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事務局行動報告 

05月 13日 第 2回理事会 

05月 13日 篠川至賞選考委員会に渡邊会長、吉原副会長、坂西副会長、桑原副会長、小柳事務局長出席 

05月 17日 法人化記念事業の打合せに吉原副会長、小柳事務局長出席 

05月 17日 平成 28年度検査技師会監査 

05月 19日 平成 29年度新潟栄養・食生活学会第 1回役員会に渡邊会長出席 

05月 27日 総会および法人化記念事業 

05月 27日 第 3回理事会 

05月 29日 健康寿命延伸にかかる多職種協働推進委員会へ桑原副会長出席 

06月 10日 北日本支部幹事会（北海道）へ渡邊会長出席 

06月 17日 新潟医療技術専門学校新校舎竣工式へ渡邊会長出席 

06月 17日 第 4回理事会 

 

日臨技・東北臨技連絡 

 ・平成 29年度定期総会の成立に関する協力依頼があり、ホームページで広報中との報告があった。 

・「精度保証施設認定制度および JCCLS共用基準範囲採用についての説明会」の依頼があるが県学会の特別講演 

で実施を行うか検討する。 

・平成 29年検査と健康展の依頼があり、7月 3日までに企画書・予算書の提出依頼があり、佐藤理事が作成 

・検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受診率促進について依頼があった。 

 ・新潟県医師会より平成 29 年度臨床検査精度管理協議会委員の推薦依頼があり、坂西理事と草間理事を精度管

理員として推薦したと報告があった。 

・平成 29年度新潟県糖尿病週間の後援依頼があり、承諾で回答することとなった。 

・平成 29年度の健康寿命延伸フォーラムは 10月 22日（日）を予定。  

  新潟：6/14役員会開催。7/26役員会予定。7/29研修会予定。 

 ・平成 29 年度新潟県糖尿病週間に無料 HｂA1ｃ測定会（11 月 3 日）、糖尿病を知る集い（11 月 12 日）を公益事

業として企画書・予算書が提示され承認された。 

・肺癌 EGFR遺伝子変異検査 Quality Controlセミナーの後援依頼があり、承認された。 

 

第 91回新潟県臨床検査学会について 

 ・実行委員長に藤田上越支部長が推薦され、承認され。 

・一般演題は 54演題（9演題×5会場）を予定している 

・学会テーマについては、後日理事で投票により決定する。 

   

 

     

5月 27日の総会にて平成 29・30年度理事が承認され、6月 17日の理事会にて執行理事が決定しました。 

平成 29･30年度新潟県技師会役員 

役 職 担当 氏 名 所 属 

会 長 統括 渡邊 博昭 新潟医療福祉大学 

副会長 学術 桑原 喜久男 済生会三条病院 

 〃 広報 坂西 清 魚沼基幹病院 

 〃 総務 阿部 千尋 新潟県立がんセンター新潟病院 

事務局長 総務・庶務 小柳 博明 新潟県労働衛生医学協会 

事務局次長  総務・庶務 佐藤 卓 JA 新潟厚生連新潟医療センター 

常任理事 広報・HP、学術・学会 寺島 健 JA 新潟厚生連小千谷総合病院 

  〃 広報・HP、学術・生涯 近藤 善仁 あがの市民病院  

  〃 学術・研究 池上 喜久夫 新潟医療福祉大学 

  〃 総務・組織 五十嵐康之 北里大学保健衛生専門学院 

  〃 広報・会誌 神林 真弓 木戸病院 

  〃 総務・組織 畔上 公子 新潟県立がんセンター新潟病院 

  〃 学術・研究 中村 岳史 新潟大学医歯学総合病院 

  〃 学術・精度管理 星山 良樹 新潟大学医歯学総合病院 

  〃 総務・会計 古谷 晴子 新潟市民病院 

  〃 総務・庶務 山田 公子 済生会新潟第二病院 

  〃 上越支部長、学術・学会 藤田 陽介 JA 新潟厚生連糸魚川総合病院 

  〃 中越支部長、学術・学会 

・研究・精度管理 

草間 孝行 新潟県立十日町病院 

  〃 下越支部長、学術・学会 

・精度管理 

清水 留美 新潟県立新発田病院 

  〃 佐渡支部長、学術・学会 本間 幹人 佐渡市立相川病院 

  〃 新潟支部長、学術・学会 諸橋 学 燕労災病院 

理 事 学術・学会 青木 康博 湯沢町保健医療センター 

  〃 学術・学会 小林 宏一 南部郷総合病院 

  〃 学術・学会 髙橋 奈津子 新潟県立中央病院 

  〃 学術・学会 大瀧 直也 JA 新潟厚生連上越総合病院 

  〃 総務・組織 田村 正史 長岡赤十字病院 

  〃 総務・会計 山田 加寿子 魚沼市立小出病院 

  〃 広報・会誌 関  俊輔 新潟県立坂町病院 

  〃 学術・学会 本間 法子 佐渡市立両津病院 

監 事  吉原 正弘 立川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ立川綜合病院 

  〃  小林 啓二 新潟県医師国民健康保険組合 

今後 2年間懸命に務めますので、皆様の叱咤激励をよろしくお願いいたします。 

退任された理事の方々は、本当にお疲れ様でした 
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去る平成 29年 5月 27日（土）、新潟東映ホテ

ル 2 階 朱鷺の間にて、新潟県臨床検査技師会法

人化 30周年記念祝賀会が開催されました。 

来賓として新潟県知事、新潟市長、新潟県医師会

長、日本臨床衛生検査技師会長、教育施設の関係

者をお招きし、盛大に法人設立 30 周年をお祝い

しました。 

 

 

 

 

祝賀会に先だち、記念式典・知事表彰が行われま

した。知事表彰は県の経済、社会、文化の発展に貢

献し、顕著な功績があった者を褒賞するために設置

された賞で、本会からは、松田和博技師、山口勇司

技師、田巻寿人技師、伊藤剛栄技師、倉島均技師、

木村明技師、高野操技師が受賞いたしました。 

 

 

 

  

祝賀会では、会長の元気な挨拶に始まり、にぎやかにスタートしました。 

30年来の思いで話に花が咲きました。また、今後の技師会の発展に必要な、新たな種を得ること

のできた有意義な祝賀会になりました。 

ご参加いただきました皆様にあらためて御礼申し上げます。 

    

日本臨床検査技師会  

宮島喜文会長より、ご挨拶を

頂戴しました。 

県知事賞を受ける松田技師。受賞された

皆様のこれまで功労に感謝するととも

に、受賞を心からお祝いいたします。 

緊張も解け、いつもの笑顔であいさつする渡邊会長。 思い出話は尽きません。 

医療法人 積発堂 富永草野病院 

 〒955-0046 三条市興野 2-2-25 

【募集内容】正規職員 

【業務内容】生理検査（心電図、運動負荷心電図、血液脈波、超音波検査、神経伝導検

査等）、検体検査（輸血検査、血液検査等） 

【勤務期間】通年 

【勤務時間】8：30～18：00（遅番あり） 

【休日】日・祝日・その他 年間休日数 120 日 

【待遇】月額：166,740～218,680 円 

交通費：上限 24,000円 

その他：資格手当 10,000 円、拘束手当 1,000 円、休日手当 2,000円 

【必要書類】履歴書、職務履歴書 

【選考方法】書類選考、筆記試験、面接 

【担当】法人事務部 人事室 渋谷栄亮 TEL: 0256-36-8723 FAX: 0256-36-5050  

新潟県立中央病院 

 〒943-0192上越市 新南町 205 

【募集内容】臨時職員 

【業務内容】検体検査業務、採血業務 

【勤務期間】期間限定（29 年 8 月～30年 3月）延長あり 

【勤務時間】8：30～17：15 

【休日】土・日・祝日他、年末年始 

【待遇】日給：8,913～11,951円 

交通費：実費 （上限 44,100円） 

その他：住居手当 家賃の半額程度（上限 27,000 円） 

【応募期限】平成 29年 7月 21 日 

【必要書類】履歴書 資格免許証 

【選考方法】面接 

【担当】庶務課 菅井啓二 TEL: 025-522-7711 FAX: 025-521-3720 

医療法人 積発堂 富永草野病院 

 〒955-0046 三条市興野 2-2-25 

【募集内容】パート職員 

【業務内容】心エコー検査、頸動脈エコー検査、検体検査、生理検査 

【勤務期間】期間限定 平成 29 年 10月～30 年 10月 

【勤務時間】9：00～13：00 

【休日】土・日・祝日 

【待遇】時給：1,320～1,720 円 

【必要書類】履歴書、職務履歴書 

【選考方法】書類選考、面接【担当】正規職員と同じ 

tel:0259-23-5111
tel:0259-23-5111

