
 

 

 
 

 

 

青嶋俊江 元京臨技会長 

瑞宝双光章 受賞 
 

春の叙勲 “地味”でも誇り持って 
  
 臨床検査技師として１９６４年から３６年間、京都第二赤十字

病院（京都市上京区）で勤務した。府臨床衛生検査技師会会長と

して、後進の育成に力を注ぎ、地域の保健医療の向上にも努めて

きた。「検査技師の仲間にとっても大きな励みになる」と受章の

喜びを語った。 

 臨床検査技師の仕事を「縁の下の力持ち」と表現する。「私た

ちの仕事は、血液や尿などの検体の検査が中心。直接患者とふれ

合う機会は少ないが、検査結果が診断の重要な判断材料となる。

地味かもしれないが、なくてはならない存在」と、誇りを持って

取り組んできた。 

 青嶋さんが臨床検査技師になった当時は、京都の検査レベルは

決して高いものではなかったという。検査精度を上げるため、臨

床検査技師会の会員同士で、病院の枠を超えて毎月勉強会を開き、

輸血学会や臨床病理

学会などにも参加し

た。地道な取り組み

の結果、今は全国的

にも高い検査精度を

維持している。 

 「検査結果の向こ

うに、患者の顔があ

る」。機械化・合理

化が進む最近の検査

業務だからこそ、後

輩に伝えたい青嶋さ

んの初心だ。【礒野

健一】 

（毎日新聞 2014

年 4月 29日 京都

地方版） 
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日時：平成 26 年 3 月 13 日(木)18:30～20:30   

場所：京都保健衛生専門学校 

議長：今井秀一   書記：青山絹子 

出席理事：今井秀一・白波瀬浩幸・小澤 優・荻野和大・佐々

木由紀子・豊山浩祥・中村和彦・林 孝俊・山田宣幸・青山絹

子・林 雅弘・藤﨑 智 

欠席理事：早瀬泰行・髙嶋 徹・岡洋一郎・辻真一朗・廣瀬真

理・笹田裕司 

出席監事：江見安一 

欠席監事：山口俊朗 

理事会招集者：田畑勝好・清井健司・湯浅宗一・山方けい子 

理事会招集欠席者：四方学 

 

【議事録確認】 

平成 25 年度（一社）京臨技第９回定例理事会議事録確認(別

資料)・・・・・承認 

 

【報告・連絡事項】 

１ 役員行動報告 

平成 26 年 2 月 18 日(火) 京都府医療推進協議会第 25 回代

表者会議 京都府医師会館 白波瀬 

平成 26 年 2 月 21 日(金) 京臨技新春懇親会 ホテル京阪京

都 理事・監事 

平成 26 年 2 月 22 日(土) 京都私立病院協会元会長清水紘先

生 瑞宝双光章受賞祝賀会 小澤 

平成 26 年 2 月 22 日(土) 兵庫臨技会長冨永博夫先生 瑞宝

双光章受賞祝賀会 今井 

平成 26 年 3 月 1 日(土) 施設連絡責任者会議 京都府立医科

大学基礎医学学舎 

平成 26 年 3 月 1 日(土) 精度管理合同報告会 京都府立医科

大学基礎医学学舎 

平成 26 年 3 月４日(水) 京都病院学会第２回実行委員会 私

病協会議室 藤崎 

平成 26 年 3 月 22 日(水) 京都保健衛生専門学校卒業式 今

井 

 

２ 日臨技近畿支部報告・近臨技報告(白波瀬) 

１）会員数報告  

日臨技会員数：52,565 名（平成 26 年 2 月 10 日） 昨年

度末会員数：50,786 名 

日臨技京都会員 846 名（平成 26 年 2 月 10 日）  昨年度

末会員数：820 名 

２）診療報酬改定に伴う説明会の開催 

  平成 26 年 3 月 29 日（土）午後４時から６時 日臨技

会館第１会議室 ＷＥＢ登録制 

  ３）近畿医学検査学会（神戸市）座長依頼については兵

庫臨技より個人宛依頼します。 

４）研修会参加費について・・・検討議案へ 

 

３ 総務部 小澤 

１）日臨技季刊誌「ピペット」第 3 号（春号）ゲスト：佐藤

真海さん（パラリンピアン） 

  配布協力施設の追加・削除は 3 月 20 日まで受け付け可

能 

２）第 66 回保健文化賞候補者推薦依頼（第一生命保険会

社）日臨技より 

  詳細はホームページにて 書類受付 4 月 15 日（火）当

日消印有効 

３）2013 年度国際学会奨励賞応募申請案内 日本臨床検査

医学会より 

対象：2013 年 1 月から 12 月まで開催された臨床検査関連

の国際学会での発表 

応募締め切り：3 月 31 日 

次回定期発送 3 月 20 日(木) 

 

４ 事業部＆学術部 

1）平成 26 年 2 月 21 日(金) 京臨技新春懇親会  

参加数、次回への申し送りなど次回理事会にて報告とする 

2）平成 26 年 3 月 1 日(土) 施設連絡責任者会議終了報告 

参加数 33 名（会員 29 名） 

①検査説明・相談ができる臨床検査技師育成について 

②日臨技施設認証制度について 

機能評価受審において施設認証制度が評価される働きかけが

必要ではとの意見があった。 

③2014 年度診療報酬改定の概要 

3）平成 26 年 3 月 1 日(土) 精度管理合同報告会終了報告 

 参加数 58 名（会員 54 名） 

 精度管理事業として報告会の講師料の経費が大きいが、生

化学研究班においてプール血清を用いるなど経費削減の努力

をして頂き例年に比べ 20 万弱経費を抑えることができた。 

 

【委嘱・承認事項】 

１ 会員動向別紙・・・・承認 

会員総数 1,008 名  2 月 28 日現在 

2 月度 継続入会 0 名・新入 0 名・再入 0 名・退会 9 名・

転入 1 名・転出 2 名 

  （退会 9 名のうち 6 名は定年による退会であった） 

２ 後援依頼（共催申請）・・・・・承認 

事業の名称  子宮の日 子宮頸がん啓発活動 

開催期日   平成２６年４月２０日（日） 

開催場所   ゼスト御池 

共催団体  京都臨床細胞学会 京都府細胞検査士会 

 

【検討議案】 

１．次期京臨技役員について 

本日 16：00 より役員推薦委員会が開催され、湯浅役員推薦

委員会委員長より委員会の進捗報告があった。次期役員候補

者に関しては 4 月の理事会にて報告され、総会にて信任を受

ける運びとなる。 

総会での役員信任の方法について：一括で信任を行うのか、

個別で行うのか議論された。 

２．京臨技総会準備について 

次年度予算概要が提示された。24 年度、25 年度とほぼ同じ

概要となっている 

今後予算委員会を開催する。 

日時：5 月 31 日（土）14：00～ 予定 

場所：京都保健衛生専門学校 視聴覚教室 

３．京都病院学会準備委員について 3 月 20 日までに報告 

平成 25 年度京都府臨床検査技師会  
第 10 回定例理事会議事録 

 

 



 

 

準備委員 6 名（会場受付・進行担当 3 名、映写担当 2 名、

総合受付担当 1 名） 

：理事から 3 名、各研究班から 3 名を選出する。 

座長５名：生理検査の演題座長は生理検査研究班より 4 名選

出。 

その他の演題座長は荻野理事が受ける  

４．他府県主催研修会への会員参加費について 

近臨技より、他府県の技師が京臨技主催研修会に参加した場

合に参加費は会員扱いにするのか、非会員扱いにするのか、

各都道府県技師会で取り決めし案内をするよう申し入れがあ

った。大臨技は、他府県会員は非会員扱いとし、日臨技助成

金事業は広報に明記して会員扱いとされる予定。 

議論の結果、京臨技は、日臨技会員＋他府県の地臨技会員は

会員扱い、他府県の地臨技のみは非会員扱いとする。 

５．京臨技会員管理と会員証の作成について 

  現在は京臨技全会員へ会員証を発行している。 

  日臨技会員は京臨技会員証を提示する機会がなく作成が

無駄ではないのか、京臨技のみ会員へ会員証を発行し日臨技

会員は発行しなくていいのでは等、議論された。 

議論の結果、26 年度は全会員に会員証を発行するのではな

く、京臨技のみ会員に発行する。 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 26 年 4 月 10 日(木)18:30～20:30   

場所：京臨技丸太町事務所 

議長：今井秀一   書記：佐々木由紀子 

出席理事：今井秀一・白波瀬浩幸・小澤 優・荻野和大・林 

孝俊・佐々木由紀子・林 雅弘・髙嶋 徹・ 

山田宣幸・藤﨑 智・辻真一朗・笹田裕司 

出席監事：江見安一 

欠席理事：早瀬泰行・廣瀬真理・豊山浩祥・中村和彦・青山

絹子・岡洋一郎 

欠席監事：山口俊朗 

理事会招集者：田畑勝好・清井健司・湯浅宗一・山方けい子 

 

【議事録確認】 

平成 25 年度(一社)京臨技第 10 回定例理事会議事録確認(別

資料)・・・・・承認 

 

【報告・連絡事項】 

１ 役員行動報告 

平成 26 年 3 月 20 日(木) 京都市衛生検査所精度管理委員会

立ち入り調査同行 佐々木 

平成 26 年 4 月 1 日(水) 京都病院学会第３回実行委員会 

COCON 烏丸・私病協会議室 藤崎 

平成 26 年 4 月 9 日(水) 京都保健衛生専門学校入学式 京都

アスニー 今井 

予定 

平成 26 年 5 月 13 日(火) 京都病院学会第４回実行委員会 

COCON 烏丸・私病協会議室 藤崎 

２ 日臨技近畿支部報告・近臨技報告(白波瀬) 

① 会員数報告 

日臨技会員数：52,565 名（平成 26 年 2 月 10 日）  昨

年度末会員数：50,786 名 

日臨技京都会員： 846 名（平成 26 年 2 月 10 日）  昨

年度末会員数：  820 名 

② 役員行動報告 

平成 26 年 3 月 29 日(土) 日臨技理事会出席 小澤 

・臨床検査技師に関する法律第二十条の三第一項の施設の一

部が 4 月 1 日改定 

・自己採血検査を行う検体測定室ガイドライン発表 

平成 26 年 3 月 29 日(土) 日臨技学術企画委員会 小澤 

平成 26 年 3 月 29 日(土) 日臨技学術委員会 小澤 

平成 26 年 4 月 5 日(土) 日臨技役員推薦委員会 白波瀬 

・近畿支部より、小澤・中町・運天の三名が日臨技理事候補

として承認 

③ 第 60 回臨床検査技師国家試験合格発表 3 月 31 日 厚

生労働省 

全国合格率 81.2％（新卒者のみ 94.3％） 

３ 総務部 小澤 

① 会報（No.51)発行 

② 次回定期発送：一般会員 4 月 22 日(火)、施設連絡責任者

4 月 23 日(水)総会委任状発送 

４ 事業部＆学術部 

① 平成 26 年 2 月 21 日(金) 京臨技新春懇親会 82 名参加 

② 平成 26 年 4 月 16 日(水) 学術部研究班班長・会計会議

（予定） 

京都保健衛生専門学校 視聴覚教室 18：30～ 

 

【委嘱・承認事項】 

１ 会員動向別紙・・・・・承認 

会員総数 1,000 名  3 月 31 日現在 

3 月度 継続入会 1 名・新入 0 名・再入 0 名・退会 8 名・

転入 1 名・転出 3 名 

 

【検討議案】 

１ 京臨技総会準備について 

日時：平成 26 年 5 月 31 日(土)14 時～ 予定 

場所：京都保健衛生専門学校 視聴覚教室 

・スケジュール確認 

委任状発送 4/22・4/23（施設連絡責任者には自施設の回

収をお願いする） 

会計・事業監査：5/21 理事会：5/22 委任状締切り：

5/23 

・委任状の集計は湯浅委員長に委任する 

総会議案書印刷 5/29 

・次期京臨技役員候補者の選任方法 

・事業報告案・計画案：ホームページに掲載 

・記念講演 

日時：平成 26 年 5 月 31 日(土)15：30～16：45 

講師：㈱昭和メディカルサイエンス 検査部 次長 福富裕之 先

生 

演題：「知っておきたい、身のまわりの寄生虫感染症」 

サブタイトル：「食品・ペット・性感染症」 

２ 検査説明・相談の出来る臨床検査技師育成について 

平成 25 年度京都府臨床検査技師会  
第 11 回定例理事会議事録 

 

 



 

 

・日程、場所を確定し、2 日間必要だが、連続は難しいため、

期間をあけての設定も考慮 

・費用は日臨技からの補助と参加費で賄う予定 今後継続審

議する 

３ 京臨技会員管理と会員証の作成について 

会員証作成の対象会員について（追加審議） 

・26 年度は京臨技のみ会員に発行で前回決議したが、全て

の京臨技会員に発行することを承認 

・研修会参加時、日臨技会員証・京臨技会員証の提示を求め

る 

・研修会参加名簿に上記を記載できるよう変更する 

・放射線技師が実習研修会に参加した場合は非会員扱いとす

る 

 

【その他の意見交換】 

ＯＢ会より農家での体験と支援の参加呼びかけがあった。

 

 

 

 

 

 

日時：平成 26 年 5 月 22 日(木)18:30～20:30   

場所：京都保健衛生専門学校 

議長：今井秀一   書記：・藤﨑 智 

出席理事：今井秀一・白波瀬浩幸・小澤 優・荻野和大・林 

孝俊・佐々木由紀子・廣瀬真理・ 

豊山浩祥・林 雅弘・中村和彦・髙嶋 徹・青山絹子・山田宣

幸・藤﨑 智 

出席監事：江見安一 

欠席理事：早瀬泰行・岡洋一郎・辻真一朗・笹田裕司 

欠席監事：山口俊朗 

理事会招集者：田畑勝好・清井健司・湯浅宗一・四方 学・山

方けい子 

 

【議事録確認】 

平成 25 年度(一社)京臨技第 11 回定例理事会議事録確認(別

資料)・・・・・承認 

 

【報告・連絡事項】 

１ 会長・副会長行動報告 報告期間 平成 25 年 11 月 1

日～平成 26 年 4 月 30 日（別資料） 

２ 役員行動報告 

平成 26 年 4 月 16 日(水)学術部研究班班長会計会議：荻

野・山田・白波瀬・小澤・林孝俊・青山 

平成 26 年 5 月 13 日(火)京都病院学会第 4 回実行委員会出

席 COCON 烏丸私病協会議室：藤崎 

平成 26 年 5 月 21 日(水)京臨技会計監査（京都保健衛生専

門学校） 

江見・山口・今井・白波瀬・小澤・早瀬・山方 

以下予定 

平成 26 年 5 月 27 日(火)平成 26 年度日衛協定時総会（ホ

テルグランビア京都）：白波瀬 

３ 日臨技近畿支部報告・近臨技報告 

白波瀬副会長から①～⑤を小澤副会長から⑥の説明を受けた。 

① 会員数報告 

日臨技会員数：50,448 名（平成 26 年 4 月 10 日）  昨

年度末会員数：52,572 名 

日臨技京都会員： 806 名（平成 26 年 4 月 10 日）  昨

年度末会員数：  846 名 

② 役員行動報告 

平成 26 年 4 月 26 日(土)日臨技出版委員会 

平成 26 年 5 月 16 日(金)日臨技第 1 回理事会 

平成 26 年 5 月 18 日(日)技術教本編集部会 

③ 2017 年日本臨床検査医学会学術集会が「WASPaLM」

と同時開催 京都 

④ 生涯教育推進研修会助成金のコース選択について 5/31

迄に回答 

⑤ 平成 26 年度日臨技定時総会議決権行使書受領状況（京都

府） 

会員数 806 名 受領総数 270 名うち退会者 1 名 有効受領数

269 名有効受領率 33.37％ 

⑥ 日臨技理事会 

検査技師の検体採取の件は衆議院を通過参議院で審議中 

6 月頃に可決の見込み可決後は技師の研修と学生のカリキュ

ラムの変更等もあるとの事 

理事から研修に関する質問が出されたが、具体的に決まって

いないとの事 

４ 総務部(小澤) 

① 京臨技元会長青嶋俊江先生、春の叙勲瑞宝瑞宝双光章受章 

4/29 各誌報道  

② 京臨技会員証の作成進捗 5/9 時点での会員データにて作

成。今週納品予定 

③ 6 月定期発送 5 月 20 日(火) 7 月定期発送 6 月 23 日

(月)予定 

５ 事業部＆学術部(山田) 

平成 26 年 4 月 16 日(水)学術部研究班班長会計会議報告 

班長から要望のあった会議の議事録を作成することを確認 

 

【委嘱・承認事項】 

１ 会員動向別紙・・・・・承認 

会員総数 889 名  4 月 30 日現在 

4 月度 継続入会 859 名・新入 20 名・再入 7 名・退会 0

名・転入 3 名・転出 0 名 

（4/30 現在で今年度会費未納者を除いているため前月より

減少している） 

 

【検討議案】 

１ 京臨技総会について(林(雅)) 

① 日時：平成 26 年 5 月 31 日(土)14 時～ 場所：京都保

健衛生専門学校 視聴覚教室 

総会出席・委任状出席の状況報告と総会における理事の役割

についての説明を受けた 

② 2013 年度決算書及び 2014 年度予算書について（別資

料） 

今井会長から決算書及び予算書の説明を、小澤・白波瀬副会

長から補足説明を受けた後、各々について協議し理事会とし

て承認した。 

（会員から委任状・議決表に記載するため決算＆予算書がな

いと判断できないとの意見あり） 
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③ 定時総会 14:00～15:00 委任状締め切り 5/23 総

会議案書印刷 5/29 

④ 平成 26 年度第 1 回理事会 新理事・監事集合 15:00～

15:15  会場：103 教室 

 会長及び副会長の選任 全役員の議事録署名が必要 

⑤ 記念講演 15:30～16:45 

講師：㈱昭和メディカルサイエンス 検査部 次長 福富裕之先

生 

講演：「知っておきたい、身のまわりの寄生虫感染症」 

  サブタイトル「食品・ペット・性感染症」 5/30 京都

新聞と毎日新聞に掲載 

２ 検査説明・相談の出来る臨床検査技師育成について(高

嶋) 

日程と会場の提案及び実施内容の説明を受けた。 

日時：平成 27 年 1 月 10(土)11(日)12(月祝)の内 2 日間 

場所：京都保健衛生専門学校 視聴覚教室・他教室 

３ 青嶋俊江先生瑞宝双光章受章祝賀会(小澤) 

秋頃に開催することを確認 

４ 2017 年開催の近畿医学検査学会を京都で開催すること

について(白波瀬) 

2017 年日本臨床検査医学会学術集会が「WASPaLM」と

同時開催され、京都で開催を要望しているため、京都が担当

の近畿医学検査学会開催年を 1 年遅らせて同時開催できない

かとの提案を受けた。2017 年近畿医学検査学会担当の奈良

技師会のこともあるが、京臨技としては提案を了承。 

５ 生涯教育推進研修会助成金のコース選択について(小澤) 

生涯教育推進研修会助成金のコース選択について下記（１）

（２）の提案を受け、協議の結果、京臨技としては（１）を

選択することとした。 

（１）1 研修会最高 5 万円の助成金 最大 20 研修会まで助

成 

＊決算報告書、参加者名簿を提出 

（２）1 研修会 2 万円及び参加人数×500 円の助成金を最

大 20 研修会まで助成 

＊決算報告書、参加者名簿を提出

 

 

 

 

 

日時：平成 26 年 5 月 31 日(土)15:00～15:15   

場所：京都保健衛生専門学校 

 

出席理事：白波瀬浩幸・小澤 優・荻野和大・林 孝俊・豊山

浩祥・中村和彦・髙嶋 徹・青山絹子・山田宣幸・笹田裕司・

庄司月美・藤内千歳・中村美保・鮎川宏之・四方 学・小池正

穂・小原伸之・井上和子 

出席監事：早瀬泰行 

欠席理事：藤﨑 智 

欠席監事：江見安一 

 

【提案決議事項：会長及び副会長選任の件】 

提案者の白波瀬浩幸は、先刻開催の定時総会にて当会の会長

及び副会長が任期満了により、その資格を喪失したので、改

めて選任する必要がある旨を述べ、その審議を求めた。 

理事会は、別段の異議なく下記のとおり選任し、承認可決し

た。 

 

記 

会 長：白波瀬浩幸 

副会長：小澤 優 

副会長：荻野和大 

副会長：四方 学 

 

尚、被先任者は、その就任を承諾した。 

以上

 

 
 

★平成 25 年度をもって退任された役員★ 

 

会長 今井 秀一 自宅 

理事 林  雅弘 相馬病院 

理事 佐々木 由紀子 京都城南診療所 

理事 廣瀬 真理 明治国際医療大学附属病院 

理事 岡 洋一郎 兵庫中央病院 

理事 辻 真一朗 京都桂病院 

監事 山口 俊朗 京都民医連中央病院 

 

永らく京臨技のためにご尽力いただき、ありがとうございました。 

今井前会長は、引き続き顧問として、当会の運営のご指導をいただくとともに、 

京都府臨床検査技師連盟会長にご就任いただきます。 

平成 26 年度京都府臨床検査技師会  
第 1 回定例理事会議事録 

 

 



 

 

平成 26・27 年度 研究班員一覧 

 

班長 今川　昇 京都工場保健会

副班長 米田　智也 京都大学医学部附属病院

会計 松田　浩明 医仁会武田総合病院

精度管理 松本　愛 京都桂病院

編集 加藤　ゆず子 京都府立医科大学付属病院

委員 鮎川　宏之 医仁会武田総合病院

委員 北野　智美 京都第二赤十字病院

委員 日比野　みゆき 十条リハビリテーション病院

委員 小西　靖志 京都保健衛生専門学校

委員 辰巳　智香 京都第一赤十字病院

委員 荻野　和大 三菱京都病院

委員 尾花　康子 京都工場保健会

生理研究班B

班長 今川　昇 京都工場保健会

副班長 増田　信弥 京都民医連中央病院

会計 寺田　亜哉 三菱京都病院

精度管理 米澤　英伸 京都民医連中央病院

編集 中前　雅美 京都保健衛生専門学校

委員 小原　伸之 京都医療センター

委員 眞鍋　浩子 第二岡本総合病院

委員 塩川　美幸 医仁会武田総合病院

委員 小林　加奈子 康生会武田病院

生理研究班A

班長 井上　和子 京都桂病院

副班長・編集 相田　幸雄 京都南病院

副班長・生涯教育 多気　秀和 京都第一赤十字病院

精度管理 日下部　昌平 京都南病院　

精度管理 多胡　聖子 京都微生物研究所

会計 菱田　理恵 京都大学医学部附属病院

会計 栗山 陽子 国立病院機構京都医療センター

委員 原　健介 亀岡市立病院　

委員 青山　絹子 第二岡本総合病院

委員 相良　郁夫 京都保健衛生専門学校

委員 住田　由香里 京都府立医科大学附属病院

委員 万木　紀美子 京都大学医学部附属病院

委員 笹田　裕司 京都府立医科大学附属病院　

委員 林　敬子 京都保健衛生専門学校

委員 東良　憲 (株)いかがく

委員 大西　宰平 (株)いかがく

輸血研究班

班長 後藤　直樹 京都保健衛生専門学校

副班長 藤本　一満 (株)ファルコバイオシステムズ

副班長 荒賀　智永 綾部市立病院

会計 下川原　えり 京都南病院

会計 和田　香織 第二岡本総合病院

精度管理 南部　昭 京都府立医科大学附属病院

精度管理 飯田　一博 (株)いかがく

精度管理 隆杉　尚志 (株)いかがく

委員 中脇　亜樹子 城東中央病院

委員 小紫　あゆみ 公立南丹病院SRL検査室

委員 白井　洋紀 京都第一赤十字病院

委員 鬮橋　進吾 京都第一赤十字病院

委員 西垣　圭二 京都微生物研究所

委員 上川　大輔 京都微生物研究所

委員 中村　美保 (株)ファルコバイオシステムズ

委員 小林　丈夫 京都駅前ホリイ内科クリニック

委員 岡崎　一幸 京都大学医学部附属病院

委員 関根　裕史 京都民医連中央病院

委員 森田　純子 京都桂病院

委員 荻野　和大 三菱京都病院

臨床化学・免疫血清研究班

班長 中西　加代子 京都大学医学部附属病院

副班長 林　美知子 京都民医連中央病院

副班長 加藤　香代子 京都桂病院

会計 小森　法子 京都医療センター

会計 小川　和哉 (株)ファルコバイオシステムズ

精度管理 鬮橋　進吾 京都第一赤十字病院

精度管理 田辺　祐也 (株)ファルコバイオシステムズ

委員 宇田　真也 (株)いかがく

委員 志賀　修一 京都大学医学部附属病院

委員 由木　洋一 京都府立医科大学附属病院

編集 縄田　俊 (株)いかがく

委員 土田　幸生 大阪南医療センター

委員 平川　正貴 京都第二赤十字病院

委員 新蔵　康文 (株)いかがく

血液研究班

班長 土井　翼 日本バプテスト病院

副班長　会計 仲間　美乃 京都桂病院

精度管理　会計 藤内　千歳 京都第二赤十字病院

精度管理 徳永　しほみ (株)ファルコバイオシステムズ

編集 城戸　孝雄 国立病院機構　宇多野病院

委員 穂積　順子 京都大学医学部附属病院

委員 小山　賢 京都桂病院

委員 中島　麻里 京都大学医学部附属病院

一般検査研究班



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班長 山口  直則 綾部市立病院

副班長 江口　光徳 宇治徳洲会病院

編集 林　久志 (株)ファルコバイオシステムズ

会計 野田　みゆき 京都市立病院

精度管理 谷村　満知子 (株)ジェ・シ・アル

精度管理 大上　哲也 国立病院機構京都医療センター

委員 奥田　崇 京都府立医科大学病理学教室

委員 林　孝俊 京都民医連中央病院

委員 真下　照子 京都第二赤十字病院

委員 久保　義則 京都第一赤十字病院

委員 礒島　喜孝 京都府立医科大学附属病院

委員 川邊　民昭 京都市立病院

委員 加藤　順子 (株)日本セルネット

委員 神崎　由佳 京都民医連中央病院

委員 二宮　慶太 京都桂病院

委員 平伴　英美 京都大学医学部附属病院

委員 井上　小百合 京都第一赤十字病院

病理・細胞検査研究班

班長 山田 幸司 京都府立医大附属病院

副班長 小野 保 京都第二赤十字病院

会計 渡辺　晴美 京都桂病院

編集 河合 示枝古 (株)いかがく

精度管理 棚村 一彦 洛和会音羽病院

精度管理 森　雅浩 宇治徳洲会病院

精度管理 町田 清正 京都大学医学部附属病院

委員 蔵敷　恵美 京都桂病院

委員 古川 弘 京都府立医大附属病院

委員 小森 敏明 京都府立医大附属病院

委員 足立 睦宏 日本医学臨床検査研究所

委員 田中 裕人 (株)ファルコバイオシステムズ

委員 樋口 武史 京都大学医学部附属病院

委員 林 彰彦 京都市立病院

委員 中川　泰陽 (社)京都微生物研究所

委員 谷野　洋子 京都府立医大附属病院

委員 黒田　久子 京都保健衛生専門学校

微生物研究班

班長・編集 滝本　寿史 綾部市立病院

副班長 荒賀　智永 綾部市立病院

副班長 村上　育子 舞鶴共済病院

会計 高見　昌幸 舞鶴赤十字病院

委員 余田　武志 市立福知山市民病院ＢＭＬ検査室

委員 小西　由久 舞鶴共済病院

委員 谷水　真吾 市立福知山市民病院

委員 中南　洋 京都府立医科大学附属北部医療センター

委員 橋　久美 舞鶴市保健センター

委員 園田　真之 丹後中央病院

北部学術研究班

班長　会計 髙嶋　徹 京都山城総合医療センター

副班長　編集 青山　絹子 第二岡本総合病院

南部学術研究班

班長・栄養サポート 藤﨑　智 京都民医連中央病院

副班長・糖尿病療養指導　編集 青山　絹子 第二岡本総合病院

副班長・会計 高嶋　徹 公立山城病院

副班長 荻野　和大 三菱京都病院

栄養サポート 関根　裕史 京都民医連中央病院

栄養サポート 抱　章子 京都府立医科大学附属病院

糖尿病療養指導 鈴木　泰子 なぎ辻病院

糖尿病療養指導 後藤　康二 京都民医連中央病院

チーム医療研究班

班長 増田 健太 京都大学医学部附属病院

副班長 小森 敏明 京都府立医科大学附属病院

会計 奥村　敬太 京都府立医科大学附属病院

編集 白波瀬 浩幸 京都大学医学部附属病院

委員 林 孝俊 京都民医連中央病院

委員 荻野 和大 三菱京都病院

委員 丹羽 紀実 京都大学医学部附属病院

委員 庄司 月美 京都大学医学部附属病院

委員 中村 睦美 京都大学医学部附属病院

情報システム研究班

[監事] 

早瀬 泰行 

(株)いかがく 

(再任) 

 

[事務局員] 

山方 けい子 

京臨技事務局

(再任) 

 

[監事] 

江見 安一 

自宅 

 (再任) 
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[会長] 

白波瀬 浩幸 

京都大学医学部 

附属病院 

(新任) 

[副会長] 

小澤 優 

京都保健衛生 

専門学校 

(再任) 

[副会長] 

荻野 和大 

三菱京都病院

(新任) 

[副会長] 

四方 学 

綾部市立病院

(新任) 

[理事] 

林 孝俊 

京都民医連中央

病院 

(再任) 

[理事] 

豊山 浩祥 

京都桂病院 

(再任) 

[理事] 

青山 絹子 

第二岡本総合 

病院 

(再任) 

[理事] 

髙嶋 徹 

京都山城総合 

医療センター 

(再任) 

[理事] 

中村 和彦 

京都和光純薬 

(再任) 

[理事] 

山田 宣幸 

三菱京都病院

(再任) 

[理事] 

藤﨑 智 

京都民医連中央

病院 

(再任) 

[理事] 

笹田 裕司 

京都府立医科大学

附属病院 

(再任) 

[理事] 

鮎川 宏之 

医仁会武田総合

病院 

(再任) 

[理事] 

井上 和子 

京都桂病院 

(新任) 

[理事] 

小池 正穂 

舞鶴共済病院

(新任) 

[理事] 

小原 伸之 

京都医療 

センター 

(新任) 

[理事] 

庄司 月美 

京都大学医学部 

附属病院 

(新任) 

 

[理事] 

中村 美保 

ファルコバイオ

システムズ 

(新任) 

 

[理事] 

藤内 千歳 

京都第二赤十字

病院 

(新任) 


