
（ い わ て ） 

1 

                   2011．10    NoNoNoNo．．．．279279279279    

 

 

 

 

 

 

 

 

今年今年今年今年もももも大盛況大盛況大盛況大盛況でしたでしたでしたでした^^^^^^^^    

第三回盛岡地区技師会第三回盛岡地区技師会第三回盛岡地区技師会第三回盛岡地区技師会    医学検査展医学検査展医学検査展医学検査展＆＆＆＆    

がんがんがんがん予防啓発予防啓発予防啓発予防啓発キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン開催開催開催開催されるされるされるされる    

 

 

 盛岡地区技師会会長 佐藤 務（岩手県予防医学協会） 

 平成 23 年 10 月 2 日（日）にイオンモール盛岡のセントラルコートで地区技師会としては第三

回目となる医学検査展をがん予防啓発キャンペーン（日臨技・岩臨技主催）とコラボで開催しま

した。 

 今年は気軽に入場し易いように工夫したことや中央入口でイベントリーフレットを配布したこ

ともあり、昨年より約 100 名増の 351 名の来場者がありました。検査は「簡易血糖」がジョンソ

ン・エンド・ジョンソン（株）、「肺年齢」がチェスト（株）のご協力を頂き共に 303 名の方に検
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査を体験して頂きました。肺年齢検査を受けたお客様からは慢性閉塞性肺疾患（COPD）の主因

説明で禁煙を決意されたり、各検査ブースで時折笑顔を見せながら一喜一憂していた光景がとて

も印象的でした。 

今年も事前に県内マスメディアへ話題提供をしたこともあり、NHK ニュースや岩手日日新聞

に今回のイベントを取り上げて頂きました。がん予防はもとより、我々臨床検査技師について県

民の皆様に広く知って頂く良いきっかけになったと思います。 

 最後になりますが、がん予防啓発キャンペーン（大腸がんの予防啓発）を担当して頂いた岩手

県保健福祉部、NPO 法人ブレイブサークル運営委員会および医学検査展を担当されたメーカー各

社と岩臨技役員・盛岡地区を中心とした総勢 57 名のボランティアスタッフのご協力を頂き成功

裏に終了することができました。スタッフの皆さん、お客様への最高の笑顔をどうもありがとう

ございました。そしてお疲れさまでした。来年も色々と楽しい企画をしますので、まだ参加され

たことのない会員の皆さんもぜひ来年は参加してみませんか。 

 

 

スタッフの皆様お疲れさまでしたスタッフの皆様お疲れさまでしたスタッフの皆様お疲れさまでしたスタッフの皆様お疲れさまでした^^^^^^^^    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

受付担当のフレッシャーズ☆受付担当のフレッシャーズ☆受付担当のフレッシャーズ☆受付担当のフレッシャーズ☆                                イベントリーフレットを配布！イベントリーフレットを配布！イベントリーフレットを配布！イベントリーフレットを配布！    



（ い わ て ） 

3 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                            佐藤地区会長佐藤地区会長佐藤地区会長佐藤地区会長    病変は何個でした？病変は何個でした？病変は何個でした？病変は何個でした？    

                            

    

櫛桁部長と県保健福祉櫛桁部長と県保健福祉櫛桁部長と県保健福祉櫛桁部長と県保健福祉部部部部    庄司さん庄司さん庄司さん庄司さん    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

公益部長 櫛桁 久美（八角病院） 

日臨技の「国民の健康増進委託事業」として当会は、今年度で３回目となる「がん予防啓発キ

ャンペーン」を 10月 2日（日）イオンモール盛岡にて開催致しました事を御報告申し上げます。  

思い起こせば 3月 11 日に発生しました東日本大震災津波は、マグニチュード 9.0 という超巨大

地震とその地震によって発生した史上最大級の大津波。沿岸市町村では町や村が破壊され、多く

の尊い命が失われました。ライフラインや通信が途絶し、暗やみの中で不安と恐怖におののきま

した。今私たち岩手県民はかつてない困難を克服しようとしています。大災害の苦しみと悲しみ

を乗り越え、｢安全に、暮らし、働くことができる地域社会｣を取り戻すべく、復興に向け、前進

している中での開催でした。今回は、我々の趣旨に御賛同していただいた、岩手県と特定非営利

活動法人 ブレイブサークル運営委員会のご協力の後押しがあり親子参加型の東北初のイベント

を開催する事が出来た次第であります。 

例年同様、盛岡地区技師会の医学検査展もコラボ開催され、佐藤地区会長を始めスタッフ総勢

57 名の皆様には特段のご協力をいただきました事を心より御礼と感謝申し上げます。 

ショッピングセンターのお客様の呼び込みも手慣れたもので例年にない受診者数となりました。

簡易血糖測定・肺年齢測定の検査に携わったスタッフは検査技術だけではなく人間としてのポテ

ンシャルも兼ね備えており、将来の活躍がとても楽しみです。 

３回目を迎えたがん予防啓発キャンペーン 
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大腸トンネル探検隊は親子でがんの知識を学べるアトラクション（大腸の中をイメージしたト

ンネルの中のがんの病巣の数を数える）、クイズラリーでがん予防（検診の重要性の知識普及）

が展開され、予想をはるかに超える 853 名の方々にご参加していただく事ができました。又当日

の会場の様子は、ＮＨＫのお昼のニュースで紹介され、新聞社の取材もあり、公益事業の目的で

もある臨床検査技師という職種、仕事並びに臨床検査技師の活動について多くの県民に広報、ア

ピールすることに一翼を担ったと思われます。 

スタッフの皆様に感謝申し上げます。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野チーフを中心とした肺年齢検査スタッフ水野チーフを中心とした肺年齢検査スタッフ水野チーフを中心とした肺年齢検査スタッフ水野チーフを中心とした肺年齢検査スタッフ                簡易血糖検査スタッフに説明する川村チーフ簡易血糖検査スタッフに説明する川村チーフ簡易血糖検査スタッフに説明する川村チーフ簡易血糖検査スタッフに説明する川村チーフ    

    

 

 

  

 

 

 

 

 

スタッフに説明するチェストの村上さんと千田さんスタッフに説明するチェストの村上さんと千田さんスタッフに説明するチェストの村上さんと千田さんスタッフに説明するチェストの村上さんと千田さん                ＮＨＫ盛岡の取材も来ました！ＮＨＫ盛岡の取材も来ました！ＮＨＫ盛岡の取材も来ました！ＮＨＫ盛岡の取材も来ました！    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査開始前で緊張してます～検査開始前で緊張してます～検査開始前で緊張してます～検査開始前で緊張してます～                            多くの市民が訪れました…ありがとうございます多くの市民が訪れました…ありがとうございます多くの市民が訪れました…ありがとうございます多くの市民が訪れました…ありがとうございます    
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下川 波歩（岩手医科大学附属病院） 

イオンモール盛岡で第 3 回盛岡地区技師会医学検査展が行われ、企画と簡易血糖測定のスタッ

フとして参加してきました。 

検査展への参加は実は初めてで（本当に毎年夜勤で・・・）勝手がよく分からない状況の中、

今年から盛岡地区の役員までさせてもらっていたので、企画にも参加させてもらいました。 

当日は午後から雨も降ってきたのですが、目玉の一であるブレイブサークルさんからの「大腸

トンネル」なる箱物が参加してくれたこともあり、たくさんのお客さんに来てもらうことができ

安安安安 保保保保 淳淳淳淳 一一一一 岩手医科大学附属病院

櫛櫛櫛櫛 桁桁桁桁 久久久久 美美美美 八角病院 ◎ 水水水水 野野野野 幸幸幸幸 人人人人 盛岡赤十字病院

佐佐佐佐 藤藤藤藤 務務務務 予防医学協会 20名 多多多多田田田田 恵恵恵恵 梨梨梨梨子子子子 岩手県立東和病院

小小小小野野野野寺寺寺寺 奈奈奈奈緒緒緒緒 岩手医科大学附属病院 窓窓窓窓 岩岩岩岩 みみみみ ななななみみみみ 盛岡赤十字病院

武武武武 田田田田 智智智智 弓弓弓弓 岩手医科大学附属病院 鈴鈴鈴鈴 木木木木 佑佑佑佑 美美美美 盛岡赤十字病院

◎ 行行行行 森森森森 良良良良 一一一一 岩手医科大学附属病院 山山山山 内内内内 純純純純 八角病院

13名 柳柳柳柳 本本本本 実実実実 岩手医科大学附属病院 中中中中 野野野野 悠悠悠悠 衣衣衣衣 予防医学協会

岩岩岩岩 渕渕渕渕 義義義義 文文文文 岩手県立胆沢病院 竹竹竹竹 田田田田 ゆゆゆゆ いいいい 予防医学協会

畠畠畠畠 山山山山 秀秀秀秀 樹樹樹樹 予防医学協会 山山山山 田田田田 尚尚尚尚 子子子子 岩手県立中央病院

金金金金 田田田田 一一一一 徹徹徹徹 予防医学協会 及及及及 川川川川 幸幸幸幸 枝枝枝枝 岩手県立中央病院

川川川川村村村村 未未未未 希希希希子子子子 予防医学協会 古古古古 城城城城 智智智智 絵絵絵絵 岩手県立中央病院

米米米米倉倉倉倉 香香香香 奈奈奈奈子子子子 岩手県立中央病院 下下下下 町町町町 幸幸幸幸 子子子子 岩手医科大学附属病院

菅菅菅菅 原原原原 遼遼遼遼 岩手県立中央病院 千千千千 葉葉葉葉 麻麻麻麻 美美美美 岩手医科大学附属病院

古古古古 川川川川 諭諭諭諭 対ガン協会 千千千千葉葉葉葉 奈奈奈奈 央央央央子子子子 岩手医科大学附属病院

吉吉吉吉 田田田田 雅雅雅雅 彦彦彦彦 フィリップス・レスピロニクス 村村村村 上上上上 舞舞舞舞 岩手医科大学附属病院

小小小小野野野野寺寺寺寺 理理理理恵恵恵恵 岩手医科大学附属病院 鎌鎌鎌鎌 田田田田 希希希希 岩手医科大学附属病院

小小小小 田田田田 原原原原 聖聖聖聖 岩手医科大学附属病院 高高高高 橋橋橋橋 広広広広 大大大大 岩手医科大学附属病院

竹竹竹竹 花花花花 将将将将 太太太太 岩手医科大学附属病院 阿阿阿阿 部部部部 真真真真 澄澄澄澄 盛岡市立病院

◎ 志志志志 賀賀賀賀 常常常常 雄雄雄雄 ブレイブサークル運営委員会 金金金金 子子子子 義義義義 則則則則 予防医学協会

11名 山山山山 岡岡岡岡 正正正正 雄雄雄雄 ブレイブサークル運営委員会 村村村村 上上上上 和和和和 幸幸幸幸 チェスト（株）

高高高高 橋橋橋橋 雅雅雅雅 美美美美 ブレイブサークル運営委員会 千千千千 田田田田 秀秀秀秀 典典典典 チェスト（株）

戸戸戸戸 田田田田 和和和和 絵絵絵絵 ブレイブサークル運営委員会 ◎ 川川川川 村村村村 将将将将 史史史史 いわてリハビリテーションセンター

谷谷谷谷 戸戸戸戸 弘弘弘弘 文文文文 ブレイブサークル運営委員会 8名 山山山山 内内内内 英英英英 寿寿寿寿 株式会社　DPR

菅菅菅菅 原原原原 博博博博 昭昭昭昭 ブレイブサークル運営委員会 野野野野 崎崎崎崎 昭昭昭昭 浩浩浩浩 株式会社　DPR

小小小小 沢沢沢沢 浩浩浩浩 一一一一 ブレイブサークル運営委員会 斉斉斉斉 藤藤藤藤 匠匠匠匠 吾吾吾吾 岩手県立中央病院

齊齊齊齊 藤藤藤藤 貴貴貴貴 将将将将 ブレイブサークル運営委員会 境境境境 谷谷谷谷 真真真真 悟悟悟悟 盛岡赤十字病院

藤藤藤藤 尾尾尾尾 修修修修 岩手県保健福祉部 下下下下 川川川川 波波波波 歩歩歩歩 岩手医科大学附属病院

藤藤藤藤 村村村村 朗朗朗朗 岩手県保健福祉部 千千千千 葉葉葉葉 薫薫薫薫 岩手医科大学附属病院

庄庄庄庄 司司司司 進進進進 哉哉哉哉 岩手県保健福祉部 道道道道 合合合合 志志志志 帆帆帆帆 岩手医科大学附属病院

◎はチーフ

本　部本　部本　部本　部

　　　　医学検査展医学検査展医学検査展医学検査展スタッフスタッフスタッフスタッフ分担表分担表分担表分担表

簡易血糖測定簡易血糖測定簡易血糖測定簡易血糖測定

受付・誘導受付・誘導受付・誘導受付・誘導

事務局事務局事務局事務局

総　括総　括総　括総　括

大腸トンネル探検隊大腸トンネル探検隊大腸トンネル探検隊大腸トンネル探検隊

肺年齢肺年齢肺年齢肺年齢

医学検査展に参加して 
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ました。簡易血糖は３台で運用し予備に２台の予定だったのですが、お客さんの込み具合からま

さかの 5 台同時測定でした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血糖測定にはどうしても穿刺が必要なので、１回の穿刺で済むようにと心がけていたのですが、

お客さん数名に 2 回目をお願いしてしまったこともあったのですが、一番驚いたのは検査値に対

するお客さんの反応でした。普段、採血室で患者さんの採血をすることはあっても、検査値を患

者さんにお伝えすることはありませんが、今回は目の前のお客さんに検査値を伝え、簡単ではあ

りましたが説明も行いました。そのときのお客さんの反応を見ると、自分たちが普段報告してい

る検査値にもさまざまな気持ちで待っている患者さんがいることを再認識させられました。 

最後になりましたが、今回のスタッフ、ボランティア、岩手県保健福祉部の皆様、メーカーの

皆様、本当にお疲れ様でした。 

 

千葉 奈央子（岩手医科大学附属病院） 

私が医学検査展をお手伝いさせていただくのは、今回で３回目となりました。昨年までと同様

今回も肺年齢検査を担当させていただきましたが、今年から病理検査室に移動となったので、肺

機能検査を行うのは久しぶりでした。肺年齢の検査は掛け声に左右される検査なので緊張しなが

ら参加しました。 

 当日は岩手山の初冠雪も観測されるほどの寒さもあってか、午前 

中はお客さんがあまり多くありませんでした。しかし、午前中のテ 

レビ取材の効果もあってかお昼過ぎからお客さんの数も徐々に増え、 

多くの方に検査を体験していただけました。私自身、始めのうちは 

探り探りでしたが、たくさんのお客さんに接することでだんだんと 

思い出し検査を行うことが出来ました。改めて生理検査の難しさを 

感じましたがとても楽しかったです。終了間際にお客さんが集中し 

たこともあり、長い時間待たせてしまいましたが、たくさんの方々 

に検査を体験していただけました。結果説明ブースでは実年齢より 

上か下かという、分かりやすさもあり、肺年齢を若く維持する方法や肺活量を多くする方法など

興味を持っていただけた方が多く嬉しく思いました。また、健康への関心の高まりを感じました。
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COPD を知っている方があまり多くないように感じましたが、今回の医学検査展で少しでも関心

を持っていただいて、生活習慣や禁煙を意識するきっかけになればいいなと思います。 

 検査展と共催した「がん予防啓発キャンペーン」の大腸トンネルも体験することが出来ました。

お客さんの子供達に混じって大腸トンネルを通るなど、スタッフにも関わらず楽しんでしまいま

した。大腸がんは、近年、女性のがんによる死亡原因の第１位になるほど増加していることに衝

撃を受けました。 

 普段の業務では患者さんと接することがなくなりましたが、今回久しぶりにたくさんのお客さ

んと接することが出来てとても楽しく貴重な１日でした。また、他施設の方と交流する機会をい

ただき刺激を受けました。どうもありがとうございました。 

役員の皆さん、スタッフの皆さんお疲れ様でした。 

 

 
 

 

 

 

 

理事（三陸地区会長） 石川 学（県立宮古病院） 

前年の地区理事に引き続き、今年度より三陸地区会長を務め 

ることになりました、県立宮古病院 石川 学 です。よろし 

くお願いします。 

昨年の三陸地区での岩手県医学検査学会はおかげさまで成功 

裏におわることが出来ました、ご協力ありがとうございました。 

また、東日本大震災に際し被災地域への多大なるご支援を頂 

きましてありがとうございます。 

震災の影響で三陸地区通常総会は開催できずに総会資料配布 

と言う形になりましたが、７月２日に県立釜石病院にてエコー 

の研修会を開催しました。研修会当日の朝、宮古より釜石まで 

国道を南下する途中、山田や大槌そして釜石の状況を見まして、まだ研修会の開催は早かったか

と思いましたが、３０名を越す会員の皆様に集まっていただき、開催してよかったと、このよう

なときだからこそ知識・技術の習得の必要性を痛感しました。 

さて、私事ではありますが、単身赴任生活二年目に入りました、この秋の夜長の楽しみとして、

自宅で撮りためたスカパーの海外ドラマ鑑賞にはまっております。 

新役員紹介 《理事》 
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第２回 理事会  議事録 

フリンジ・コールドケース・ハワイＦＩＶＥオー・WITHOUT  A  TRACE・ＣＳＩシリーズ・

イベントなどなど、少しマニアックなものもありますが、ひとりノンアルコール飲料を飲みなが

ら明日へのエネルギー補給をしています。 

最後になりますが、釜石病院の斉藤理事と共に三陸地区技師会のため、また災害対策部委員と

して、被災地復興に取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

                   

 理事 平山 愛（県立大船渡病院） 

この度、南部地区の理事を務めさせていただくことになりま 

した。岩手県立大船渡病院検査科の平山愛と申します。 

日常の業務では、病理検査を担当し、今年で 4 年目になりま 

す。(途中で育休のブランクがありますが…。) 岩臨技では、 

会報・書記を担当することになりました。不安ですが、皆様の 

ご協力をいただきながら頑張りたいと思っております。 

さて、震災から半年が経ちました。被災のなかった私の住む 

地区では、いつもの日々が戻ってきたように思います。真っ暗 

だった市街地にも少しずつ灯りがつき始め、それが希望の灯り 

のように思われて、ホッとするような安心感を与えてくれます。 

新聞やニュースを見たり、こうして岩臨技の活動に参加させていただいていると、私たちは本当

にたくさんのご支援を受けているのだと感じることができます。 

これから私も、岩臨技の一員として何ができるか考えながら理事の仕事を務めていこうと思っ

ています。どうぞ、ご指導をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

    

    

日 時： 平成 23 年 9 月 8 日（木）14：00～17：00 

場 所： アイーナ 7 階 701 号会議室 

出席者： 安保 淳一  岩渕 義文  行森 良一  畠山 信二  佐藤  務 

  畠山 秀樹  金田一 徹  斉藤  篤  古城 智絵  櫛桁 久美 

  小田島範雄  志田 健夫  平山  愛  石川  学  清水 篤子 

  栁本  実  浅沼 匡介  梅垣 英明   

欠席者： 斉藤麻智子  菊池 英岳     

開会宣言（安保会長）：理事 20 名中 18 名の出席を得て、会議の成立を宣言。 

    

議 題： 

ⅠⅠⅠⅠ....    常務理事会報告事項（安保会長）常務理事会報告事項（安保会長）常務理事会報告事項（安保会長）常務理事会報告事項（安保会長）    

日 時：平成 23 年 8 月 18 日（木） 

場 所：岩手医大 検査部研修室 

出席者：安保会長、岩渕副会長、行森副会長、櫛桁常務理事、菊池常務理事、 
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柳本常務理事 

１．日臨技 見舞金申請確認について 

申請件数 32 件 

  Ａランク：15 件、Ｂランク 3 件、Ｃランク ９件、未定 ５件 

申請の中には申請対象外と思われるものもあるが、常務理事会では申請の可否を 

判断せず、日臨技の判定会議に委ねる。 

 

２．岩臨技 学術支援について 

申請のあった施設は９施設。 

１、 県立高田病院 ２、県立大槌病院 ３、県立山田病院 ４、国保田老診療所 

５、 岩見神経内科医院（宮古市） ６、後藤泌尿器科皮膚科医院 （宮古市） 

７、 はまと神経内科クリニック （釜石市） ８、松原クリニック（高田市） 

９、釜石のぞみ病院 （釜石市） 

 

パソコンの購入：約 10 万円程度のノートパソコンを購入寄付する。（総額 100 万円） 

 3 機種程度から選択、Office, antivirus を付ける。南部医理科に依頼する。  

  

図書の購入：各施設に希望する図書のアンケートをとったが、全部購入すると相当 

  高額となるため、検査提要を含めた 3 冊を全施設一律に配布することとした。 

     丸善に購入、発送依頼する。 

 

３．DVT 検診支援について 

１）経過、概要説明：これまでの経過と検診の概要を安保会長が説明した。 

２）共催依頼の承認：盛岡市立病院 佐々木一裕先生よりボランティアスタッフの被

災地までの交通を支援いただけば大変助かる。また、岩臨技が支援していただけ

ばボランティアの方も安心して検診できる。検診する団体より正式に共催依頼を

いただき、岩臨技が支援することにした。 

３）概要説 DVT 検診の具体的支援について 

ボランティアの募集、貸し切りバスのチャーター、ボランティア保険、ボランテ

ィアの弁当代（￥3,000）を支給。 

 

４．がん撲滅事業について 

   平成 23 年 10 月 2 日に盛岡イオンモール 1 階セントラルコートにて開催。 

   今回は大腸の巨大オブジェ（大腸トンネル）を借用しクイズラリーをする。 

 

５．臨時総会に向けて確認事項について 

１）会員名簿：9 月中旬までに編集作業を終え 10 月初旬発行予定。 

２）定款：9 月 8 日理事会にて定款最終案を決定する。 

 

６．第 17 回岩手県医学検査学会について 
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  プログラム 

   一般演題  ７題   

   シンポジウム 「東日本大震災を経験して」 ４題  

   ランチョンセミナー ロッシュ  

   臨時総会  

   公開講演 「東日本大震災時の感染対策活動について」 櫻井 滋 先生  

   チャリティーワインパーティー：ホテルメトロポリタン  

 

ⅡⅡⅡⅡ....    東北臨技東北臨技東北臨技東北臨技    復興事業について（安保会長）復興事業について（安保会長）復興事業について（安保会長）復興事業について（安保会長）    

被災地における旅行者血栓症（エコノミー症候群）フォローアップ検診は岩手医科大学神

経内科寺山靖夫教授、盛岡市立病院診療部長佐々木一裕先生を中心として参加予定。 

・開催時期：平成 23 年 9月 1-4 日、24-25 日 

 ・開催場所：沿岸部被災地（陸前高田市、釜石市） 

 ・検診内容：問診、下肢深部静脈超音波検査、D-ダイマー測定   

 ・従 事 者：30名×６日 

 ・予  算：107 万円（３県復興事業費 2200 万円から） 

・備  考：震災から６ヶ月後、12 ヵ月後に実施。 

    

 ⅢⅢⅢⅢ....    会員名簿について（行森副会長）会員名簿について（行森副会長）会員名簿について（行森副会長）会員名簿について（行森副会長）    

9 月中旬までに編集作業を終え 10 月中旬頃発行予定。 

 

ⅣⅣⅣⅣ....    法人改革法人改革法人改革法人改革    新定款について（行森副会長）新定款について（行森副会長）新定款について（行森副会長）新定款について（行森副会長）    

                  ・県からの指導で、再度定款（案）を修正した。まだ修正が必要と思われる個所がある      

            場合は 1 週間以内に連絡をお願いします。 

・10 月上旬には定款（案）を作成し各自に発送予定。 

 

ⅤⅤⅤⅤ....    がん撲滅事業“がん予防啓発キャンペーン進捗状況”について（櫛桁理事）がん撲滅事業“がん予防啓発キャンペーン進捗状況”について（櫛桁理事）がん撲滅事業“がん予防啓発キャンペーン進捗状況”について（櫛桁理事）がん撲滅事業“がん予防啓発キャンペーン進捗状況”について（櫛桁理事） 

 １．開催日：平成 23年 10 月 2日(日)10:00-16:30 

 ２．場 所：イオン盛岡 １F セントラルコート 

 ３．内 容：無料検査ブース（簡易血糖・肺年齢）先着 300 名（受付 10時－15 時） 

      大腸トンネル（子供用アトラクション） 

      便潜血検査の紹介ブース 

      大腸がんクイズラリー（全問正解の方に記念品を進呈） 

４．その他： 

・岩手日報 TVガイドへカラー広告掲載予定（10万円） 

   ・ボランティア 40名くらい募集。 

   ・正面玄関でイベント案内。 

 

ⅥⅥⅥⅥ....    第第第第 17171717 回岩手県医学検査学会進捗状況について（岩渕副会長・浅沼理事）回岩手県医学検査学会進捗状況について（岩渕副会長・浅沼理事）回岩手県医学検査学会進捗状況について（岩渕副会長・浅沼理事）回岩手県医学検査学会進捗状況について（岩渕副会長・浅沼理事） 

 １．日程（案） 



（ い わ て ） 

11 

  ・ 受付開始       9:00 

  ・ 学会式典       9:20-09:30  

  ・ 一般演題       9:30-10:40 7 題 

  ・ シンポジウム    10:50-11:50 4 名 

    ・ ランチョンセミナー 12:10-12:50 ロッシュ、弁当は技師会負担 150 名分 

  ・ 臨時総会ああ    13:10-13:50  

  ・ 公開講演ああ    14:10-15:40 

  ・ 撤収終了ああ    16:00 

  ・ ワイン会ああ    16:30-19:00 メトロポリタン盛岡 司会：櫛桁理事 

参加人数 70 名 参加費 5,000 円 岩臨技から補助有。 

２．抄録 9月中に印刷終了、10 月発送。 

３．ポスターA3 作成。 

    

ⅦⅦⅦⅦ....    精度管理事業について（斎藤理事）精度管理事業について（斎藤理事）精度管理事業について（斎藤理事）精度管理事業について（斎藤理事） 

１．平成 23 年度（第 17回）岩臨技精度管理調査  

平成 23 年 10 月 26 日 8 部門で実施、参加 77 施設。 

２．平成 23 年度地域サーベイでの日臨技精度管理システム（Web 登録のみ） 

   東京都（2 部門）、千葉県（9部門）で 10月実施。 

３．施設認証 

  １）平成 22 年度日臨技精度管理調査参加施設：35施設 

  ２）都道府県申請受付期間：平成 23 年 12 月 1-14 日 

    ３）都道府県審査期間：平成 23 年 12 月 15 日-平成 24年 1月 8 日 

４）日臨技審査期間：平成 24年 1月 21 日-平成 24 年 2月 5日 

４．日臨技精度管理調査 特別サーベイの実施 

    東日本大震災の影響を考慮して復興事業の一環として青森、岩手、宮城、福島、茨城

の被災施設を対象として基本項目（臨床化学、免疫血清、一般）のみ特別サーベイを

10 月に実施します。参加費無料で 100 施設予定。 

 

ⅧⅧⅧⅧ....    生涯教育について（畠山理事）生涯教育について（畠山理事）生涯教育について（畠山理事）生涯教育について（畠山理事） 

１．グループメール全員登録済み 

２．修了証書を作成中…9 月中に配布予定。 

 ３．４月から９月まで 10 事業。今年度は 15 事業予定。 

 ４．中部地区、南部地区の研修会出席簿は畠山までお願いします。 

 

ⅨⅨⅨⅨ....    その他その他その他その他 

１．東北医学検査学会（山形市） 平成 23 年 10 月 14－15 日 

   ・ 功労賞 八重樫 俊典（県立一戸病院）、奨励賞 畠山 裕司（岩手医科大学附属病院） 

・ 一般演題：８題 

  ２．会報より 

   ・新理事の方は自己紹介原稿（800 字程度）を９月末日までにお願いします。 
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日 時 ： 平成 23 年 11 月 12 日（土） 14:00～16:30 

会 場 ： 岩手医科大学循環器医療センター ３F 研修室 

内 容 ： 

「試験管培地を用いた腸内細菌の同定方法」 

栄研化学株式会社 市場対策室二部一課 新保 博美 先生 

 

「岩手県内における腸管出血性大腸菌およびサルモネラの検出状況」  

岩手県環境保健研究センター  岩渕 香織 先生 

 

「喀痰のグラム染色について」 

県立胆沢病院 中島 佳子 技師 

県立磐井病院 高橋 幹夫 技師  

参加費：会員無料 

 

研修会終了後、情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会を予定しています。会場準備のため出席希望の方は、 

11 月 9 日までに saikinkensa3746@gmail.com へ申し込みをお願い致します。 

 

    

訂正：会報いわて 278 号,11 ページ 移植検査部門 三陸地区部門員 佐藤あづさ（県立宮古病

院）、総合管理部門 三陸地区部門員（せいてつ記念病院）に訂正してお詫びいたします。 

 

 

 

～編集後記～～編集後記～～編集後記～～編集後記～ 

いつの間にかツバメの姿も見えなくなり、コタツ

が恋しくなる日が多くなってきました。朝晩の温

度差のためか、体調を崩す方が見られますが、み

なさまいかがお過ごしですか。すっかり秋となり、

秋刀魚、炊き込みご飯…と食べることを考えてワ

クワクしてしまうのは私だけでしょうか？いつ

もは車に頼りきりになっていますが、散策に出掛

けて、稲が黄金色になっていく様子を見たり、ス

ポーツをするのもいいですね。肌で秋を感じたい

ものです。そして、東北医学検査学会、岩手県医

学検査学会と大きな学会が待っています。この秋

は、勉学にも励もうと思っている私です。☆愛☆ 
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