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支部長  高田 直樹 
会津支部会員の皆様におかれましては、ますま

すご健勝のこととお慶び申し上げます。 
また、日頃より会津支部活動に積極的にご協力

いただき誠にありがとうございます。 
 平成 28 年度から会津支部長を拝命させて頂き

ましたので、一言ご挨拶申し上げます。 
平成 28 年度は、役員改選の年でもあり新たな

顔触れでスタートする事となりました。そして

我々臨床検査技師にとって大きな節目の年ともな

りました。それは皆様もご存じの通り、日臨技の

宮島会長が第 24 回参議院議員通常選挙において

見事当選を果たした事です。この快挙が今後の臨

床検査において更なる躍進となるよう我々日臨技

会員もバックアップしていかなければならないと

思います。まずはご支援頂いた皆様に心より御礼

申し上げます。 
 さて、会津支部の活動としては、日臨技が政策

的・戦略的に行っている 2 つの事業を積極的に推

進して参ります。 
1 つ目は共用基準範囲の普及です。平成 26 年 3

月に JCCLS から利用の手引き及び暫定文書が公

開され 2 年余りが経過しました。しかしながら、

実際に共用基準範囲に切り替えたもしくは切り替

える準備を行っている施設は県内でもまだまだ少

ないと伺っています。今後、基準範囲共有化委員

会と協力し切り替え準備に役立つ資料等を作成し

皆様に提供できればと考えております。 
2 つ目は検体採取等に関する厚生労働省指定講

習会受講の啓蒙です。国会で法案が採択され平成

27 年 4 月以降検体採取等の業務が臨床検査技師

の業務範囲に含まれました。本指定講習会は臨床

検査技師の国家資格に付与される業務施行のため

の重要な指定講習会であります。厚生労働省指定

の本講習会を終了した方でなければ検体採取等の

業務は実施できません。何卒ご認識頂き、本指定

講習会を受講して頂きますようお願い致します。 
 最後に、より良い会津支部活動が送れる様会津

支部役員一同協力して参ります。是非とも会員の

皆様に於かれましても、変わらぬご理解とご協力

を頂きたく思っております。 
今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 
 

 
 
 
 
 
 平成28年度会津支部総会が4月20日会津中央病

院消化器科会議室で開催されました。 
 会の中で県技師会の山寺会長より、熊本震災への

対応や県の安否確認システムへの登録のお願い、参

院選関連の話がありました。 
 議事は滞りなく審議され全て承認されました。 
また役員改選も行われ承認されました。 

 新役員は次のとおりです。 
 
 
 
 
 
役職名 氏名 施設名 
支部長 高田 直樹 竹田綜合病院 
副支部長 小林 修一 坂下厚生総合病院 
  阿部 浩子 会津医療センター 
事務局長 杉原 正人 会津西病院 
会計 國分 和子 竹田綜合病院 
学術部長 宮田 あき子 竹田綜合病院 
副学術部長 谷ヶ城 弘雄 会津中央病院 
厚生部長 橋本 修也 有隣病院 
副厚生部長 小滝 昇 竹田綜合病院 
幹事 佐藤 うめじ 会津西病院 
  石田 久敏 高田厚生病院 
  星 勇喜 竹田綜合病院 
  二瓶 憲俊 竹田綜合病院 
  大戸 高広 会津中央病院 
  加藤 淳 会津中央病院 
  渡部 政一 南会津病院 
  宍戸 幹夫 保健衛生協会 
  角田 彰彦 会津中央病院ＢＭＬ

検査室 
  渡部 早苗 坂下厚生総合病院 
  瀧澤 宏子 会津医療センター 
  渡部 文彦 会津医療センター 
監事 矢木 健雄 竹田綜合病院 
  渡部 和也 会津医療センター 
 
 
 
 

支部長就任にあたって 

 

 

平成 28・29 年度役員 

平成 28 年度会津支部総会 
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研究班 氏名 施設名 
微生物検査 渡部 政一 南会津病院 

(副) 秋元 誠 竹田綜合病院 
血液検査 大竹 浩一 竹田綜合病院 

(副) 平井 直人 坂下厚生総合病院 
尿一般検査 佐藤 修 竹田綜合病院 

(副) 小原加奈代 会津中央病院 
臨床化学検査 志賀 永一 会津医療センター 

(副) 宮地 宏明 中央病院ＢＭＬ検査室 
血清検査 山本 肇 竹田綜合病院 

(副) 荒井由美子 坂下厚生病院 
輸血検査 渡部 文彦 会津医療センター 

(副) 佐竹 奏一 竹田綜合病院 
病理組織検査 佐藤 崇 会津医療センター 

(副) 甲賀 洋光 竹田綜合病院 
細胞診検査 高根澤裕介 会津中央病院 

(副) 甲賀 洋光 竹田綜合病院 
生理検査 五十嵐早希 会津中央病院 

(副) 卯月 美江 竹田綜合病院 
公衆衛生 羽賀 節子 福島県衛生研究所

会津支所 
(副) 星 雄一 福島県保健衛生協会

会津地区センター 
情報システム 橋本 修也 有隣病院 

(副) 石幡 哲也 竹田綜合病院 
 
 
 
 
 
会津支部に新しく入られた方々です。 
よろしくお願いします。（順不同 敬称略） 
 
栗城 成実 （竹田綜合病院） 
齋川 健志 （竹田綜合病院） 
五十嵐 茉美（竹田綜合病院） 
友野 愛花 （竹田綜合病院） 
武藤 明子 （有隣病院） 
箭内 知輝 （有隣病院） 
渡部 瑠理 （会津医療センター） 
永島 愛  （会津医療センター） 

 
 

 
 
 
 
 

 
平成２８年度公益事業「出張手洗い教室」 

平成２８年６月１４日(火)  
於・湯川村立笈川小学校 

 
昨年お邪魔した勝常小学校から北へ向かったとこ

ろにある、湯川村立笈川小学校が今年の訪問先です。 
１年生１７名と２年生１９名。児童の皆さんからの

元気な挨拶を受けて、高田支部長の挨拶、そして、

臨床検査技師の紹介をすると、子供たちは興味深く

聞き入っている様子でした。 
その後、動画を用いて手洗いの大切さを勉強し、

正しい手の洗い方の動きを真似て、いよいよその日

協力していただいた会員と共に、石鹸を使っての実

習の始まりです。 
蛍光ローションを手に塗り、ブラックライトで照

らすと、光る自分の手に驚き,がんばって汚れを落と

そうと手洗いの実習は進み、会員が手分けをしてそ

れぞれ手の洗い方を指導します。 
汚れの落ち具合を確認しようと、何度も水道とラ

イトを往復して、楽しく練習できたようでした。最

後にまとめを行い、手洗いの大切さを学びました。 
協力していただいた会員の皆様、お疲れ様でした。 

 

高田 直樹・遠藤 枝利子・小林 美和子（竹田綜

合病院） 橋本 修也・武藤 明子（有隣病院） 

小林 修一（坂下厚生総合病院）長嶺 忍（会津中

央病院） 鈴木 沙織（会津医療センター） 

杉原 正人（会津西病院）（順不同 敬称略） 
（杉原） 

 

 

公益事業報告 

会員紹介 

学術研究班役員 


