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5月 30日総会にて平成 27・28年度理事が承認され、6月 13日の理事会にて三役が決定いたしました。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

　　　平成27.28年度　役員　役職・担当業務

会 長 統 括 渡邊 博昭 新潟医療福祉大学

総 務 吉原 正弘 立川メディカルセンター立川綜合病院

広 報 坂西 清 魚沼基幹病院

学 術 桑原 喜久男 済生会三条病院

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 池上 喜久夫 新潟医療福祉大学

常任理事 総務・組織 諸橋 学 燕労災病院

゛ 総務・会計 阿部 千尋 新潟県立がんセンター新潟病院

広報・会誌 齋藤 功英 公益財団法人新潟県保健衛生センター

゛ 広報・会誌 加藤 靖彦 新潟大学医歯学総合病院

広報・ＨＰ

学術・生涯

゛ 広報・ＨＰ 山川 栄一 厚生連長岡中央綜合病院

゛ 学術・研究 池亀 央嗣 新潟大学医歯学総合病院

゛ 学術・研究 草間 孝行 新潟県立十日町病院

゛ 学術・研究 山本 俊文 長岡赤十字病院

上越支部長

広報・ＨＰ

学術・学会

中越支部長

総務・組織

学術・学会

下越支部長

学術・学会

学術・精度管理

佐渡支部長

学術・学会

新潟支部長

総務・組織

学術・学会

理 事 総務・庶務 金子 博司 北里大学保健衛生専門学院

゛ 総務・会計 渡邉 二美 新潟市民病院

゛ 広報・会誌 伊藤 成広 信楽園病院

゛ 学術・学会 川上 順一 上越地域総合健康管理センター

゛ 学術・学会 土屋 誠 新潟労災病院

゛ 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 小宮山 謙一 厚生連佐渡総合病院

監 事 松田 和博 新潟県労働衛生医学協会

゛ 小林 啓二 新潟県医師会

一般財団法人下越総合健康開発センター゛

佐藤　卓 厚生連新潟医療センター゛

本間 正仁 新潟県労働衛生医学協会佐渡検診センター゛

髙口 功

石田 真一 立川メディカルセンター立川綜合病院゛

副会長

近藤 善仁 厚生連長岡中央綜合病院゛

寺島 健 厚生連糸魚川総合病院゛

 
事務局行動報告 

04月 11 日 4月常任理事会 

04月 12 日 日臨技災害対策委員会に坂西副会長出席 

04月 18 日 東臨技代表者会議へ渡邊会長、吉原副会長出席 

04月 18 日 日臨技 臨床化学教本編集部会 免疫教本編集部会に坂西副会長出席 

04月 25 日 日臨技 呼吸器分野教本編集部会に坂西副会長出席 

05月 08日 第 1回表彰委員会開催 

05月 09日 第 1回学術部会議開催、篠川至賞選考委会開催 

05月 15～16日 第 64回日本医学検査学会へ渡邊会長出席 

05月 21日 技師会監査報告 

05月 23日 日臨技総会 日臨技連盟総会に坂西副会長出席 

05月 30日 第 9回臨床セミナー並びに通常総会、第 1回理事会 

06月 06日 北日本支部幹事会へ渡邊会長、吉原理事、桑原理事、坂西理事、小柳理事、阿部理事出席 

06月 13日 第 2回理事会 

 総務部 日･東北･新臨技連絡 

   ・平成 27年度日臨技標準化事業について（お知らせ） 

     平成 27年度は基幹施設精度管理調査（8月、11月）実施予定。実用参照物質、JAMTrol試作 

品の測定は中止することとなった。  

・平成 27年度助成金について（通知） 

 臨床検査データ標準化事業、公益目的事業、生涯教育推進研修会、検査説明相談のできる臨 

床検査技師育成、新人会員に対する研修会、総会委任状回収に関する助成金について通知があ 

り、臨床検査データ標準化事業の基幹施設・基準検査室の助成金は廃止となった。 

   ・平成 27年度全国「検査と健康展」の実施について 

     日臨技より原則として 11月に健康チェック、検査説明・相談、健康ポスター・パネル等の 

    内容で実施するよう依頼があった。新潟県は県学会で実施する予定となった。 

   ・平成 27年度生涯教育推進研修会助成金について 

     日臨技より、1研修会につき、定額 2万円に参加者 1名につき 500円（最大 60名まで）で最 

大 5万円。20研修会まで助成するとの連絡があった。    

   ・都道府県技師会専用サイト新会員管システム運用開始について（お知らせ） 

     日臨技より、システム老朽化の為、平成 27年 6月 29日より新サイトでの運用を開始すると 

の連絡があった。なお 6月 27日・28日はサーバー移行の為、システムが使用できない。 

   ・平成 27年度臨床検査精度管理協議会委員の推薦について（ご依頼） 

     新潟県医師会より、2名の推薦依頼があり、坂西副会長、髙口理事を推薦することが承認された。 

     

第 90回新潟県臨床検査学会（予告） 

    会期：平成 27年 10月 12日（月：祝） 

   会場：朱鷺メッセ コンベンションセンター 3階 

    

求人情報 

 

 

 

 

ＨＡＬクリニック 

 

聖園病院 

【募集職種】正規職員 

【業務内容】入院・外来患者の臨床検査業務 

【勤務時間】8：45～17：15 

【休日】土日・祝日、夏季（8/13 他 2 日）、年末年始

（12/30～1/3） 

【待遇】169,000～263,300円（基本給） 

  交通費実費（上限 25,000 円）、住居手当・扶養手

当（共に当院規定による） 

【担当】総務課 三村浩一 TEL025-267-0171 

松浜病院 

【募集職種】パート職員 

【業務内容】生化学・血液・一般検査、生理検査（心

電図、脳波） 

【勤務期間】平成 27年 6月～12月 契約更新有 

【勤務時間】8：50～16：00 

【休日】土・日・祝日 【待遇】時給：1,500円 

  交通費（通勤距離による。最大 20,700円） 

【担当】総務課主任 田村正哉 TEL:025-258-4501 


