（案）          櫛桁 久美 理事 

３．生涯教育研修委員会       畠山 秀樹 委員長 
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第２号議案   平成２３年度予算（案）について 

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 収支予算書  藤原 雅之  副会長 

＊ 以上の提案があり第１号、第２号議案ともそれぞれ全会一致で議決された。 

＊ 岩渕 義文 氏（岩手県立胆沢病院）より①法人移行に伴う新法人定款変更を延期し

たが期限はあるか②震災の支援金として新潟県より 200 万円きたが、他県からはな

いかと質問があり、①事務局から期限はつけてないが、年度内に進める。②新潟県

は中越沖地震時に全国からの支援金の残り 800 万円を宮城・岩手・福島に各 200 万

円を送った。日臨技からは一次金として 200 万円振り込まれた。全国の義援金は被

災県に均等に分けると思われるが、まだ支給されていない。との回答があった。 

＊ 菊池 英岳 氏（岩手県立遠野病院）より今後の被災地への支援活動について質問が

あり、事務局から人的支援は 4 月中旬に業務支援として、県医療局より岩臨技へ要

請があり、5 月連休から休日の活動に入っている。当会としては日当 3000 円で対応

したい。今後新しい事業の要望があれば対応していきたい。これからの長い活動の

一歩を踏み出した状況です。との回答があった。 

 

７．平成２３、２４年度役員選任 

   役員推薦副委員長の滝村 芳子氏より、役員推薦委員会からの下記役員推薦の報告が

あった。 

 

会  長      安保 淳一       岩手医科大学附属病院 

副 会 長         岩渕 義文     岩手県立胆沢病院 

副 会 長       行森 良一     岩手医科大学附属病院   

理  事      清水 篤子         岩手県立軽米病院 

理  事      畠山 信二     国保種市病院 

理  事      佐藤 務         岩手県予防医学協会 

理  事      畠山 秀樹        岩手県予防医学協会 

理  事      金田一 徹        岩手県予防医学協会 

理  事      斎藤  篤      岩手医科大学附属病院 

理  事           古城 智絵     岩手県立中央病院 

理  事      櫛桁 久美     八角病院   

理  事       小田島 範雄       奥州病院 

理  事      菊池 英岳      岩手県立遠野病院 

理  事      志田 健夫         岩手県立磐井病院 

理  事      平山 愛          岩手県立大船渡病院 

理  事      石川 学       岩手県立宮古病院 

理  事      斉藤 麻智子       岩手県立釜石病院 

理  事      柳本 実           岩手医科大学附属病院 

理  事      浅沼 匡介         盛岡赤十字病院 

監  事        梅垣 秀明     岩手県立中央病院 
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平成 22 年度 第 5 回岩臨技理事会  議事録 

              

＊ 以上の役員が、本人承諾の上、全会一致で承認された。 

８．総会役員解任 

     議長がすべての議事が終了したことを告げ、総会役員を解任した。 

９．議長解任 

１０．その他 

１１．閉会の辞 

 

以上議事録に相違ない事を確認しました。 

                  平成 23 年 5 月 28 日  総会議長       岡田 進 

 

議事録署名人  富澤 静子 

滝村 芳子 

 

 

 

    

 

日 時： 平成 23 年 5 月 28 日（土）10：00～12：00 

場 所： リリオ 5 階会議室 

出席者： 伊藤 茂雄  藤原 雅之  安保 淳一  行森 良一  櫛桁 久美   

    佐藤  務  畠山 秀樹  金田一 徹  斉藤  篤  紺野利一郎 

    及川 健樹  中山智恵子  石川  学  柳本 実  

欠席者： 八重樫俊典  菊池 行一  安藤 早苗  菅野 義彦  岡本 恵智子 

開会宣言（伊藤会長）： 理事 18 名中 13 名の出席を得て、理事会の成立を宣言。    

議 題： 

Ⅰ．報告事項Ⅰ．報告事項Ⅰ．報告事項Ⅰ．報告事項    

        事務局：東臨技代表者会議（2 月 25 日）山形市：藤原代行 

     ：日臨技第 2回定期総会（3月 26 日）東京：行森事務局長（震災で欠席） 

     ：岩臨技監査（4 月 14 日） 監事役（5/21 藤沼浩氏逝去） 

     ：被災三県会長会議（4 月 28 日）仙台：伊藤会長 

     ：災害支援本部（5月 6 日）設置、第１段の被災者へ支援金送付（22名×10 万円） 

     ：平成 23 年度第１回定期総会（5月 14 日）東京：安保副会長 

    

Ⅱ．平成Ⅱ．平成Ⅱ．平成Ⅱ．平成 23232323 年度通常総会について年度通常総会について年度通常総会について年度通常総会について    

議案書の確認議案書の確認議案書の確認議案書の確認    

１．平成 22 年度事業報告 

２．事務局、総務：一般経過報告（伊藤）行動報告（行森） 

３．学術部：各研究部門、精度管理委員会（安保）、生涯教育委員会、岩臨技ＨＰ（畠山） 

４．公益部：公益事業（櫛桁） 



（ い わ て ） 

10 

５．平成 22 年度決算報告（藤原） 

６．平成 23 年度事業計画（案）ついて 

活動方針： 

７．総務：事業計画（伊藤） 

８．学 術 部：(安保)  生涯教育委員会（畠山） 

※岩手学会開催について 

南部地区が担当する予定であった第 17 回岩手学会は県理事で対応し、盛岡で開催

する。日程場所：未定 

９．公 益 部：（櫛桁） 

  ※がん予防啓発事業 

手上げ方式で予算が 30万円。（6月末申請締切；2 ヶ月前に申請） 

１０. 事 務 局：各地区技師会の事業報告、事業計画（行森） 

１１．会  計：平成 23 年予算（案）（藤原） 

 

総会運営・準備総会運営・準備総会運営・準備総会運営・準備    

会場設営、運営準備：全員で協力する 

総合司会：行森事務局長 

受付：生涯教育担当者（畠山理事）、中山理事 

広報（写真）：（柳本） 

１．総会進行（始めに黙祷：藤沼浩監査役、東日本大震災で亡くなられた方々に） 

２. 会長挨拶 

３. 議長選出：会場から立候補がない時は司会者を指名。  

議長の指名者：岡田進氏（県立二戸病院） 

４. 総会役員選出 

議事運営委員、資格審査委員（理事会で総会規定変更） 

理事１名、会員２名選出（紺野理事、会員２名選出 盛岡地区 

書記１名（金田一理事）、議事録署名人２名（富澤氏、滝村氏） 

５. 総会成立宣言（議事運営・資格審査委員長） 

６. 議事 

      担当者が対応する。  

全般：会長、事務局：行森、総務・会計：藤原、学術・精度管理：安保（斉藤） 

公益：櫛桁理事、生涯教育：畠山理事 

議事運営・資格審査委員（紺野理事） 

・次第に従い議事進行 承認１号・２号・３号を一括提案、質疑は一括で受け付

け採決はそれぞれ行う。 

・監査報告は畠山監事から報告。 

・次第に従い議事進行 議案１号･２号を一括提案、質疑は一括で受け付け採決は

それぞれ行なう。  

７. 平成 23、24 年役員選任 

８．総会役員解任 
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９. 議長退任 

１０. その他 総会後の連絡：行森事務局長    

※ 法人移行に伴う新法人定款の提案：延期 

※ 永年会員表彰：廃止 

※ 特別講演：中止 

Ⅲ．その他Ⅲ．その他Ⅲ．その他Ⅲ．その他    

：被災者への支援金（第二段）、義援金 

新潟県より 200 万円、日臨技から 200 万円の義援金があった。第１段は 22 名に 10万

を送付したが、第 2 段の支援として、津波に自動車を流された人などを考えている。ま

た、日臨技が出版しているアトラスなどを寄贈して欲しいとの要望がある。 

  個人・施設への支援等全体像を調査して対応していきたい。 

：被災地支援-検査技師の派遣について 

  県から要請があり、休日被災地の病院に派遣された技師に日当 3,000 円を支給する。 

：5 月 29 日（日）臨時東臨技会長会議 仙台市（宮臨技事務所） 

 

 

 

  

 

日日日日        時時時時    ：：：：    平成平成平成平成 22223333 年年年年 7777 月月月月 23232323 日（日（日（日（土土土土））））11114444::::00000000～～～～17171717::::11110000    

場場場場        所所所所    ：：：：    岩手医科大学医学部岩手医科大学医学部岩手医科大学医学部岩手医科大学医学部    5555 階階階階    第第第第 3333 講義室講義室講義室講義室    

会会会会        費費費費    ：：：：    無無無無    料料料料    

講講講講    演演演演    １１１１    ：：：： 14:00〜14:40        

『腎機能検査 腎障害マーカーの基礎知識』（仮題） 

講師：栄研化学株式会社 学術部  

座長：畠山 秀樹 技師（岩手県予防医学協会） 

講講講講    演演演演    ２２２２    ：：：： 14:50〜15:30  

『腎生検組織の見方のポイント 

           −パラフィン切片、蛍光抗体法、電顕で何をみたいか−』 

                                        講師：門間 信博 先生（盛岡赤十字病院病理部） 

座長：川村 将史 技師（いわてリハビリテーションセンター） 

講講講講    演演演演    ３３３３    ：：：： 15:40〜17:10       

『尿沈渣検査法 GP1－P4 について』 

          講師：宿谷 賢一 技師（東京大学医学部附属病院）  

座長：石澤 毅士 技師（岩手医科大学附属病院）     

    

日臨技生涯教育点数：専門日臨技生涯教育点数：専門日臨技生涯教育点数：専門日臨技生涯教育点数：専門 20202020 点点点点((((参加者は技師会会員証をご持参ください。) 

共共共共        催催催催    ：：：：    岩手県臨床衛生検査技師会岩手県臨床衛生検査技師会岩手県臨床衛生検査技師会岩手県臨床衛生検査技師会    栄栄栄栄研化学株式会社研化学株式会社研化学株式会社研化学株式会社        

後後後後        援援援援    ：：：：    腎・泌尿器検査腎・泌尿器検査腎・泌尿器検査腎・泌尿器検査研究研究研究研究会会会会    

第 1 回岩臨技一般検査研修会のご案内 
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日日日日        時時時時    ：：：：    平成平成平成平成 22223333 年年年年 7777 月月月月 15151515 日（日（日（日（金金金金））））11118888:30:30:30:30～～～～20202020::::00000000    

場場場場        所所所所    ：：：：    盛岡赤十字病院盛岡赤十字病院盛岡赤十字病院盛岡赤十字病院    2222 階階階階    記念講堂記念講堂記念講堂記念講堂    

会会会会        費費費費    ：：：：    無無無無    料（料（料（料（非会員非会員非会員非会員 500 500 500 500 円円円円））））    

内内内内        容容容容    ：：：：    「輸血用血液製剤の安全性について」「輸血用血液製剤の安全性について」「輸血用血液製剤の安全性について」「輸血用血液製剤の安全性について」    

講講講講        師師師師    ：：：：    千田千田千田千田    邦彦邦彦邦彦邦彦    先生先生先生先生    

（岩手県赤十字血液センター（岩手県赤十字血液センター（岩手県赤十字血液センター（岩手県赤十字血液センター    学術・品質情報課学術・品質情報課学術・品質情報課学術・品質情報課    課長）課長）課長）課長）    

日臨技生涯教育点数：専門日臨技生涯教育点数：専門日臨技生涯教育点数：専門日臨技生涯教育点数：専門 20202020 点点点点((((参加者は技師会会員証をご持参ください。) 

 

本研修会は輸血検査における基本的なこと、血液製剤取扱いの再確認となっております。

新卒の方をはじめ、夜勤などで輸血業務にたずさわる方を中心に、また他部門専任の方でも

わかりやすく、気軽に参加できる 研修会を下記の通り企画致しました。  

お忙しいとは存じますが、多数の参加をお待ちしております。なお、研修会終了後に情報交

換会を予定しております。 

 

情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会    ：：：：    場所『桜ん坊』場所『桜ん坊』場所『桜ん坊』場所『桜ん坊』        3333,,,,000000000000 円円円円    

問問問問いいいい合わせ先：合わせ先：合わせ先：合わせ先：    盛岡赤十字病院盛岡赤十字病院盛岡赤十字病院盛岡赤十字病院    検査技術課検査技術課検査技術課検査技術課    水野水野水野水野    幸人幸人幸人幸人（（（（みずのみずのみずのみずの    ゆきひとゆきひとゆきひとゆきひと））））    

                                            TELTELTELTEL    019019019019----637637637637----3111311131113111（（（（283283283283））））            FAXFAXFAXFAX    019019019019----637637637637----3801380138013801            

主主主主        催催催催    ：：：：    盛岡盛岡盛岡盛岡地区技師会地区技師会地区技師会地区技師会        

共共共共        催催催催    ：：：：    移植部門研究班移植部門研究班移植部門研究班移植部門研究班    

    

    

～編集後記～～編集後記～～編集後記～～編集後記～ 

震災後原発環境問題で日本各地への放射線の影

響が懸念されています。他聞に漏れず我が家の菜

園にも少なからず影響はあるはずですが、詳細は

わからずじまい。今年は農業２年目、“こまめ”

という耕運機を購入して、畑の管理をしています。

昨年の体験や反省を生かして、可愛い野菜達にも

っと手を掛けてあげようと思っている毎日です。 

総会も無事終了し、2 年間の会報担当も最後にな

りました。任期中に担当した計 12 回の会報です

が、会員皆様からの情報・原稿を頂き、戸惑いな

がらも楽しく編集を行うことができました。本当

にありがとうございました。m(_ _)m By KINTA 

会報「いわて」第 277 号 2011． 
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移植検査部門・第 46 回盛岡地区技師会 

 合同研修会のお知らせ 
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副会長 岩渕 義文（県立胆沢病院） 

 副会長就任にあたり一言ご挨拶申し上げ

ます。 

 さる５月２８日開催の平成２３年度通常

総会において、 

平成２３・２４年度の役員であります副会

長に任命され 

ました県立胆沢病院勤務の岩渕義文です。 

 この度の未曽有の大震災にあわれました

会員の皆様に 

心よりお見舞いを申し上げます。いま、毎

日の業務や生 

活に大変な状況であることと存じます。一

刻も早く、心 

安らぐ日常生活に戻られる事をお祈り申し

上げます。 

 さて、このたび副会長に任命され、責任

重大さを感じております。このような状況

のなかで岩臨技の果たす役割を直視して、

速やかな会務に成るよう務めたいと思いま

す。 

 会員のみなさまのご協力をいただき岩臨

技を盛り立てて行きたい思います。何卒、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 簡単な紹介 

 検査技師になり、３０数年になり、若い

頃３０数万円もする PC を借金をして購入

したのが始まりで、それからズーと PC に

凝っています。今は、ネット社会というの

もあり SNS （ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）に凝っており、毎日学生時代

の友人と近況報告などしております。もし、

会員のみなさんでご興味ある方がおられま

したら連絡ください。よろしくお願いしま

す。 

 

 

新役員紹介 《副会長》 


