
 

平成 27 年 

一般社団法人新潟県臨床検査技師会 

新潟支部定期総会 議案書 

 

日  時  平成 27年２月 21日（土）午後４時００分頃 

 

場  所  新潟大学医歯学総合病院 １２階 大会議室 

 

 

総会次第 

 

１．開会 

２. 支部長あいさつ 

３. 新潟県臨床検査技師会副会長あいさつ 

４．議長選出 

５．書記任命 

６．議長あいさつ 

７. 資格審査 

８．議事 

（１） 第 1号議案  

① 平成２６年度一般経過報告 

② 平成２６年度決算報告 

③ 会計監査報告 

（２） 第 1号議案 質疑・採決 

（３） 第２号議案 

① 平成２７年度活動方針案 

② 平成２７年度予算案 

（４） 第２号議案 質疑・採決 

（５） 第３号議案 新潟支部規約改正案 

（６） 第４号議案 新臨技総会提出議案 

９．議長解任 

10．閉会 
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第１号議案 

１、平成 26年度 新潟支部一般経過報告 （2014.02.15～2015.02.21現在 ）  

（敬称略）  

 

【平成 25年度第 2回新潟支部研修会】2014.02.15  

参加人数 ： 58 人 （会員 58人、学生 0人、非会員 0人）  

演題：輸血の基礎～日当直者に向けて～   

安中 真由美 新潟県立がんセンター新潟病院  

   太るも痩せるも食事が基本  

久志田 順子  新潟県立がんセンター新潟病院  

 

【平成 26年度新潟支部通常総会】2014.02.15  

参加人数 ： 39 人 （会員 39人、学生 0人、非会員 0人） 

 

 

【平成 25年度第 2回新潟支部臨床科学研究班研修会】2014.03.15  

参加人数 ： 19 人 （会員 19人、学生 0人、非会員 2人）  

演題：バリデーションについて  

佐々木 智 和光純薬工業株式会社  

   異常値反応検体の事例  

遠藤 美香 和光純薬工業株式会社  

    

 

【第 36回一般検査研究会】2014.04.17  

参加人数 ： 20 人 （会員 17人、学生 0人、非会員 3人）  

演題：スライドカンファレンス  

白川 千恵子 新潟医療技術専門学校  

尿検体からのグラム染色  

千味 和宏 済生会新潟第二病院  

 

【平成 26年度第一回新潟支部研修会】2014.07.19 

参加人数 ：63人 （会員 61人、学生 0人、非会員 2人） 

演題：当直や緊急検査が不安な検査技師の為の再確認 

①臨床化学部門 

山形 悟史 株式会社臨床検査センター  

 ②血液部門 

古金 吉則 済生会新潟第二病院  

 ③一般検査部門 

河野 良平 新潟勤労者医療協会 下越病院  

 ④細菌部門 

本間 康夫 信楽園病院  

 ⑤病理部門 

大谷内 健二 新潟大学大学院医歯学総合研究科 細胞機能講座分子細胞病理学分野  

 ⑥生理部門 

諸橋 学 独立行政法人労働者健康福祉機構燕労災病院  
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【第 16回新潟市民健康福祉まつり】2014.10.19 

参加人数 ： 13 人 （会員 13人、学生 0人、非会員 0人） 

 

 

【第 58回新潟支部血液研究会】2014.11.14 

参加人数 ： 17 人 （会員 15人、学生 0人、非会員 2人） 

演題：「血栓症と血小板指数の有用性」について  

白神 健二  アボットジャパン株式会社   

 

 

【第 36回新潟病理技術研究会】2014.11.15  （新臨技病理研究班との併催） 

参加人数 ： 43 人 （会員 35人、学生 0人、非会員 8人） 

 

 

【平成 26年度新潟支部臨床化学研究班研修会】2014.12.13 

参加人数 ： 25 人 （会員 22人、学生 0人、非会員 3人） 

演題：自動分析装置の原理について 

市川 慈 日立ハイテクノロジーズ  

   血糖・HbA1c検査について 

蛯名 秀峰 アークレイマーケティング株式会社  

 

 

【新潟県一般検査分野・新潟支部第 37回一般検査合同研究会】2015.01.17 

（新臨技一般分野研究班との併催） 

 

演題：研修会報告 1 

斎藤 温 新潟大学医歯学総合病院 診療支援部臨床検査室  

研修会報告 2  

小野 篤史 済生会新潟第二病院  

腎疾患と検査データの考え方 

横山 貴 東京女子医科大学病院   

 

 

【第 59回新潟支部血液研究会】2015.02.12 

 

演題：「白血病と造血幹細胞移植」について～移植医療を中心に～  

小堺 貴司 新潟大学大学院医歯学総合研究科 血液内科  

 

【平成 26年度第二回新潟支部研修会】2015.02.21 
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２．総会及び幹事会 

１）支部定期総会・第 1回新潟支部幹事会 

   平成 26年 2月 15日（土）    新潟大学医歯学総合病院 12階大会議室 

２）第 2回新潟支部幹事会 

   平成 26年 3月 19日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 

３）第 3回新潟支部幹事会 

   平成 26年 4月 23日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 

４）第 4回新潟支部幹事会 

   平成 26年 5月 28日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 

５）第 5回新潟支部幹事会 

   平成 26年 6月 18日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 

６）第 6回新潟支部幹事会 

   平成 26年 7月 16日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 

７）第 7回新潟支部幹事会 

   平成 26年 9月 17日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 

８）第 8回新潟支部幹事会 

   平成 26年 10月 15日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 

９）第 9回新潟支部幹事会 

   平成 26年 11月 19日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 

10）第 10回新潟支部幹事会 

   平成 26年 12月 17日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 

    予定されていた上記幹事会は天候不良の為、当日、中止決定。 

11）第 11回新潟支部幹事会 

   平成 27年 1月 21日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 

12）第 12回新潟支部幹事会 

   平成 27年 2月 18日（水）18:30～ 新潟県臨床検査技師会事務所 
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平成 25・26年度新潟支部県理事 

  名前 所属 

県理事 加藤 靖彦 新潟大学医歯学総合病院 

県理事 小柳 博明 新潟県労働衛生医学協会 

県理事 田村 大志 済生会新潟第二病院 

県理事 池亀 央嗣 新潟大学医歯学総合病院 

県理事 阿部 千尋 県立がんセンター新潟病院 

県理事 斎藤 功英 新潟保健衛生センター 

県理事 渡辺 万里子 新潟市民病院 

県理事 若林 星華 信楽園病院 

県理事 田沢  崇 新潟県保健科学研究所 

県理事 佐藤  卓 厚生連豊栄病院 

県理事 奥村 俊作 新潟臨床検査センター 

 

 

 

平成 25・26年度新潟支部幹事 

  名前 所属 

支部長 佐藤  卓 厚生連豊栄病院 

副支部長 奥村 俊作 新潟臨床検査センター 

会計 
飯田 美枝（平成 25年度） 

吉沼  恵美（平成 26年度） 

済生会新潟第二病院 

済生会新潟第二病院 

学術 井上 敏男 新潟脳外科病院 

学術 小林 健太 県立がんセンター新潟病院 

庶務 諸橋  学 燕労災病院 

庶務 大宮 清人 新潟市民病院 

庶務 福井 純子 江東微生物研究所 

組織 小林 ユミ子 下越病院 

組織 神林 真弓 木戸病院 

組織 中村 陽子 桑名病院 

生涯教育 柿崎 隆紀 新潟大学医歯学総合病院 

表彰委員 高野  操 新潟大学医歯学総合病院 

 

＊平成 27・28年度新潟支部県理事ならびに支部幹事候補者については新潟支部選

出委員より選考中のため、新潟支部総会当日にて別紙配布させて頂きます。 
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平成２６年度新潟支部決算報告 
 

＊新潟支部規約より決算書の締めが 1月 31日のため当日の支部総会で配布 

もしくは何らかの形式で報告致します。 

ご了承ください。 
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第２号議案   

平成２７年度活動方針（案） 

１．微生物研究会、血液研究会、病理研究会、臨床化学研究会、生理研究会および一般検

査研究会などの研究活動を支援する。 

 

２．会員および他業種との情報交換に心がけ、研修会などを企画･実施する。 

 

３．生涯教育制度の充実･発展に向けて、組織活動を強化する。 

 

４．新潟県および新潟市の行事に引き続き積極的に参加し、臨床検査の普及に努める。 

 

５．関連団体への役員派遣を通じ、臨床検査技師の地位向上に努める。 

  

６．新潟県臨床検査技師会が策定した災害対策支援マニュアルに準じた取り組みを行う。 

 

 

平成 26年度新潟支部予算（案） 

＊新潟支部規約より決算書の締めが 1月 31日のため当日の支部総会で配布 

もしくは何らかの形式で報告致します。 

ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

                

その他 

  1）関連団体 

団体名          役職名      派遣役員 

新潟市糖尿病対策推進会議    幹事       新潟支部長 
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一般 社団法人  新潟県臨床検査技師会  新潟支部規約（案） 

昭和 57 年 04 月 01 日制定    
平成 02 年 11 月 27 日改正    
平成 13 年 03 月 16 日一部改正  
平成 19 年 03 月 02 日一部改正  
平成 20 年 10 月 04 日一部改正  

平成 24 年 02 月 25 日一部改正  

平成 27 年 02 月 21 日一部改正  

（名  称） 

第１条 一般 社団法人新潟県臨床検査技師会定款（以下定款）第 1条 により 一般 社団法

人新潟県臨床検査技師会新潟支部と称し、事務局を新潟支部内に置く。 

（構  成） 

第２条 支部の構成は、一般 社団法人新潟県臨床検査技師会組織運営規定 第２条別 

表１に定める支部内に、居住並びに勤務する臨床検査技師･衛生検査技師をもっ

て構成する。 

（目  的） 

第３条 定款第３条による他、相互の融和を図ることを目的とする。 

（事  業） 

第４条 この支部は、前条の目的達成のため定款第４条による他、次の事業を行う。 

１）会員福祉の増進及び融和に関する計画 

２）その他目的達成に必要な事業 

（運  営） 

第５条    支部の運営は、会費及び寄付金等をもって当てる。 

２．会費は年額１，０００円とし前納する。但し、納入した会費は返還しない。 

３．会計年度は、２月１日から翌年１月３１日までとする。 

（役  員） 

第６条     支部に次の役員を置き、総会において選出した任期は２年とする。 

      ２．支部長１名、副支部長１名、幹事若干名、会計監事２名。 

      ３．前項の役員並びに県役員は、別に定める選出規定により選出する。 

      ４．支部長、副支部長は、幹事の互選とする。 

      ５．幹事及び会計監事は相互に兼任することはできない。 

      ６．支部長は任期を原則として１期２年とする。但し、留任を妨げない。 

（顧  問･名 誉 会 員） 

第７条    顧問並びに名誉会員を置くことができる。 

      ２．顧問並びに名誉会員は、学識経験者及び本会の功績者の中から推薦し幹事会の

承認を得て支部長が委嘱する。 

      ３．顧問並びに名誉会員は、規約に定める支部の会費は免除する。 

（会  議） 

第８条    会議は、総会並びに幹事会とし、総会は年１回開催し、幹事会は支部長が必要

に応じて開催する。 

第９条    総会は会員の過半数（委任状を含む）を持って成立する。 

２．会議の決議事項は、出席者の過半数の同意により決定する。 

（規約の変更） 

第１０条 この規約は、総会の議決を経なければ変更することはできない。 

付 則 

１. この規約は、平成 27年 2月 21日 より施行する。 
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新潟支部施設ブロック 

   平成 27年 1月 8日現在 全 79施設 504名 

 

  ブロック 
施設番

号  
施設名  区・市  

1 

第１ブロ

ック 

（12 施設 

78 名） 

  北区 

  東区 

9150086 厚生連豊栄病院 北 

2 9150108 医療法人恵生会 南浜病院 北 

3 9150109 医療法人青松会 松浜病院 北 

4 9150267 医療法人愛広会 新潟リハビリテーション病院 北 

5 9650001 新潟医療福祉大学 北 

6 9150111 株式会社新潟臨床検査センター 東 

7 9150112 河渡病院 東 

8 9150113 末広橋病院 東 

9 9150115 新潟医療生活協同組合 木戸病院 東 

10 9150116 一般財団法人 健康医学予防協会 東 

11 9150118 桑名病院 東 

12 9150119 医療法人新潟臨港保健会 新潟臨港病院 東 

13 

第２ブロ

ック 

（15 施設 

13４名） 

中央区/

以北 

9150128 医療法人竹山病院 中央/以北 

14 9150129 新潟大学医歯学総合病院 診療支援部臨床検査室 中央/以北 

15 9150131 新潟大学大学院医歯学総合研究科 細胞機能講座分

子細胞病理学分野 中央/以北 

16 9150138 新潟県赤十字血液センタ－ 中央/以北 

17 9150142 公益財団法人新潟県保健衛生センター 中央/以北 

18 9150144 社団法人新潟県労働衛生医学協会 集団検診センタ

ー 中央/以北 

19 9150145 新潟県立がんセンター新潟病院 中央/以北 

20 9150147 日本歯科大学医科病院 中央/以北 

21 9150199 日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座 中央/以北 

22 9150229 社団法人新潟県労働衛生医学協会 新潟健康増進セ

ンター 中央/以北 

23 9150283 新潟大学脳研究所 中央/以北 

24 9150292 新潟大学医歯学総合病院 歯科病理検査室 中央/以北 

25 9150355 新潟県はまぐみ小児療育センター 中央/以北 

26 9650006 社団法人 新潟県労働衛生医学協会附属新潟ブレス

ト検診センター 中央/以北 

27 9650011 新潟大学医学部保健学科 中央/以北 
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28 

第３ブロ

ック 

（１6 施設 

78 名）  

中央区/

以南 

9150120 新潟逓信病院 中央/以南 

29 9150121 ＪＲ東日本新潟鉄道健診センター 中央/以南 

30 9150123 新潟市民病院 中央/以南 

31 9150127 社団法人 新潟県健康管理協会 中央/以南 

32 9150140 新潟県福祉保健部医務薬事課 中央/以南 

33 9150155 医療法人恒仁会 新潟南病院 中央/以南 

34 9150171 医療法人健周会 東新潟病院 中央/以南 

35 9150172 株式会社江東微生物研究所・新潟支所 中央/以南 

36 9150179 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 中央/以南 

37 9150185 新潟中央病院 中央/以南 

38 9150263 社団法人新潟県労働衛生医学協会 プラーカ健康増

進センター 中央/以南 

39 9150305 新潟市保健所 中央/以南 

40 9150307 医療法人 猫山宮尾病院 中央/以南 

41 9150313 荒川大桃エンゼルマザークリニック 中央/以南 

42 9150356 新潟市医師会 メジカルセンター 中央/以南 

43 9650004 羽賀心臓血管外科クリニック 中央/以南 

44 

第４ブロ

ック 

（10 施設 

34 名）    

江南区                      

秋葉区                  

南区 

9150088 社団法人新潟県労働衛生医学協会 新津成人病検診

センター 秋葉 

45 9150089 新潟勤労者医療協会 下越病院 秋葉 

46 9150090 医療法人社団健進会 新津医療センター病院 秋葉 

47 9150340 株式会社伊藤骨形態計測研究所 秋葉 

48 9150100 亀田第一病院 江南 

49 9150255 株式会社アルプ 新潟ラボラトリー 江南 

50 9150353 株式会社新環境分析センター 江南 

51 9150156 白根健生病院 南  

52 9150338 医療法人社団白美会 白根大通病院 検査室 南  

53 9650010 医療法人社団 小柳真柄医院 KOYANAGI 真柄
CLINIC 南  

54 
第５ブロ

ック 

（１5 施設 

136 名） 

西区 

9150124 済生会新潟第二病院 西 

55 9150143 新潟市衛生環境研究所 西 

56 9150149 信楽園病院 西 

57 9150150 医療法人社団仁和会 聖園病院 西 

58 9150151 独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院 西 
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59 9150152 新潟県保健環境科学研究所 西 

60 9150153 新潟医療技術専門学校 西 

61 9150180 JA 新潟厚生連新潟医療センター 西 

62 9150191 特定医療法人水明会 佐潟荘 西 

63 9150247 医療法人泰庸会 新潟脳外科病院 西 

64 9150303 社団法人新潟県労働衛生医学協会 臨床検査部 西 

65 9150325 医療法人社団晴和会 黒埼病院 西 

66 9150344 なかの神経内科クリニック 西 

67 9150350 社団法人新潟県労働衛生医学協会 ウェルネス検診

部 西 

68 9650009 青山内科クリニック 西 

69 

第６ブロ

ック 

（11 施設 

44 名）  

 西蒲区  

燕市 

9150161 社団法人新潟県労働衛生医学協会 岩室健康増進セ

ンター 西蒲 

70 9150249 社団法人新潟県労働衛生医学協会 岩室成人病検診

センター 西蒲 

71 9150301 医療法人博優会 潟東けやき病院 西蒲 

72 9150320 西蒲中央病院 西蒲 

73 9150349 医療法人社団白美会 新潟西蒲メディカルセンター病

院 西蒲 

74 9150157 新潟県立吉田病院 燕市 

75 9150158 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 燕市 

76 9150164 独立行政法人労働者健康福祉機構燕労災病院 燕市 

77 9150279 一般社団法人 県央研究所 燕市 

78 9150316 社団法人新潟県労働衛生医学協会 吉田検診センタ

ー 燕市 

79 9150336 宮島循環器内科 燕市 
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	（規約の変更）

