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事務局行動報告 

06 月 15 日 第 3 回理事会 

 06 月 21 日 日臨技定時総会事前運営打ち合わせ会へ渡邊会長出席 

 06 月 22 日 日臨技定時総会へ渡邊会長出席 

 06 月 22 日 新潟県細胞検査士会定例総会へ坂西副会長出席 

 06 月 24 日 公益財団法人新潟県健康づくり財団第 17 回定時評議委員会へ渡邊会長出席 

 06 月 25 日 多職種協働推進委員会へ桑原副会長出席 

 06 月 26 日 編集委員会開催 

 06 月 29 日 第 1 回精度管理委員会開催 

 07 月 13 日 7 月常任理事会 

 

連絡事項 

 総務部 

＜日臨技・北日本支部＞ 

・「検体測定室に関するガイドライン」の一部改正について（通知） 

 検体測定室に関するガイドラインに係わる疑義解釈集（Q&A）の一部改正について、Non-HDL コレステロールの 

追加と LDL コレステロールは直接測定法による測定又は Friedewald 式による計算を行うことなどが、追記された。 

・「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」について 

新潟県修了者：66.1％（全国平均 69.0％） 令和元年 6 月 25 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。 
・「地域ニューリーダー育成研修会」の受講申請及び推薦について（依頼） 
平成 30 年度の受講者（熱海開催）及びそれに参画出来なかった都道府県からの受講者（過去 5 年間に都道府県 
技師会推薦を受けて受講された修了者）を対象   寺島理事、五十嵐理事に打診 

・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） 
平成 31 年度輸血細胞治療部門研修会（4/27 開催）、生理検査基礎セミナー（6/16 開催）の生涯教育推進研修会 
助成金が入金された。 

 
 ＜新潟県＞ 

・令和元年度知事表彰候補日本公衆衛生協会が行う令和元年度公衆衛生事業功労者の表彰候補者の推薦について 
（依頼） 該当者なし。 

・「第 12 回住宅ケアを考える集い in 越後 2019」の後援について（依頼） 後援承諾で回答 
・令和元年度新潟県糖尿病対策推進会議会費の納入について（依頼） 
 団体会員 10,000 円、個人会員（坂西副会長）1,000 円を納入 
・令和元年度新潟県がん検診研究会会費の納入について（依頼）  個人会員 1,000 円を納入 
 

広報部 

〈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を順次更新中。 

ホームページ作業用のパソコンが不調のためリース PC の見積もりを取りたい。 

〈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  

      10/28 に試料配布予定（細菌検査は 10/30 予定）。締め切りは 11/5 を予定。 

     

各支部 

  上越：6/27 役員会。次回 7/25 役員会予定。8/24 支部研修会開催予定 

中越：6/27 役員会。次回 7/25 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予定。 

下越：6/27 役員会予定。次回 7/27 役員会予定。7/27 支部研修会開催予定。 

 佐渡：7/24 役員会予定。8/3 支部研修会開催予定 

  新潟：6/26 役員会。次回 7/17 役員会予定。10/26 支部研修会開催予定。 

 

●第 93 回新潟県臨床検査学会について 

  2019 年 11 月 16 日（土）9：00～17：00（予定） 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター3 階 

  メインテーマ：『Specialty KENSA ～検体採取から報告まで～』 

  実行委員長：宮崎勝吉（佐渡支部長 JA 新潟厚生連佐渡総合病院） 

  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。 担当：田村中越支部長 

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

・一般演題受付開始 6 月 17 日（月）～7 月 22 日（月） 目標：35 演題  演題管理担当：丸山上越支部長 

・特別企画 90 分 2 企画 

 １）医療法改正における各種標準作業書作成の実際（仮） 担当：臨床検査総合部門・生物化学分析部門 

 ２）救急をもっと知ろう！（仮） 担当：高橋政江 技師（新潟県立中央病院） 

・教育講演 60 分 5 講演を予定  5 部門より教育講演の準備を進めている。 

●公益事業について 

 活動報告および企画書・予算書の提出があった。多くの公益事業に参画するため理事は可能な限り出席して 

頂きたい。また、出欠の有無について確認を行うこととした。 

・健康寿命延伸フォーラム 

2019 年 10 月 14 日（月・祝） 新潟ユニゾンプラザ 

健康寿命延伸にかかる多職種協働推進委員会（6/25）に出席した桑原副会長より報告があった。 

・父の日企画「家族で守ろうパパの健康」 

2019 年 6 月 16 日（日）11:00～16：00 リバーサイド千秋 

健康チェック（血糖測定、一酸化炭素測定、体組成測定、血管年齢測定）を行い、来場者は 232 名であった。 

・すこやか・ともしびまつり 2019 

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

ボランティア募集の案内と企画書・予算書が提出された。 

・ピンクリボンホリデー2019   

2019 年 10 月 20 日（日）10:00～16：00 新潟日報メディアシップ 



企画書・予算書が提出された（担当：五十嵐理事） 

・無料 HbA1c 測定会   

2019 年 11 月 16 日（土）13：00～17：00（予定） 新潟駅南キャンパスときめいと 

＊県学会同日開催だが、2～4 名のボランティア参加で対応したいと新潟県糖尿病協会に返答した。 

・新潟市中央区糖尿病予防週間イベント 

2019 年 11 月 10 日（日） 10：00～12：00（予定）新潟市民プラザ NEXT21 1F 

・糖尿病を知る集い   

2019 年 11 月 10 日（日） 12：00～16：00（予定）新潟市民プラザ NEXT21 ６F 

・全国「検査と健康展」 

2019 年 11 月 23 日（土）10:00～15：00（予定）イオンモール新潟南 スカイコート 

●その他 

  １、災害時メーリングリスト送信レポート 
   2019 年 6 月 18 日（火）22：22 山形県沖を震源とする 大震度 6 強の地震が発生 
   同日、22：35 坂西副会長（災害対策担当）より、災害時メーリングリスト運用規定（震度 5 強以上を 

観測）に準じ発信準備の依頼があり、第一報を配信した。（メーリングリスト登録者数：97 名） 
・会員からの返信はなかった。 
・各理事にテスト返信を呼びかけ、文字化けの問題が解決されていないことがわかった。 
・作成会社からは、文字化け原因の改修が進んでおらず、このご時世メーリングリストは衰退しつつある 
ことから、別のコンテンツの提案をして頂ける予定である。 
・規約も含めて今後の要検討事案である。 

  ２、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 名以上おり、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旨の案内 
文書を自宅会員に配布した。 
その後、数名が所属施設登録し施設会員へ変更された。引き続き、理事各施設および関係施設で該当者が 

いましたら、お声がけをお願いしたい。 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜求人情報＞申し込み順に掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
◆令和元年（2019 年）12 月で指定講習会が終了します。 

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。 

新潟県修了者：66.1％（全国：69.0%） 

 

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員にされている方（会誌・新臨技からの

案内文書などがご自宅に届く方）は、是非とも日臨技ホー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。 

独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 東⻑野病院   

〒381-8567 長野県長野市上野 2 丁目 477 番地 

【募集内容】 パート職員  

（令和元年 8 月 19 日～令和 2 年 3 月 31 日） 

【業務内容】  

・検体検査：検体受付、測定等検査実施、採血管準備 

・生理検査：超音波検査以外の業務で病棟での作業を

含む 

・各種検診のたいおう・電子カルテ操作等 

【勤務時間】 8 時 30 分～17 時 15 分（6～6.5 時間） 

       週 5 日程度、週 32 時間以内勤務 

【休日】   土、日、祝日（年末年始 12/29～1/3） 

【待遇】   時給 1,300 円  

交通費 上限 55,000 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】   管理課庶務係長：山﨑貴博  

 TEL: 026-296-1111 

 FAX: 026-295-5139  

医療法⼈社団 仁和会 聖園病院   

〒950-2002 新潟市西区青山 7-9-10 

【募集内容】 パート職員 

【業務内容】 入院・外来患者の臨床検査業務 

       土日祝の待機有（月 3 日程度） 

【勤務時間】 8 時 45 分～15 時 45 分        

【休日】   土、日、祝日 夏休み（8/13 他 2 日）

       年末年始（12/30～1/3） 

【待遇】   時給 1,200 円 

交通費 上限 25,000 円 

【必要書類】 履歴書、職務経歴書                 

【選考方法】 面接、書類選考 

【担当】   総務課：三村浩一  

 TEL: 025-267-0171 

 FAX: 025-267-0175  

⼀般財団法⼈ 下越総合健康開発センター 

〒957-0054 新発田市本町 4 丁目 16-83 

【募集内容】 臨時職員・パート職員（産休要員） 

【業務内容】 病理・細胞診検査課における細胞診検査 

の検体処理 

【勤務時間】 8 時 30 分～17 時 00 分 

（パート：就業時間については相談可能） 

【休日】   日、祝、年末年始 

土曜日は月 2 回程休み 

（パート：週休 2 日制） 

【待遇】   フルタイム臨時職員の場合  

日額 6,500 円  

パート職員の場合 

 時給 870 円 

交通費 実費（上限あり） 

その他手当等 当社規定による 

【必要書類】 履歴書 

【選考方法】 面接、書類選考 

【担当】   病理・細胞診検査課 姫路由香里 

 TEL: 0254-24-1145  

FAX: 024-22-0492  

社会福祉法⼈新潟市社会事業協会信楽園病院 

〒950-2-87  新潟市西区新通南3丁目3番 11 号 

【募集内容】 臨時職員（産休代替） 

   （令和元年 8 月 1 日～令和 2 年 1 月 31 日） 

【業務内容】 病理検査（病理検査経験は問わない）

【勤務時間】 8 時 30 分～17 時 15 分（休憩 1 時間）

【休日】   年間 121 日（原則、週休 2 日制） 

【待遇】   国家公務員給与表 医療技術職基本 

給与表準拠 経験年数 80%加算 

月額 大卒（4 年）202,900 円  

   短大・専門（3 年）191,700 円

交通費２Km 以上から上限 35,000 円 

住宅手当 高支給限度額 27,000 円

賞与：支給日 6/15、12/15 在職者で 

3 カ月以上勤務者支給あり 

【必要書類】 履歴書、職務経歴書、 

免許証コピー（A4） 

【選考方法】 随時面接 

＊応募多数の場合、書類選考あり 

【担当】   総務庶務係 髙橋 

 TEL: 025-260-8200  

FAX: 025-260-8199  


