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事務局行動報告 

 08月 01 日 第３回理事会（Web 開催） 

 08月 04 日 令和 2 年度第１回臨床検査精度管理協議会に坂西副会長、草間理事出席 

 08月 29 日 学術部門会議（Web 開催） 

 09月 04 日 日臨技理事会（Web 開催）へ桑原副会長出席 

 09月 12 日 第 4 回理事会（Web 開催） 

連絡事項 

総務部 

＜日臨技・北日本支部＞ 

 ・令和 2年度事業における都道府県技師会へのご協力のお願い 

  都道府県技師会の主催事業 

1. 生涯教育推進研修会 

定額 3 万円及び会員参加者 1 人あたり 500 円、最高 40 名まで（最大 5 万円） 

2. 都道府県技師会主催（ニューリーダー育成講習会） 

開催可否は都道府県技師会の判断に沿う 

  日臨技・都道府県技師会の共同事業 

1． 全国「検査と健康展」開催 

日臨技主催の中央開催は中止 → 新潟県としても今年度は中止 

2． 「地域ニューリーダー実践講習会」の開催 

令和 2 年度は中止 

3． 「ベッドサイド実践講習会」 

中止（令和元年 12 月 26 日発簡の元日臨技第 432 号より） 

4． 「初級、職能開発講習会」開催依頼 

卒後 3～10年の会員を対象に医療人、職能人としてのスキルアップを目的に開催 

年内開催は中止とし、令和 3 年 1～2 月の土日開催 

5． 総会事前議決権行使における回収委託 

講師議決権行使に対して 1 名あたり下記の金額を都道府県技師会に支払う 

 66.7％以上：70 円  50～66.7％未満：50円  50％未満：0 円 

  支部学会担当都道府県技師会（支部学会関連の開催依頼） 

① 学生フォーラム 

② 中高生進路支援ガイダンス 

支部学会開催中止に伴い開催いたしません 

 ・令和 2年度の永年職務精励者の誤抽出について（お詫び） 

  令和元年 10 月 30日発簡の元日臨技発第 346 号にて案内した、候補者と実際の令和 2 年度永年職務精励者 

表彰者名簿に相違があった。本来なら来年度表彰されるべき会員を追加してしまった 

事務局による抽出ミスにより貴会ならびに会員の皆様に大変なご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び 

申し上げます 

 ・令和 2年度定時総会議決権行使における回収手数料の送金について（通知） 

  新潟県の受領率：60.28％ （812 件×50 円＝40,600 円） 

 ・日臨技令和 2 年度・3 年度役員の就任あいさつ 

  定時総会において各都道県 1名の理事を含む会長、副会長、専務理事、執行理事、理事および監事 58 名が 

選任され就任いたした挨拶文書が送付された 

 ・青森県臨床検査技師会より任期満了に伴う役員改定の挨拶文が送付された 

＜新潟県＞ 

 ・令和 2年度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰候補者の推薦について（依頼） 

  該当者なし 

 ・結核研究奨励賞候補者の推薦について（依頼） 

  該当者なし 

 ・第 37 回がん征圧新潟県大会の後援について（依頼） 

  例年同様、後援承諾で返信 

 ・令和 2年度公益財団法人新潟県健康づくり財団がん征圧維持会員会費納入について（依頼） 

  例年同様、1 万円納付済み 

 ・令和 2年度健康寿命延伸フォーラムの開催中止について 

 ・令和 2年度「手足の不自由なこどもを育てる運動」について（依頼） 

  寄付金納入の依頼が初めてであることと現在の後援団体に医療系関連団体が少ないことなどから今回は見送る

こととした 

 広報部 

〈ホームページ〉随時更新 

〈会誌〉会誌 10 月号は発行に向けて準備中 

〈ニュース〉理事会終了後、発行予定 

学術部 

〈検査研究〉検査研究部門会議を Zoomを用いたオンライン開催（8 月 29 日） 

〈精度管理〉8 月 4 日に医師会・県担当者と会議。10月 25日梱包作業、10月 26 日に各施設試料着の予定 

ホームページに資料を掲載 

各支部 

  上越：役員会メール審議、研修会はオンライン研修会もしくは資料配布を検討 

中越：役員会メール審議（8 月）、次回からは Zoomを用いたオンライン会議・研修会を開催予定 

下越：役員会は Zoomを用いた会議を検討中 

 佐渡：Zoomを用いたオンライン会議等の予定はなし。必要に応じてメール審議 

  新潟：役員会メール審議、次回 9 月 23 日からは Zoomを用いたオンライン会議を予定 

今後オンライン研修会を検討中 

協議事項 

1）メール文書発送について 

 メール配信での文書発送の移行に伴う施設メールアドレス登録のお願いについて再送する 

 9 月 3 日現在 登録施設：111 施設 自宅会員登録数：16名 

 9 月 20 日を目途にリストを作成し未登録施設へは各支部役員より登録願いの連絡を行う予定 

2）新型コロナウイルス都道府県衛生主幹部局等との連携調査及び検体採取実施研修・PCR 実施研修について 

・新潟県との日程・内容の調整中 

・今後の研修会開催日時や参加人数、スタッフなどについて内容を詰めて開催に向けて準備を進めていきたい 

・検体採取の実習についての講習は新臨技事務局や市内の施設を借りて実施可能か確認 



＊重要＊ 

メール配信で文書発送の移行に伴う施設メールアドレス登録のお願い 

 

・メール文書配信開始日：2020 年 10 月分～ 

 ＊2020年 10 月発送分よりは施設への紙面の文書発送は行わない予定。 

 

＊詳細は、別紙の発送文書ならびに新臨技ホームページをご確認くださいますようお願い申し上げます。 

 

・人体では検体採取の実習は厳しい。人体模型を用いての実習が望ましいため日臨技をはじめレンタル可能な 

施設を確認する 

・検体採取の講師について耳鼻咽喉科の先生など講師を引き受けていただける先生を確認する 

・ニュースリリースを作成し報道機関へ送付予定 

3） Zoom 契約（Web 研修・会議）について 

・現在、ホストとして事務局メールアドレスを登録済み 

Zoom 会議開始前にホストより先に参加者がログインすると、「○○さんが待機中です」などの連絡メールが届く 

ため、事務局業務の混乱を回避するため、今後は別アドレスで契約する予定 

契約料が発生するため、日臨技の動向を注視しつつ、登録アドレスの追加契約を検討したい 

4）学術部門会議報告 

・救急検査部門立上げについて 

通常総会の意見より、救急検査部門の立上げについて提案があり、臨床検査総合部門との合同もしくは 

臨床検査総合部門内に分野を設立して運営予定 

今年度について、年度途中のため、臨床検査総合部門内の分野扱いでの研修会を企画してもらう 

次年度以降、臨床検査総合部門に分野を設置する予定で検討 

5）その他 

・医学検査学会について 

無事に現地開催終了。10 月から Webでの配信が行われるので各施設に周知しより多くの会員に 

参加してもらいたい 

・臨床検査技師への業務の移管や共同化に係る意向調査の報告数 

今回は Google フォーム、並びに Excel フォームでの回答数の合計となります 

臨床検査技師版 ：3,207 件（Google3,016 件、Excel191 件） 

新臨技からの報告数：医師 57 件  看護師 72 件  合計 129 件 

・新潟県臨床検査技師会規程・内規等の変更について 

新潟県臨床検査技師会旅費規程と旅費内規規定、公益事業規定、検査研究部門内規の日当変更について 

理事会承認がされた 

変更前：【公益事業支給基準】 

行動費として 2 時間までを 1 単位とし 1000円支給する。但し、1 日 2単位を限度とする 

【旅費支給基準および検査研究部門内規】 

行動費として 4 時間までを 1 単位とし 1000円支給する。但し、1 日 2単位を限度とする 

変更後：一律「1 回の出務で 3000円支給する」 

・会員・施設変更リスト・・・各支部担当者は確認する 
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一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 新潟ウェルネス 臨床検査部 

〒950-1187 新潟市西区北場 1185-3 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  検体検査業務 

【勤務時間】  8 時 30 分～17 時 00 分（5～10 月の間、午前 8 時 00 分始業） 

【休日】    日曜、祝日、その他当会業務カレンダーによる 

【待遇】   

月額 大卒 222,120 円  短大 3 卒 214,250 円 ＊職務手当含む 

交通費（当会規程により支給） 

その他手当等（役職手当、家族手当 等） 

【応募期限】 随時 

【必要書類】  履歴書、エントリーシート、学業成績証明書等  ＊詳細はホームページ 

【選考方法】  面接 

【担当】  
総務部 鈴木修 

 TEL: 025-267-1200   FAX: 025-267-1207 

 

日臨技会員情報の施設登録について 

今一度、確認をお願い致します。 

・新入会時に施設番号が不明で自施設の登録をし忘れている方 

・施設に勤務されている会員で自施設の登録をし忘れている方 

 

日臨技ホームページの会員専用ページより編集が可能です。会員情報の勤務先に施設番号を入力

するだけで施設名等が表示されます。＊不明な場合は、検索ボタンより検索してください。 

自施設登録が未記入の場合、自宅会員として登録されます。 

大変恐れ入りますが、県のみ会員（日臨技未加入）以外で、施設に勤務されている会員の方は施設

登録をお願い致します。 

医療法人社団 白美会 新潟西蒲メディカルセンター病院 

〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲 4368 番地 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  病院内における検体検査及び生理機能検査 

【勤務時間】  8 時 30 分～17 時 30 分 

【休日】    土・日・祝日・年末年始休暇（12/31～1/3）・夏季休暇 4 日 

【待遇】   
月額 157,000 円～226,300 円 

その他手当等（待機手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当、通勤手当） 

【応募期限】 令和 3 年 3 月 31 日 

【必要書類】  履歴書 

【選考方法】  面接 

【担当】  
事務長 小野渉 

 TEL: 0256-72-3111   FAX: 0256-72-0505 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟大学医歯学総合病院   

〒951-8520 新潟市中央区旭町通 1 番町 754 番地 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  
臨床検査技師（臨床検査業務全般（特に輸血業務）、細胞調整および保存、 

およびそれの検査業務、採血、日当直勤務 など） 

【勤務時間】  8 時 25 分～17 時 10 分（シフト勤務あり） 

【休日】    週休二日制 

【待遇】   

月額 195,494 円～  ※経験による加算あり 

 交通費 上限 55,000 円  

 その他（住居手当 ※上限 28,000 円、扶養手当、年 2 回賞与 ※4.5 ヶ月分） 

【応募期限】 令和 2 年 10 月 26 日（月） 

【必要書類】  

履歴書 

その他（卒業（見込）証明書原本または卒業証明書の写し・成績証明書（免許取得時（卒業見込

者は現時点）のもの・臨床検査技師免許証の写し（取得者のみ＊採用日までに免許取得予定の方

は取得後提出）・業務実績と研究業績の一覧・小論文「あなたは大学病院に就職して何をします

か」800 字以内） 

※応募の際は封筒に「臨床検査技師（輸血細胞）応募書類在中」と朱書き願います。       

【選考方法】  面接、書類選考、他 

【担当】  
総務課人事係 熊倉徹八  

  TEL: 025-227-0882  FAX: 025-227-0719  

 

下越病院   

〒956-0814 新潟市秋葉区東金沢 1459-1 

【募集内容】  
正規職員（35 歳まで） 

臨床検査技師、細胞検査士資格（2020 年取得見込み可） 

【業務内容】  病理検査業務他、検査業務全般 （当直、拘束、休日出勤あり） 

【勤務時間】  
8 時 30 分～17 時 15 分（月～金）、8時 30 分～12時 30 分（土曜日） 

8 時 30 分～翌 9 時 00 分（当直） 

【休日】    指定休日制 

【待遇】   

月額 197,200～235,200 円   

昇給（4,000～6,000 円）  賞与（年 2 回 計 2.7 カ月） 

年休（入職 6 カ月経過後 10 日） 

雇用、労災、健康、厚生、財形加入保険あり 

退職金制度あり（勤続 1 年以上） 

交通費（片道 2ｋｍ以上、駐車場代金 1 ヶ月 1,500 円） 

その他手当等（危険手当 4,000 円、当直 6,000 円、拘束手当 2,300 円） 

【応募期限】 急募、随時 

【必要書類】  履歴書 

【選考方法】  面接（面接日は連絡します） 

【担当】  

検査課  髙橋 真帆 

 TEL: 0250-24-4711(PHS4135) 

 FAX: 0250-21-1032(検査課直通） 

  南魚沼市民病院  

〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町 2643 番地 1 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  臨床検査技師（採血、臨床検査業務全般） 主として生理学検査 

【勤務時間】  8 時 30 分～17 時 15 分 

【休日】    週休二日制 祝日 年末年始 

【待遇】   

月額 4 年生大学卒 194,700 円  調整手当 11,682 円 

   3 年生の場合 184,700 円  調整手当 11,082 円  

交通費（車通勤 上限 24,000 円  電車 上限 55,000 円） 

その他手当等（扶養、住宅、時間外勤務手当） 

【応募期限】 令和 2 年 10 月 12 日  試験日：令和 2 年 10 月 20 日（火曜日） 

【必要書類】  採用試験受験申込書、履歴書を当院ホームページよりダウンロード 

【選考方法】  面接、専門試験（有資格者は免除）、作文 

【担当】  

庶務課庶務課係 

 TEL: 025-788-1222（代表） 

 FAX: 025-788-1231 

 


