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11 月 14 日 第 5 回理事会（Web 開催） 

11 月 15 日 鼻咽頭拭い液の採取に関する研修会開催 

12 月 01 日 日臨技ピペット編集会議（Web 開催）へ桑原副会長出席 

12 月 02 日 日臨技北日本支部幹事会（Web 開催）へ桑原副会長出席 

12 月 03 日 日臨技事前レク（Web 開催）へ桑原副会長出席 

12 月 04 日 日臨技理事会（Web 開催）へ桑原副会長出席 

12 月 11 日 新潟薬科大学下條学長と渡邊会長面談 

12 月 12 日 12 月常任理事会（Web 開催） 

連絡事項 

総務部 

＜日臨技・北日本支部＞ 

 ・令和 2年度精度保証施設認証申請について（依頼） 

  現在 851 施設が認証を取得。今回、医療法が改正されたことに伴い新たな基準での施設認証制度を立ち上げるよ

う準備を進めてきたが、新型コロナウイルスの影響もあり新制度による認証開始を令和 4 年 4 月からとする。令

和 3 年 4 月からの認証対象施設の審査は旧制度で実施する。認証可能施設は所得申請をお願いしたい。 

・タスク・シフティング等医療勤務環境改善推進事業の協力依頼について 

  厚生労働省補助事業「タスク・シフティング等医療勤務環境改善推進事業の間接補助事業」に応募した結果、採

択された。臨床検査技師に対するタスク・シフティング業務啓発事業として、都道府県研修会として展開するこ

とを計画している。 

＜新潟県＞ 

 ・令和 3年秋の叙勲・褒章候補者の推薦および叙勲・褒章の潜在候補者調査について（依頼） 

  新潟県福祉保健部より件名の候補者の依頼があった。  該当者なし 

 ・「小島三郎記念技術賞」及び「福見秀雄賞」の推薦について（依頼） 

  新潟県福祉保健部より件名の候補者の依頼があった。  1 名推薦予定 

 ・就任あいさつについて 

  下条文武先生より新潟薬科大学学長就任の挨拶があった。 

 ・独占禁止法違反容疑による起訴について 

  東邦薬品株式会社より、件名についてのお詫びならびに再発防止に向けてのコンプライアンス強化の取り組みに

ついて文書が届いた。 

 広報部 

〈ホームページ〉随時更新 

〈会誌〉1 月号作成中 

〈ニュース〉理事会終了後、発行予定 



学術部 

〈検査研究〉2 研修会開催予定 

〈精度管理〉値付け会議後に評価を行う予定。3/5Web 報告会予定。サテライト会場は検討中 

各支部 

  上越：Zoom会議（11/19）、次回 Zoom会議（12/19）、Zoom研修会(12/12)、役員選考会議（1/21）、支部総会(2/21) 

中越：Zoom会議（11/28）、次回 Zoom会議（12/26）、Zoom 研修会（12/19）、支部総会（3/13） 

下越：支部総会（3/13） 

 佐渡：次期役員選考会（12/21） 

 新潟：Zoom会議（11/18）、次回 Zoom会議（12/16）、支部総会（2/20）、次期役員選考会日程調整中 

協議事項 

1）メール文書発送について 

  10 月分のメール配信でのメール開封率は 99%となった。 

  11 月分については、まだ未開封施設がいるため今後も啓発が必要である。 

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 

・検体採取実技研修会について 

2020年 11月 15 日の研修会終了後に日臨技へも報告済み。今後の会報に掲載予定 

・PCR 実技研修会について 

①2020年 12月 13 日（日）に新潟県立がんセンター新潟病院（予防センター）にて開催 

  内容：PPE、RNA 抽出～リアルタイム PCR 法（RT-PCR 法）の講義 ＋ 実技研修 

②参加証明書について 

  新潟県福祉保健部部長名ではなく新臨技会長名での発行となる可能性がある。 

③新潟県福祉保健部からの依頼について 

  1 月も検体採取研修会と PCR 研修会を開催してほしいとの依頼があった。1 月後半で日程調整したい。 

３) Zoom 契約（Web 研修・会議）について 

①2021年 2月と 3 月は 2 ライセンスでの契約を行う予定 

  理由：支部研修会・総会日程および検査研究部門研修会での日程重複があるため 1 ライセンスでは開催できない

ため。次回の理事会にてウェビナー契約についても審議したい。 

 ②Zoom 研修会時の注意点（研修会終了後の意見） 

ビデオ・マイクの OFFについて周知徹底が必要。参加者の氏名の変更・確認について周知徹底が必要。 

4）その他 

・メーカー後援依頼  

 「第 43 回シスメックス学術セミナー」の後援依頼が届き、承認された。  

・メール文書発送システムの支部での利用について 

 10 月から開始したメール文書発送を支部での運用に活用できないかとの相談があった。 

 今回は、県からの文書発送について承諾を頂いた施設および個人メールに配信しているため、アドレスの支部分け

は可能ではあるが、支部総会もしくは各支部施設にて相談・承認の上での活用が良いのではないか。引き続きの検

討事項とする。 

・令和 2 年 12 月日臨技理事会・支部幹事会報告（桑原副会長より） 

 ①精度保証について 

  改正法に伴った新たな基準としては、日臨技精度管理調査の 1項目毎に承認する方向にしたい。 

  国内施設が全施設、精度保証認証を受ければ本事業の評価も上がり、診療報酬に反映できるようになるのではな

いか。 



 ②支部研修会について 

令和 3 年度支部学会の担当県は岩手県 

開催日時：令和 3 年度（2021 年度）1 月 22 日・23 日 現地開催・WEB開催は未定 

今後の担当県の順番 

岩手県→北海道→福島県→宮城県→新潟県（令和 7 年度（2025 年））→秋田県→青森県→山形県 

 ③新潟県技師長ネットワーク立上げについて 

  理由：現在、技師長とのコミュニケーションをとる機会がなく、臨床検査技師を取り巻く課題、問題点を 

共有する場が設けられてない。 

  目的：臨床検査技師にかかわる法律や制度に対しての周知、情報共有を行う。 

  効果：トップダウンでの情報共有、対応が可能となる。 

  実行計画またはスケジュール 

     医師の働き方改革のためのワークシェアリング等、近々に対応を迫られる案件の説明会を開催する。 

令和 3 年 4月もしくは 5 月 

・会員・施設変更リスト 

 各支部担当者は確認を行う 

 

 

＜求人情報＞ 詳細は各施設のホームページなどでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟大学医歯学総合病院   

〒951-8520 新潟県新潟市中央区旭町通 1番町 754番地 

【募集内容】  契約職員 臨時職員 

【業務内容】  臨床検査技師（採血、臨床検査業務全般、日当直勤務） 臨床検査技師（採血、臨床検査業務全般） 

【勤務時間】  
8 時 25 分～17 時 10 分（シフト勤務あり） 8 時 25 分～17 時 10 分（シフト勤務あり） 

令和 3年 3 月 9 日以降～令和 4 年 5月 18日（予定） 

【休日】    週休二日制 

【待遇】   

日額 9,022 円～  ※経験による加算あり 月額 195,494 円～ ※経験年数等による加算あり 

 交通費 上限 55,000 円  

住居手当 、年 2 回賞与  住居手当 、扶養手当、年 2 回賞与 

【必要書類】  

履歴書、成績証明書、臨床検査技師免許証の写し、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） 

・卒業（見込）証明書、 

※応募の際は封筒に「臨床検査技師（契約職

員）応募書類在中」と朱書き願います。       

・卒業証明書、 

※応募の際は封筒に「臨床検査技師（臨時的採

用・3 月 9 日以降採用）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 伊藤潤平    TEL: 025-227-2410  FAX: 025-227-0719 

 



◇メールでの文書配信について◇ 

メール文書配信を 2020 年 11 月下旬に実施済みです。 

また、今回の 12 月分につきましても 12 月中旬頃に配信致しました。 

 

＜お願い＞ 

各施設においてメールを開封された方は、是非とも施設連絡責任者および会員の 

皆様へ情報共有をお願い致します。 

 

  

 

令和３年度会費について 

◆日臨技会員（継続） 詳細は日臨技ホームページをご覧ください。 

令和 3 年２月末（予定）に、年会費 16,500 円（日臨技 10,000 円、新臨技 6,500 円）が日臨技登録

口座より振替えられます。早めに入金をお願いします。 

口座振替未登録の方は日臨技より振込票が送付されますので、振込をお願いします。 

（年会費に振込票発送手数料が加算） 

◆令和２年度中（令和３年３月３１日まで）に退会される日臨技会員 

令和３年１月３１日までに退会（予約）手続きをされないと、２月末に会費が口座振替されます。 

退会予定日は設定できますので、早めに退会で続きをお願いします。 

  ▼日臨技会員専用サイトで日臨技・新臨技同時退会で続きをされた場合、 

   改めて新臨技の退会で続きの必要はありません。  

  ▼書面で日臨技に退会手続きをされた場合 

   新臨技の退会用紙を送付しますので、事務局までご連絡をお願いします。 

◆新臨技のみ会員 

令和 3 年１月以降、研修会等案内に払込票を同封します。郵便局より年会費 6,500 円の 

振込みをお願いします。手数料はご負担願います。 


