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     １０．議長挨拶 
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《支部役員》 

 

支 部 長  田村 正史（＊） （長岡赤十字病院） 

   

副 支 部 長 奈良 佳輝（＊） （厚生連長岡中央綜合病院） 

   

事 務 局 草間 孝行（＊） （新潟県立十日町病院） 

   

会 計 松雪 咲身 （長岡赤十字病院） 

   

庶 務 柳沢 悦子 （新潟県立松代病院） 

 土屋 亜弥 （厚生連小千谷総合病院) 

   

組 織 高橋 由美子（＊） （BML長岡） 

 内山 結香 （柏崎メジカルセンター） 

 桃井 真理恵 （厚生連長岡中央綜合病院） 

 草間 孝行＜兼務＞ （新潟県立十日町病院） 

   

学 術 桑原 喜久男（＊） （済生会三条病院） 

 五十嵐  康 之（＊） （北里大学保健衛生専門学院） 

 藤原 喜志 （見附市立病院） 

   

広報  ( H P ) 高橋 裕 （立川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ立川綜合病院） 

 小玉 真由美 （立川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ立川綜合病院） 

   

生 涯 教 育 湯本 健史（＊） （南魚沼市民病院） 

   

表 彰 委 員 石田 真一 （立川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ立川綜合病院） 

   

監 事 長谷川 利春 （自宅） 

 山口 勇司 (医療法人崇徳会地域総合サービスセンター) 

   

顧 問 小林 元康 （自宅） 

 富永 一郎 （北里大学保健衛生専門学院） 

 木村 明 （北里大学保健衛生専門学院） 

      （＊）は県理事 
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第１号議案 

2019 年度事業報告 

  

 2019年度中越支部通常総会は、2019年 3月 9日（土）立川綜合病院講堂において開催さ

れた（出席者 38名）。議長に藤原喜志 技師（所属：見附市立病院）を選出し、2018年度の事

業報告、同決算報告、同会計監査報告を行い、つづいて 2019年度の事業方針案、同予算案

が審議され、すべての議案が提案通り承認・可決、新年度の方針が決定された。 

本年度の学術活動としては、3 月 9 日（土）総会と同日に開催した支部講演会では、講

演Ⅰ「バリデーションソフト Validation-Support-V3.5で用いる精度管理用語の基礎理解」

（講師 北里大学保健衛生専門学院 小林浩二 先生）、講演Ⅱ「R-CPC ～検査データの

見かた～」（講師 新潟医療技術専門学校 伊藤 正行 先生）として開催し、50名が参加した。 

また、7月 6日（土）立川綜合病院で開催した中越支部フォーラムでは『新人からベテ

ランまで、知って得する検査の知識』をテーマに、講演Ⅰ「診療報酬と保険点数の仕組

み、2025 年問題とこれからの臨床検査技師にできること」（講師 シーメンスヘルスケ

ア株式会社 松尾久昭 先生）、講演Ⅱ「対処に困った事例 ～しくじらないために知っ

ておこう～」（講師 県立十日町病院 草間孝行 技師）、講演Ⅲ「臨床検査技師会の活動

について」（講師 新潟県臨床検査技師会 副会長 桑原喜久男 先生）を行い 39名の参

加があった。12月 7 日（土）厚生連長岡中央綜合病院で開催したふれあい研修会では、講

演Ⅰ「LD・ALP の IFCC 法について」（講師 関東化学株式会社 藤本真暢 先生）、講

演Ⅱ「STEP UP! ～さらなる資格取得を目指す方へ～」（講師 魚沼基幹病院 馬場満 技

師、長岡赤十字病院 鈴木恵美技師、済生会三条病院 桑原喜久男 技師、厚生連長岡中

央綜合病院 石井幸恵技師）、演を行い 37名の参加があった。基礎的なものから専門的な

ものまで幅広い研修内容であったこともあり、今年度も多くの会員の参加があり盛会裏に

開催することができた。これら研修会は当支部の歴史ある研修会であり、今後も継続して

開催できるよう運営していきたい。 

平成 24 年度から中越支部内で行われている勉強会や研修会と中越支部が連携して行く

ことを目的とした「学術支援活動」では、今年度 1 団体より活用申込みがあった。2 月 1

日（土）立川綜合病院にて開催された中越支部精度管理研究会主催の第 1回中越支部精度

管理研修会に中越支部として支援協力した。本活動は来年度も継続の予定であり、研修会

を企画運営される際は連絡頂ければ幸いである。 

 地域保健医療活動（公益事業）としては、6月 16日には長岡市主催の「父の日企画 家

族で守ろうパパの健康」で、血糖値測定、CO測定、体組成測定、血管年齢測定を、7月 20

日には長岡市医師会主催の「糖尿病を知るつどい」で血糖値測定を、9月 28日・29日には

長岡市主催の「すこやかともしびまつり」で肺年齢測定を、11月 4日には長岡市医師会主

催の「世界糖尿病デーin長岡 2019」で血糖およびヘモグロビン A1c測定を行った。これら

の活動にはボランティアとして延べ 67名の会員の方に御協力いただき行うことができた。

多くの会員の皆様に支えていただき役員、会員が一丸となって技師会を盛り上げるべく活

動してきた。以下、各部ごとに報告する。 
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《学術》 
1） 2019年度中越支部講演会          [生涯教育認定 基礎 20  参加 ５０名] 

日時：2019年 3月 9日（土） 14：00～16：00 

   場所：立川綜合病院 3F 講堂 

講演Ⅰ：「バリデーションソフト Validation-Support-V3.5で用いる精度管理用語の 

基礎理解」 

講師 北里大学保健衛生専門学院 小林 浩二 先生 

 

講演Ⅱ：「R-CPC ～検査データの見かた～」   

講師  新潟医療技術専門学校 伊藤 正行 技師 

 

2） 中越支部ふれあい研修会           [生涯教育認定 基礎 20 参加 ３７名] 

日時：2019年 12月 7日（土） 14：00～17：00 

場所：厚生連長岡中央綜合病院 講堂 

講演Ⅰ:「LD・ALP の IFCC 法について」 

講師 関東化学株式会社 藤本真暢 先生 

講演Ⅱ:「STEP UP! ～さらなる資格取得を目指す方へ～」 

講師  ①臨床化学・免疫精度保証認定技師・・魚沼基幹病院 馬場満 技師 

②認定救急検査技師 ・・長岡赤十字病院 鈴木恵美技師 

③認定心電検査技師 ・・済生会三条病院 桑原喜久男 技師 

④ローカル糖尿病療養指導士 ・・長岡中央綜合病院 石井幸恵技師 

 

 

 

《学術支援事業》 
今年度は 1 団体：中越支部精度管理研究会より学術支援の依頼があり、中越支部理事会にて

承認した。2020年2月 1日に立川綜合病院にて「第1回中越支部精度管理研修会」が開催され、

約 40名の中越支部会員が参加し、たいへん盛況であった。 
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《組織》 
1)２０１９年度中越支部通常総会           [生涯教育 基礎 30 参加 38名] 
    2019年 3月 9日（土） 16：00～17：00 立川綜合病院 3Ｆ講堂 

         議長 藤原 喜志 技師 （見附市立病院） 

        議事 ①2018年度事業・決算・監査報告 

                ②2019年度事業計画・予算案提案 

             ③2019・2020年度中越支部役員選出案 

         

            以上の議案について審議され、原案どおり承認された。 

 

２）父の日企画 「家族で守ろうパパの健康」 ［生涯教育 基礎20 参加ボランティア技師 16名］ 

    2019年 6月 16日（日） 11：00～15：30  リバーサイド千秋 1F リバーサイドコート 

 主催：ヘルシープラン２１実行委員会・長岡市福祉保健部健康課 

        体組成測定、血糖値測定、CO測定、血管測定を実施 

来場者数 232名 

 

３）中越支部フォーラム              [生涯教育  基礎 20 参加 39名 ] 

   2019年 7月 6日（土） 14：00～17：00 立川綜合病院 3F 講堂                    

講演Ⅰ：「診療報酬と保険点数の仕組み、2025年問題とこれからの臨床検査技 

師にできること」 

講師：シーメンスヘルスケア株式会社 松尾久昭 先生 

講演Ⅱ：「対処に困った事例 ～しくじらないために知っておこう～」 

    講師：県立十日町病院 草間孝行 技師 

講演Ⅲ：「臨床検査技師会の活動について」 

   講師：新潟県臨床検査技師会 桑原喜久男 副会長  

 

4） 第 33回糖尿病を知るつどい  ［生涯教育 基礎 20 参加ボランティア技師 １0名］      

2019年 7月 20日（土） 12：00～16：00  長岡リリックホール（シアター） 

           主催：長岡市医師会 

来場者 238名 

来場者の血糖値測定 約 120名 

 

5）すこやかともしびまつり 2019   ［生涯教育 基礎 20 参加ボランティア技師 30名］ 

    2019年 9月 28日（土）・29日（日）  両日 10：00～16：00 アオーレ長岡  

         主催：長岡市 

             来場者の肺年齢測定・・・851名 

 

6） 「世界糖尿病デー2019 in長岡」 ［生涯教育 基礎 20 参加ボランティア技師 10名］ 

    2019年 11月 4日（祝） 13：00～17：00 アオーレ長岡 

         主催：長岡市医師会 

             来場者の血糖測定 90名 ・ HbA1c測定 80名 

《広報》 
県技師会のホームページに支部開催の研修会・総会の開催案内および公益事業の開催案内

とボランティア募集を随時掲載した。サイトにある支部ページも適宜更新し、研修会や学術支援事

業の情報を公開した。今年度はホームページ活用の効果で研修会・公益事業ともに広く中越支

部以外の会員の参加があった。本年度の「やまあい」の発行はなかった。今後は、行事予定や情

報誌など会員の皆様へ有益な情報をタイムリーに発信し続けられるように努めていきたい。 

［新臨技ホームページ］ アドレス http://www.sinringi.or．jp/ 
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《2019 年度会議録》 
 

第 1 回理事会  2019 年 4 月 25 日(木) 18：30～ 長岡赤十字病院 会議室  

議題：支部理事担当職務について 

   支部フォーラム企画内容について 

   今年度公益事業参加予定について 

 

第 2 回理事会  2019 年 5 月 23 日(木) 18：30～ 長岡赤十字病院 会議室 

        議題：第 11 回臨床検査セミナー・通常総会について 

公益事業「父の日企画」について 

           支部フォーラム企画内容について 

 

第 3 回理事会  2019 年 6 月 27 日(木) 18：30～ 長岡赤十字病院 会議室 

議題：公益事業「父の日企画」総括 

支部フォ－ラムについて 

           公益事業「糖尿病知るつどい」について 

 

第 4 回理事会  2019 年 7 月 25 日(木) 18：30～ 長岡赤十字病院 会議室 

議題：支部フォーラム総括、ふれあい研修会内容について 

公益事業「糖尿病を知るつどい」総括 

           公益事業「すこやかともしびまつり 2019」について、 

 

第 5 回理事会  2019 年 8 月 22 日(木) 18：30～ 長岡赤十字病院 会議室 

 議題：公益事業「すこやかともしびまつり 2019」について 

公益事業「世界糖尿病デーin 長岡 2019」について 

ふれあい研修会内容について 

            

第 6 回理事会  2019 年 9 月 26 日(木) 18：30～ 長岡赤十字病院 会議室  

 議題：公益事業「すこやかともしびまつり 2019」について 

公益事業「世界糖尿病デーin 長岡 2019」について 

ふれあい研修会内容について 

  

第 7 回理事会  2019 年 10 月 24 日(木) 18：30～ 長岡赤十字病院 会議室  

議題：公益事業「世界糖尿病デーin 長岡 2019」について 

ふれあい研修会内容について 

中越支部講演会・通常総会について 

 

第 8 回理事会  2019 年 11 月 28 日(木) 18：30～ 長岡赤十字病院 会議室  

 議題：ふれあい研修会内容確認 

中越支部講演会・通常総会について 

学術支援事業について 

 

第 9 回理事会  2019 年 1 月 23 日(木) 18：30～ 長岡赤十字病院 会議室  

 議題：ふれあい研修会総括 

中越支部講演会・通常総会について 

学術支援事業について 

            

第 10 回理事会  2019 年 2 月 27 日(木)18：30～ 長岡赤十字病院 会議室  

議題：中越支部講演会・通常総会について 
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第2号議案 
 

２０１９年度（一社）新潟県臨床検査技師会中越支部決算報告 
 

 

＜収入の部＞ (単位:円)

項目 予算額 決算額 増減 摘要

会費 439,000 434,000 -5,000 1,000円×434名

組織強化費 129,000 128,000 -1,000 新臨技より

雑収入 0 15,005 15,005

参加費 80,000 48,500 -31,500 研修会等

繰越金 519,458 519,458 0

合計 1,167,458 1,144,963 -22,495

＜支出の部＞ (単位:円)

項目 予算額 決算額 増減 摘要

学術研究費 260,000 165,164 -94,836

会議費 330,000 256,180 -73,820

組織強化費 150,000 107,990 -42,010

事務費 40,000 3,120 -36,880

通信費 40,000 0 -40,000

活動記録費 5,000 0 -5,000

学術支援事業 100,000 37,024 -62,976

予備費 92,458 275 -92,183

特別基金 150,000 150,000 0

合計 1,167,458 719,753 -447,705

＜収入の部＞ (単位:円) ＜支出の部＞ (単位:円)

項目 収入額 項目 支出額

繰越金 725,278

一般会計 150,000

参加費 0

雑収入 6

合計 875,284 合計 0

＜次年度繰越金＞　￥425,210

【一般会計】

【特別会計】

＜残高＞　￥875,284
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第 3号議案 
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第 4号議案 

 

２０２０年度事業計画（案） 
 

法改正などに伴い、刻々と変化している医療分野の中において、私達臨床検査技師は技術・

学術の向上を追求しながらも、社会に貢献し国民に必要とされる職種になっていかなくてはなら

ない。臨床検査の環境は厳しさを増しているが、新しい医療情報やスキルアップに繋がるような内

容を、会員および会員施設へ周知していく。 

新役員となって 2 年目となる。初年度の経験を活かし、役員全員で協力しながら継続した支部

運営を行っていきたい。活発な支部運営を行うためには、会員各位のご支援、ご協力をお願いい

たい。 

学術活動としては、昨年度、支部フォーラム、ふれあい研修会、支部講演会を開催し、中越支

部だけでなく、県内の多くの会員から参加頂いた。これらは長年中越支部で開催されている重要

な情報発信の場であり会員の皆様に有益なものであると思うので、これからも続けていき、医療人

としてより一層必要とされる臨床検査技師の育成に勤めたい。 

公益事業としては、県技師会と協力し保健活動の充実をはかり、一般の方々に臨床検査技師

をアピールしていきたい。「父の日企画」「すこやかともしびまつり」「糖尿病を知るつどい」「世界糖

尿病デー」は今年度も開催予定であり、地域保健活動に積極的に参加、協力をしていきたいが、

この活動には参加ボランティア技師が必要になってくる。これらの活動は、我々臨床検査技師に

ついて知ってもらう機会でもあり、今後も多くの会員から参加頂きたい。 

学術面では、本年も学術支援事業を行っていく。２０１９年度は 1 団体から支援申込みがあり、

協力させてもらった。今年度も継続して研修会が開催される予定であり、支部として規定に基づい

て支援をしていきたい。研修会など企画している会員・団体は中越支部へ声をかけて頂きたい。 

そして今後の臨床検査に関する諸問題を解決するためにも、日本臨床検査技師連盟の意義を

理解していただき、より多くの会員に日本臨床検査技師連盟への加入をお願いしたい。 

昨年度も台風などの災害により全国的に被害が出ている。今一度災害に対して考えていただく

ためにも災害対策メーリングリストに登録頂き、災害時や緊急時に活用できるようにしたい。 

 

 

 [基本方針] 

 

1) 学術・組織活動の充実 ＜生涯教育＞ 

 

2) 支部活動への積極的参加 ～一声掛け合おう～  

 

3) 地域保健活動への積極的な参加・協力 

 

4) 学術支援体制の充実 （学術支援事業の活用促進） 

 

5） 卒後教育、緊急時医療業務支援教育の充実 

 

6） 日本臨床検査技師連盟の理解と加入 

 

7） 災害支援対策メーリングリストへの登録の啓蒙 
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《学術》 
 支部学術活動は、全会員に共通した話題を提供することを基本として研修会を企画していきた

い。また、卒後教育においては、ここ数年行っていないが、分野を絞るなど、方法を考えて企画で

きるか検討したい。 

 

1） 中越支部講演会             （2021年 2月予定) 

2） ふれあい研修会             (2020年 12月予定) 

3) 卒後教育研修会（各部門別）      （随時） 

 

 

 

《学術支援事業》 
 2019 年度は、1 団体の支援要請に活用された。2020 年度も継続して研修会の開催が予定され

ており、支部として規定に基づいて支援をしていきたい。各研究班や同好会などで研修会など企

画している会員がいましたら、支部へ声をかけて頂きたい。 

 

 

 

《組織》 
組織活動の事業では、公益事業へ参加することにより一般の方々に臨床検査技師という存在

をアピールでき、そして参加した会員の知識や技術向上にもつながる良い機会である。2020年度

も積極的に活動に参加していく。中越支部会員だけでなく新潟県技師会全体の活動として、県技

師会や他支部との連携を図りながら多くの会員の協力・賛同を得られるようにしていきたい。 

 また、医療の多様化および変化などを把握し、会員ニーズに合った、タイムリーな内容の研修会

の開催も検討して行きたい。 

 

 

1) 公益事業｢父の日企画～家族で守ろうパパの健康～」    （2020年６月 21日予定） 

2) 中越支部フォーラム                    (2020年７月予定) 

3) 公益事業「糖尿病を知るつどい」    （2020年 7月 18日予定） 

4) 公益事業「すこやかともしびまつり」    （2020年 9月予定） 

5) 公益事業「世界糖尿病デー2020in長岡」   (2020年 11月 1日予定） 

6) 中越支部通常総会      （2021年 2月予定）  

 

 

 

《広報》 
県技師会ホームページおよび同ホームページ内の支部ページを活用し、支部情報の発信を

続けていく。同時に支部情報誌「やまあい」も活用し会員の皆様へ有益な情報をタイムリーに発信

していく。 
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第5号議案 
 

２０２０年度（一社）新潟県臨床検査技師会中越支部予算(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜収入の部＞ (単位:円)

項目 2020年度予算額 2019年度予算額 増減 摘要

会費 434,000 439,000 -5,000 1,000円×434名

組織強化費 128,000 129,000 ｰ1,000 新臨技より

雑収入 0 0 0

参加費 50,000 80,000 -30,000 研修会等(2/29講演会中止)

繰越金 425,210 519,458 ｰ94,248

合計 1,037,210 1,167,458 ｰ130,248

＜支出の部＞ (単位:円)

項目 2020年度予算額 2019年度予算額 増減 摘要

学術研究費 100,000 260,000 -130,000 研修会等(2/29講演会中止)

会議費 300,000 330,000 -30,000

組織強化費 315,000 150,000 165,000 会場費、公益事業等

事務費 10,000 40,000 ｰ30,000 事務用品等

通信費 40,000 40,000 0 切手等

活動記録費 5,000 5,000 0 電池等

学術支援事業 100,000 100,000 0 学術事業支援費用

予備費 17,210 92,458 ｰ75248 慶弔 等

特別基金 150,000 150,000 0 記念事業

合計 1,037,210 1,167,458 -130,248
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一般社団法人 新潟県臨床検査技師会中越支部規約 

第  １条  この会は、一般社団法人新潟県臨床検査技師会中越支部と称し、事務所を支部

長所属の施設に置く。 

第  ２条  この会は、会員の技術並び知徳の向上を図り、もって地域の保健衛生に寄与す

ることを目的とする。 

第  ３条  この会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 

          (1) 研究・調査・発表及び講習会の実施。 

          (2) 衛生思想の普及と地域保健事業への協力。 

          (3) 検査技術に関する情報の交流。 

          (4) 会員の福祉増進に関する事業。 

          (5) その他前条の目的達成に必要な事業。 

第  ４条  この会の会員は、中越地区に居住または勤務する臨床検査技師で本会の目的に

賛同して入会した者とする。 

第  ５条  この会に入会しようとする者は、入会申し込み書に所定の事項を記入し支部長

に申し込むものとする。 

第  ６条  この会を退会しようとするときは、その旨を文書で支部長に届けなければなら

ない。 

第  ７条  この会の運営は、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。 

         3.  会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第  ８条  この会に次の役員を置く。 

         2.  支部長１名、副支部長１名、理事若干名、監事２名。 

 3.  前項の役員は、別に定める規定により選出し、総会に報告する。 

         4.  支部長、副支部長、県理事は、理事の互選とする。 

         5.  理事及び監事は、相互に兼任することができない。 

         6.  役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

第  ９条  この会に、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労者の中から理事の承認

を得て支部長が委嘱する。 

         3.  顧問並びに名誉会員は、会費を納入することを要しない。 

第１０条 この会の会議は、総会及び理事会とする。総会は、年１回開催し、理事会は支

部長が必要に応じて開催する。臨時総会を開催することができる。 

         2.  会議の議事は、出席者の過半数の同意により決定する。 

第１１条  この会の事業計画及び予算は、その事業年度開始前に総会の議決を得なければ

ならない。 

第１２条  この会の事業報告及び決算は、その年度終了後２月以内に監事の監査を経て、

総会の承認を得なければならない。 

第１３条  この規約は総会の議決を経なければ変更することができない。 

                  付          則 

         1.  この規約は昭和３１年１０月１３日より施行する。 

         2.  昭和４４年３月１５日一部改定 

         3.  昭和５２年４月  １日一部改定 

         4.  昭和６２年４月  １日一部改定 

         5.  平成  ３年３月３０日一部改定 

     6． 平成１８年３月１１日一部改定 

     7． 平成２０年３月 ８日一部改定 

 


