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あたらしい役員が決まりました 

 平成28年5月31日に京都保健衛生専門学校において平成28年度定時総会が開催され、上程していた議案がす

べて可決承認されました。ご出席あるいは議決権行使等でご協力を頂いた会員の皆さまに、心より感謝申し上

げます。 

 なお、定時総会ならびに定時総会終了後の臨時理事会にて、平成28・29年度理事・監事が承認され、会長お

よび副会長が留任となりました。 

~一般社団法人 京都府臨床検査技師会 平成28年度 定時総会が終了~ 

新任理事からひとこと（写真前列が新任の理事です） 

No.56 京臨技ニュースレター 

相田 幸雄 
（京都南病院） 

この度、理事に就任した京都南病院の相田幸雄です。 
技師会活動を通して、会員の皆様の力になれるようがんばりたいと思います。 

荒井 久治 
（㈱ファルコバイオシス
テムズ） 

役員改正年度にあたり、新たに京臨技理事に就任いたしました。京臨技の活動が、会員、賛助会員
の皆様からより良き評価を頂けますよう微力ながら取り組みたく、今まで以上のご支援ご協力をお
願いいたします。 

今川 昇 
（京都工場保健会） 

主に学術・生涯教育を担当させて頂き、会員の方にとって有益な研修会や意見交換のできる場を提
供できるように各研究班と連携していきたいと思います。 
これから理事として何をするべきかよく考えながら活動し、微力ながら京臨技の発展に尽力をいた
す所存です。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

江口 光徳 
（宇治徳洲会病院） 

この度、新しく理事に就任いたしました、宇治徳洲会病院の江口です。 
微力ではありますが、京都府民向けの啓発活動や、技師会員向けの学術活動等を通じて少しでも京
都府民、技師会員のお役に立てればと思います。よろしくお願いいたします。 

齊藤 祐巳子 
（西陣病院） 

知識と技術向上のための生涯学習や他施設の技師との情報交換など、会員の方々に必要とされる技
師会作りに貢献できるよう尽力したいと思います。微力ですがどうぞよろしくお願い申し上げます。 

佐藤 晴久 
（洛和会東寺南病院） 

この度、京臨技理事への就任を仰せつかりました洛和会東寺南病院の佐藤でございます。このよう
な大役を仰せつかるには、まことに微力でございますが、京都府民の健康増進、学術活動を通じて
会員の皆様へ最新の医療の知識や技術の伝達に取り組んでまいります。どうぞよろしくお願い申し
上げます。 

西村 和司 
康生会武田病院 

この度、新しく理事に就任いたしました、康生会武田病院の西村です。 
不慣れな部分も多々あると思いますが、皆様のお力添えをいただき、微力ながら京都府臨床検査技
師会の発展に尽力したいと思います。 
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編集後記 
 

約1年ぶりの会報発行となります。今までの「会報」から、
「ニュースレター」に看板を替えて、紙媒体で全会員に送
付から、原則的に電子版でホームページ掲載やメールマガ
ジン配信に変更していきたいと考えています。（本号は会
誌発送のタイミングに併せて印刷版でお届けします） 
京臨技の情報をちょっと詳しく、タイムリーにお伝えする
広報ツールとして発信していきます。 

理事名簿 

会長  白波瀬 浩幸   京都大学医学部附属病院 
副会長 小澤 優   京都保健衛生専門学校 

副会長 荻野 和大   三菱京都病院 
副会長 四方 学   綾部市立病院 
理事  林 孝俊   京都民医連中央病院 

理事  青山 絹子   京都岡本記念病院 
理事  髙嶋 徹   京都山城総合医療センター 
理事  中村 和彦   京都和光純薬㈱ 

理事  山田 宣幸   三菱京都病院 
理事  井上 和子   京都桂病院 
理事  小池 正穂   舞鶴共済病院 

理事  小原 伸之   舞鶴医療センター 
理事  庄司 月美   京都大学医学部附属病院 
理事  藤内 千歳   京都第二赤十字病院 

理事 ・相田 幸雄   京都南病院 
理事 ・荒井 久治    ㈱ファルコバイオシステムズ 
理事 ・今川 昇   京都工場保健会 

理事 ・江口 光徳   宇治徳洲会病院 
理事 ・齊藤 祐巳子   西陣病院 
理事 ・佐藤 晴久   洛和会東寺南病院 

理事 ・西村 和司   康生会武田病院 
理事 ・増田 哲也   愛生会山科病院 
理事 ・宮越 圭一   京都微生物研究所 

監事  江見 安一   自宅 
監事  早瀬 泰行   ㈱いかがく 
（氏名の前「・」が、平成28年度から新任の理事） 

平成28年度総会の様子 

研究班（班長・副班長）名簿 

☆生理 
班長  増田 信弥   京都民医連中央病院 

副班長 米田 智也  京都大学医学部附属病院 
副班長 加藤 ゆず子  京都府立医科大学附属病院 
☆輸血 

班長  井上 和子  京都桂病院 
副班長 相田 幸雄  京都南病院 
副班長 多気 秀和  京都第一赤十字病院 

☆臨床化学・免疫血清 
班長  後藤 直樹  京都保健衛生専門学校 
副班長 藤本 一満  倉敷芸術科学大学 生命科学部 

副班長 岡崎 一幸  京都大学医学部附属病院 
☆血液 
班長  田辺 祐也  ㈱ファルコバイオシステムズ 

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 
☆病理・細胞 

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 
副班長 礒島 喜孝  京都府立医科大学附属病院 

☆一般 
班長  小山 賢   京都桂病院 
副班長 仲間 美乃  京都桂病院 

☆微生物 
班長  山田 幸司  京都府立医科大学附属病院 
副班長 金橋 徹   京都大学医学部附属病院 

副班長 谷野 洋子  京都府立医科大学附属病院 
☆情報システム 
班長  増田 健太  京都大学医学部附属病院 

副班長 高村 晃   京都第二赤十字病院 
☆北部学術 
班長  滝本 寿史  綾部市立病院 

副班長 荒賀 智永  綾部市立病院 
☆南部学術 
班長  髙嶋 徹   京都山城総合医療センター 

副班長 青山 絹子  京都岡本記念病院 
☆チーム医療 
班長  青山 絹子  京都岡本記念病院 

副班長 髙嶋 徹   京都山城総合医療センター 
副班長 荻野 和大  三菱京都病院 
☆遺伝子（※） 

班長  庄司 月美  京都大学医学部附属病院 
副班長 白井 洋紀  京都第一赤十字病院 
 ※遺伝子検査研究班：平成28年度から新設 

増田 哲也 
愛生会山科病院 

この度、京臨技理事を拝命しました愛生会山科病院の増田です。 
技師会を通じて皆さんの日々のお仕事が安定し、かつ活気のあるものになります様に活動したいと
思っています。よろしくお願いします。 

宮越 圭一 
京都微生物研究所 

技師としてのやりがいを持てる「何か」を探している技師さんに少しでも手伝いが出来ればと思い
参加させてもらいました。 
不慣れでご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

豊山 浩祥  京都桂病院  藤崎 智   京都民医連中央病院 
鮎川 宏之  滋賀県立成人病センター  笹田 裕司  京都府立医科大学附属病院 
中村 美保  ㈱ファルコバイオシステムズ          お疲れさまでした 

退任された理事の方々  


