・令和 2 年春の叙勲・褒章候補者の推薦について（依頼）
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・高齢者叙勲及び死亡叙勲・叙位候補者の推薦について（依頼）
・新潟県救急搬送・受入協議会委員の委嘱について（通知）
前常任理事の古谷晴子技師（新潟市民病院）が継続して協議会委員をなった。

http://www.sinringi.or.jp/

〒950-0965

・令和元年度臨床検査精度管理協議会委員の推薦について（ご依頼）

E-mail:jimukyoku@sinringi.or.jp

新潟市中央区新光町 15-2 新潟県公社ビル 3F

坂西副会長（魚沼基幹病院）・草間理事（県立十日町病院）を推薦

TEL.FAX 025-283-3470

・「令和元年度新潟県糖尿病週間」後援について（お願い）

事務局行動報告
04 月 20 日 第 1 回理事会
04 月 20 日 第 1 回表彰委員会開催
04 月 20 日 学術部会議開催
05 月 14 日 篠川至賞選考委員会開催
05 月 16 日 新潟県臨床検査技師会の監査
05 月 21 日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会へ五十嵐理事が WEB 参加
05 月 26 日 第 11 回臨床検査セミナー並びに通常総会
05 月 26 日 第 2 回理事会

新潟県糖尿病協会より令和元年度糖尿病週間に際し後援依頼があり、承認された。
・「コロキウム虚血性心疾患 in 新潟」後援依頼について
第 20 回コロキウム虚血性心疾患 in 新潟を開催するに際し後援依頼があり、承認された。
・公益社団法人新潟県看護協会より役員改選に伴い会長交代の挨拶文が届いた。
・法人市民税均等割減免承認通知書について
中原八一新潟市長より、法人市民税減免申請に対し、減免する均等割額（50,000 円）が承認通知が届いた。
広報部
〈会誌〉第 1 回会誌編集会議 6/26
訂正とお詫び：会誌 4 月号。

06 月 06 日 糖尿病会主催のイベント会議へ佐藤理事、畔上理事出席

P113 施設名間違い

06 月 15 日 第 3 回理事会
連絡事項
総務部
＜日臨技・北日本支部＞
・
「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講促進のお願い」について
新潟県修了者：65.3％（全国平均 68.9％） 令和元年 5 月 29 日時点
本年度より、3 年生の検査技師学校卒業者は実施可能
（4 年生の検査技師学校卒業生は次年度より実施可能）
令和元年度（2019 年度）で指定講習会終了予定。未受講者は是非とも受講されますようお願い申し上げます。
・令和元年度 全国「検査と健康展」について
本年も日本臨床検査専門委員会との共催のもと厚生労働省および関係団体の後援を頂き、11 月を「臨床検査と健康・
普及啓発月間」と定める。当会も実施予定。
・
「令和元年度 都道県技師会リーダー育成研修会」の開催について（依頼）
今年度、新潟県では開催しない旨を日臨技へ報告済み
・自然災害による被災会員に対する共済金等の支給申請手続き等について（通知）
自然災害で被災され、規程の条項に該当する会員がいた場合、届け出用紙を提出していただきたい。
・新たに創設する認定制度並びに医療技術部門管理資格認定制度の受講について（周知）
業務連携を行う大学での e-ラーニングの受講と日臨技が実施する 2 回（夏・秋）の集合研修を受講し、認定試験を
受験、合格することで取得できる制度。
・令和元年度「生涯教育推進研修会助成金」の送金について（通知）
4 月 21 日に開催された病理細胞部門研修会の生涯教育推進研修会助成金が入金された。
＜新潟県＞
・知事表彰の潜在候補者の調査について（依頼）
・令和元年度知事表彰候補者の推薦について（依頼）
新潟県福祉保健部医務薬事課より、知事表彰の潜在候補者の調査、知事表彰候補者の推薦について依頼があった。

誤：三之町病院 → 正：村上記念病院

今後、是正し再発の防止に努める。
〈ホームページ〉随時更新。
理事・各支部役員および検査研究部門員の交代に伴い名簿の更新を行いたい
〈ニュース〉理事会終了後、発行予定。
学術部
〈検査研究〉順次、研修会案内など、ホームページに掲載依頼。
〈精度管理〉6/29 第 1 回精度管理委員会開催。8/6 医師会協議会
各支部
上越：4/25 役員会。5/29 拡大役員会。次回 6/27 役員会予定。8/24 支部研修会開催予定
中越：5/23 役員会。次回 6/27 役員会予定。6/16 父の日企画に参画。7/6 中越支部フォーラム開催。7/20 糖尿病
を知るつどいに参画。
下越：6/27 役員会予定。7/27 第 1 回支部研修会開催予定。
佐渡：5/7 役員会。6/9 佐渡糖尿病ウォークラリーに参画。8/3 支部研修会開催予定
新潟：6/26 役員会予定。10/26 支部研修会開催予定
●執行理事の選出について
執行理事（副会長 3 名、事務局長、事務局次長）の選出が行われ承認された。
●業務役割分担について
理事担当業務（案）を元に協議し、承認された。
●第 93 回新潟県臨床検査学会について
2019 年 11 月 16 日（土）9：00～15：00（予定） 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター3 階
会誌 4 月号にメインテーマ募集、演題について等掲載
現在までの進捗状況が報告された。
・ランチョンセミナー 5 会場 5 社より申込があった。 担当：田村中越支部長

・機器展示 2 社より申込があった。
（4 社ブースの設置は可能） 担当：鈴木新潟支部長

5 月 26 日の総会にて令和元・2 年度理事が承認され、6 月 15 日の理事会にて執行理事・役割分担が決定しました。

・一般演題受付開始 6 月 17 日（月）～7 月 22 日（月） 目標：35 演題
・特別企画 90 分 2 企画

＜令和元・2 理事役割分担＞

１）医療法改正における書類作成の実際（仮） 担当：臨床検査総合部門・生物化学分析部門

施設名

２）救急検査（仮） 担当：高橋政江 技師（新潟県立中央病院）
・教育講演 60 分 5 講演予定
5 部門より教育講演の準備を進めて頂いており、現在、講師・演題名など調整中
●公益事業について
・今年度開催予定の公益事業の報告があり、約 12 事業に参画予定（各支部企画含む）があり、役割分担し準備を
進めるとともに多くの理事からのボランティア参加の依頼があった。

名前

主な業務・担当

新潟医療福祉大学 医療技術学部

渡邊 博昭

代表理事：会長

新潟県立がんセンター新潟病院

畔上 公子

執行理事：副会長：総務

魚沼基幹病院

坂西 清

執行理事：副会長：広報

済生会三条病院

桑原 喜久男

執行理事：副会長：学術

新潟県労働衛生医学協会

小柳 博明

執行理事：事務局長

・第 33 回糖尿病を知る集い（中越支部）のボランティアのお願いについて報告があった。

JA 新潟厚生連新潟医療センター

佐藤 卓

執行理事：事務局次長

・佐渡支部糖尿病ウォークラリー（佐渡支部）の公益事業報告があった。

木戸病院

鎌田 真由美

常任理事：総務・庶務

新潟市民病院

古島 香織

常任理事：総務・会計

北里大学保健衛生専門学院

五十嵐 康之

常任理事：総務・組織

信楽園病院

田端 篤

常任理事：総務・組織、学術：精度

木戸病院

神林 真弓

常任理事：広報・会誌

あがの市民病院

近藤 善仁

常任理事：広報・HP、学術・生涯

JA 新潟厚生連小千谷総合病院

寺島 健

常任理事：広報・HP、学術・学会

新潟大学医歯学総合病院

中村 岳史

常任理事：学術・研究

新潟県立十日町病院

草間 孝行

常任理事：学術・研究、学術・精度

新潟大学医歯学総合病院

星山 良樹

常任理事：学術・精度

新潟県立中央病院

丸山 大輔

常任理事：上越支部長：学術・学会

長岡赤十字病院

田村 正史

常任理事：中越支部長：学術・学会

（一財）下越総合健康開発センター

米山 裕美

常任理事：下越支部長：学術・学会

JA 新潟厚生連佐渡総合病院

宮崎 勝吉

常任理事：佐渡支部長：学術・学会

新潟県立がんセンター新潟病院

鈴木 秀幸

常任理事：新潟支部長：学術・学会

株式会社ビー・エム・エル BML 長岡

髙橋 由美子

理事：総務・会計

JA 新潟厚生連長岡中央綜合病院

奈良 佳輝

理事：総務・組織

・新潟県臨床検査技師会災害支援ネットワークへの登録のお願いがなされた。

新潟県立新発田病院

関 俊輔

理事：広報・会誌

・臨床微生物部門より、メーカーとの共催依頼申請書の提出があり、研修会案内文書の内容など一部、条件付き

新潟労災病院

押山 ルミ子

理事：学術・学会

で承認された。

JA 新潟厚生連けいなん総合病院

吉浦 晶也

理事：学術・学会

南魚沼市民病院

湯本 健史

理事：学術・学会

南部郷総合病院

小林 宏一

理事：学術・学会

JA 新潟厚生連佐渡総合病院

笠井 恵美子

理事：学術・学会

新潟県立燕労災病院

荒木 諒太

理事：学術・研究

立川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ立川綜合病院

吉原 正弘

監事

新潟県医師会業務課

小林 啓二

監事

●その他
・令和元・2 年度の精度管理委員一覧が提示され、承認された。
・令和元・2 年度の生涯教育委員一覧が提示され、承認された。
・新潟県臨床検査技師会表彰規程の再考（案）について
前回の表彰委員会開催時に若手技師向けにも表彰を追加してどうかとの意見があり、学会演題表彰として
規定の再考（案）が提示され、新潟県臨床検査学会までに整えられるように準備を進めていく予定である。
・新潟県臨床検査技師会

自宅会員について

現在、自宅会員として登録されている方が県内で 100 名以上いる。
自宅会員と県内各施設宛の文書発送を手作業で行っているため、作業軽減および運送費高騰に伴う発送費の
経費削減にご協力頂きたい。各施設で勤務されている会員で自宅会員の方（会誌・新臨技からの文書などがご自宅
に届く方）がおりましたら、是非とも日臨技ホームページの会員専用ページから発送文書の受取先を所属施設に変
更をお願いしたい。
・会員・施設変更リストについて
年度末から 6 月前半までに多くの会員・施設の変更があったので、各支部長並びに担当者は確認をする。
・新臨技会誌広告掲載の賛助会員の報告がなされた。
・2019 年度通常総会のアンケートにあった質問事項について、各担当副会長より返答文書の報告があった。

検体採取等に関する厚生労働省指定
講習会の受講促進のお願い

施設にお勤めで自宅会員の皆様へ
◆現在、各施設等で勤務されている会員で自宅会

◆令和元年（2019 年）で指定講習会が終

員にされている方（会誌・新臨技からの案内文書

了予定です。未受講の方は是非とも受講頂
きますようお願い申し上げます。

などがご自宅に届く方）は、是非とも日臨技ホー

新潟県修了者：65.3％

ムページの会員専用ページより施設登録をお願い
致します。
ご協力の程よろしくお願いします。

今後 2 年間懸命に務めますので、皆様の叱咤激励をよろしくお願いいたします。

JA 新潟厚生連 小千谷総合病院

JA 新潟厚生連 けいなん総合病院

〒947-8701

〒944-0031

小千谷市大字平沢新田 111 番地

【募集内容】

臨時職員

（令和元年 7 月 1 日～10 月 8 日）

新潟大学医歯学総合研究科

妙高市田町 2 丁目 4-7

生体液バイオマーカーセンター

【募集内容】

嘱託職員

【業務内容】

臨床検査技師業務全般

〒950-2181

新潟市西区五十嵐二の町 8050 番地

【業務内容】

臨床検査技師業務全般

【勤務時間】

8 時 30 分～17 時 00 分

【勤務時間】

8 時 30 分～17 時 00 分

【休日】

土、日、祝日（週休 2 日制）

【休日】

土、日、祝日（週休 2 日制）

休日・夜間勤務および拘束業務あり

【募集内容】

【待遇】

月額 137,025 円～

（代休または時間外勤務手当あり）

【業務内容】 ・抗体を用いた尿中バイオマーカー

交通費

上限 50,000 円

【必要書類】

履歴書、技師免許証写し

【選考方法】

面接、書類選考

【担当】

社会福祉法人 新潟市社会事業協会

【待遇】

環境・エネルギー棟 5 階

信楽園病院
〒950-2-87 新潟市西区新通南 3 丁目 3 番 11 号
【募集内容】

パート職員

令和 2 年 4 月 1 日～
【業務内容】

月額 150,000 円～384,600 円

候補たんぱく質の測定

交通費

・測定結果データのまとめ

【勤務時間】

8 時 30 分～17 時 15 分

上限 100,000 円

賞与あり

（細菌検査業務経験者尚可）

【勤務時間】

9 時 00 分～16 時 00 分）

【休日】

年間 121 日

総務課人事担当：加藤恵美

最終学歴の卒業証明書または

【休日】

土、日、祝

【待遇】

月額 大卒 202,900 円

TEL: 0258-81-1600

卒業見込み証明書

【待遇】

時給 900 円～

【必要書類】

交通費

短大・専門 3 年

上限 55,000 円

新潟大学医歯学総合病院
新潟市中央区旭町通 1-754

交通費２Km 以上から上限 35,000 円

面接

【担当】

検査科：山川栄一

【必要書類】

履歴書

住宅、扶養、年末年始、

TEL: 0255-72-3161（代）

【選考方法】

面接

時間外勤務手当等

FAX: 0255-73-8102（代）

リタイアされた方もご応募お待ちしております。

【必要書類】 履歴書（市販）、免許証コピー（A4）

【担当】

【選考方法】

新潟大学医歯学総合研究科
平尾嘉利

新潟大学医歯学総合病院
新潟市中央区旭町通 1-754

〒951-8520

【募集内容】

パート職員

【募集内容】

契約職員

【業務内容】

臨床検査業務全般、採血等

【業務内容】

臨床検査業務全般、採血等

TEL: 025-260-8200

FAX: 025-262-6925

FAX: 025-260-8199

医療法人社団 上村医院

【勤務時間】 9 時 00 分～16 時 00 分（シフト勤務あり）

【勤務時間】 8 時 30 分～17 時 15 分（シフト勤務あり）

〒946-0003

【休日】

週休二日制

【休日】

週休二日制

【募集内容】

正規職員

【待遇】

時給 1,153 円～（経験による加算あり）

【待遇】

日額 8,941 円～（経験による加算あり）

【業務内容】

内科、小児科の外来診察での

魚沼市諏訪町 1 丁目 12 番地

交通費 上限 55,000 円

履歴書、臨床検査技師免許証の写し
【必要書類】

【選考方法】

面接、書類選考、他

【選考方法】

【担当】

総務課人事係 滝沢美穂

【担当】

新潟市中央区新光町 1 番地 18
正規職員
令和 2 年 4 月 1 日～（新卒）

【業務内容】

検体検査、生理機能検査、採血、

【勤務時間】 8 時 30 分～（勤務時間は相談可能）

年 2 回賞与）

【休日】

日、祝、他

【勤務時間】

8 時 40 分～17 時 10 分

履歴書、卒業証明証、成績証明書、

【待遇】

正規職員の場合

【休日】

土、日、祝（休日拘束あり）

【待遇】

初任給 187,000 円

月額

200,000～300,000 円

受付業務等

パート職員の場合

（詳細は HP 参照）

類在中）と朱書き願います。

〒950-8556

その他手当（住居手当、扶養手当、

研究業務の一覧、小論文

封筒に「臨床検査技師（パートタイム職員」応募書

社会医療法人仁愛会新潟中央病院

【募集内容】

臨床検査業務、採血、生理検査、他

臨床検査技師免許証写し、業務実績と

＊卒後 6 年以上経過している方は不要

総務庶務係 髙橋裕子

TEL: 025-262-6924

＊詳細は新潟大学医歯学総合病院 HP を参照願います。

交通費 上限 55,000 円

面接、筆記試験、作文
＊応募多数の場合、書類選考あり

【担当】

＊詳細は新潟大学医歯学総合病院 HP を参照願います。

最終学歴の卒業証明書・成績証明書

191,700 円

【選考方法】

生体液バイオマーカーセンター

【必要書類】

検体、生理検査業務

履歴書、技師免許証写し

FAX: 0258-81-1601

〒951-8520

正規職員（卒後 15 年以内）

時給

面接、書類選考、筆記試験、他

交通費

総務課人事係 滝沢美穂

皆勤手当

交通費

上限 30,000 円

1,500 円

調整手当（基本給の 8%）、扶養手当

上限 20,900 円

住宅手当、年末年始勤務手当等

7,000 円

TEL: 025-227-0882

TEL: 025-227-0882

【必要書類】

履歴書

FAX: 025-227-0719

FAX: 025-227-0719

【選考方法】

面接

【担当】

事務 横山亜希子
TEL: 025-792-0143
FAX: 025-792-9291

【必要書類】

履歴書、卒業見込み証明証
成績証明書

【選考方法】

面接、作文

試験：9 月予定

応募多数の時は書類選考を行う場合あり。
【担当】

総務課 上野豪
TEL: 025-285-8811
FAX: 025-285-4419

