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事務局行動報告 

 12月 12日 12月常任理事会（Web開催） 

 12月 15日 ピンクリボンホリデー2020実行委員会へ五十嵐理事出席（Web開催） 

 01月 16日 第 6回理事会 

連絡事項 

総務部 

＜日臨技・北日本支部＞ 

・令和 3年度都道府県技師会との関連事業（予定）について（案） 

  都道府県技師会の主催事業 

（生涯教育推進研修会助成、都道府県技師会主催「リーダー育成講習会」） 

  日臨技・都道府県技師会の共同事業 

（全国「検査と健康展」開催経費、「地域ニューリーダー育成講習会」の開催、「初級・職能開発講習会」の開催依

頼、総会委任状回収委託） 

支部学会担当都道府県技師会（支部学会関連の開催依頼） 

 ・押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関連省令の一部を改正する省令の施行等について（通知） 

 ・タスク・シフティング等の医療勤務環境改善推進事業の協力依頼について 

 ・令和 2年度「日臨技推進事業研修会」の送金について 

  2020年 11月 28日開催の微生物部門研修会の助成金が送金された。 

 ・第 70回日本医学検査学会一般演題座長推薦について（お願い） 

  今回の学会に関しては、九州地区、中国地区、四国地区、近畿地区の各府県の皆様より座長をお願いしたい。 

＜新潟県＞ 

 ・新潟県民医療推進協議会 令和 2年度健康寿命延伸フォーラム（案） 

 広報部 

〈ホームページ〉随時更新 

〈会誌〉会誌 1月号が 1月下旬に発送予定 

〈ニュース〉理事会終了後、発行予定 

学術部 

〈検査研究〉検査研究部門研修会ならびに支部研修会・総会が開催予定 

〈精度管理〉黄色本の校正中。精度管理協議会開催。3月 5日報告会（予定） 

各支部 

  上越：役員会（12/17）。次回 1/21に選考委員会・役員会開催予定。支部総会（2/27） 

中越：12/26メール審議（降雪のため）。次回 1/30に役員会開催予定。支部総会（3/13） 

下越：次回 1/22に役員会開催予定。支部総会（3/13） 

 佐渡：支部総会（3/6） 



  新潟：役員会（12/16）、次回 1/20に役員会開催予定。役員選出委員会（1/8、1/22）。支部総会（2/20） 

協議事項 

1）メール文書発送について 

  過去 3回配信済みのメール開封状況：95%以上 

  今後の課題として、自宅会員および施設代表者の退会について。 

  自宅会員退会者に関しては退会時にメール配信を停止予定で検討。 

施設代表者退会者に関しては、事前にインフォメーションが必要。 

  

２）新型コロナウイルス検体採取実施研修・PCR実施研修について 

〇検体採取研修会について（主催：新潟県、新潟県臨床検査技師会） 

新潟県福祉保健部医務薬事課より各施設に研修会開催の通知があり実地研修参加者を募集中 

〇PCR実技研修会について 

新潟県福祉保健部医務薬事課より各施設に研修会開催の通知があり実地研修参加者を募集中 

開催予定日時：令和 3年 1月 31日（日）、2月 7日（日） 

応募者数多数の場合は、アンケート回答結果より選出の可能性あり。 

他県での PCRセンターにおける臨床検査技師の派遣状況については、沖縄県・愛知県は施設会員が PCRセンター 

への派遣実績あり。 

 

３) Zoomウェビナー契約について 

 Zoomミーティングと Zoomウェビナーとの違いやウェビナー契約の特徴の説明があった。 

 今後、研修会や学会開催時の質疑応答方法など検討が必要。 

 ウェビナー契約（5,400円/月）をしてみて研修会で使用方法など確認してみる。 

 

４）総会および臨床検査セミナーについて 

 過去 11回分のセミナー一覧が提示され、セミナー開催の有無等の意見が交わされた。 

 Zoom等のオンラインでの通常総会の開催方法等については、総会時の表彰・篠川至賞に関しては見送ることとし、

通常総会のみの開催で準備を進める予定。 

 開催に日時は 2021年 5月下旬で日程調整する。 

 三役は議案書を作成し、次回理事会で報告予定。 

 

５）第 94回新潟県臨床検査学会について 

 開催日時：2021年 12月 4日（土） 

 会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター ３階 

 実行委員長：田村中越支部長 

 今後、朱鷺メッセの会場借用条件などと相談し学会開催に向けて企画を進めていく 

 

６）その他 

①新潟はっぴー乳ライフ実行委員会 合同報告会 

 動画（YouTube）での再生回数 1300回以上であった。良かった点と改善点から、次回開催に繋げていきたい。 

 次回開催候補地：加茂市 

②令和 2年度 新潟県精度管理調査 施設別報告書について（お知らせ） 

 施設別方法ダウンロード開始可能日：令和 3年 2月 1日～ 



③支部会費の入金確認について 

 各支部会計・会費収入金額を送金済み 

④検査研究部門会計について 

 原則、検査研究部門で賄う事が基本だが、実技指導を伴う研修会での必要な試薬や使用機材が高額となる際、 

研修会開催３カ月前に申請し理事会で承認された場合は、新臨技が負担することが可能とする内容が理事会にて

承認された。 

⑤新潟県臨床検査技師会 運営管理者名簿作成について 

 県内の管理者（技師長、課長など）とのコミュニケーションをとる機会を設ける目的として準備を進めていく。 

桑原副会長を含め担当理事 5名が承認された。 

⑥4月 9日「子宮頸がんを予防する日」集中キャンペーン寄付のお願い 

 件名について、ＮＰＯ法人子宮頸がんを考える市民の会より寄付金募集（1 口 30,000円から）があり、前年度同

様に対応しない事で承認された。 

⑦タスク・シフティング等の医療勤務環境改善推進事業の協力依頼について 

 上記事業の啓発事業として第 1～4 講までを日臨技 HP から受講し、第 5 講「勤務環境を改善し臨床検査技師への

タスク・シフティング推進について」を各都道府県で議論する。 

  初の試みであるため、理事各位が 1~4 講を事前受講し第 5 講については次回の 2 月理事会終了後に理事内で 

グループワークを実施することとした。 

⑧会員・施設変更リスト 

  各支部担当者は確認を行う 

⑨研修会情報（Zoomを用いたオンライン研修会） 

2021年 2月 27日（土） 第 116回一般社団法人新潟県臨床検査技師会上越支部春季研修会及び支部通常総会 

 2021年 3月 6日（土） 令和 2年度輸血細胞治療部門研修会 

  2021年 3月 13日（土）令和 3年度中越支部講演会・中越支部通常総会 

 

＜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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院  

〒949-7302 新潟県南魚沼市浦佐 4132 番地 

【募集内容】  臨時職員（令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月） 

【業務内容】  臨床検査技師（検体検査、生理検査、病理検査等の臨床検査業務に従事します。） 

【勤務時間】  8 時 30 分〜17 時 15 分 

【休日】    日曜日及び土曜日、国民の祝日、年末年始(12/29〜1/3) 

【待遇】   

月額：213,500 円〜249,700 円※新卒(大卒)〜経験 5 年で記載   

交通費：通勤距離、通勤方法等に応じて通勤手当を支給。(上限 55,000 円/月) 

その他手当等：住居手当、扶養手当、時間外勤務手当、賞与年 2 回(年 4.4 月分※令和 2 年度実績) 

【必要書類】 

履歴書 

◯経験者：自己紹介カード、小論文、卒業証書の写し、臨床検査技師免許証の写し 

◯新卒者：自己紹介カード、小論文、卒業見込証明書、成績証明書 

【選考方法】  面接  その他：適性検査あり 

【担当】  事務部総務課人事給与係(吉田、坂下)  TEL:025-777-3200  FAX:025-777-2811 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人 上越市地域医療機構 上越地域医療センター病院  

〒943-8531 新潟県上越市南高田町 6 番 9 号 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  生理検査、検体検査 

【勤務時間】  8 時 30 分〜17 時 15 分(当番制で呼出待機あり) 

【休日】     土、日、祝日、年末年始(12/29〜1/3) 

【待遇】   

月額：177,400 円〜227,100 円 

交通費：最大 22,400 円※距離区分により支給 

その他手当等：超過勤務手当、待機手当、待機呼出手当、扶養手当、住居手当 (上限 28,000 円) 

【必要書類】 

履歴書 

その他：卒業見込証明書(在学中の方)、成績証明書(在学中の方)、臨床検査技師免許証写(有資

格者)、職務(分野)、経歴書(有資格者) 

【選考方法】  
面接  その他：小論文 

採用試験日：令和 3 年 2 月 20 日(土)9:00〜 

【担当】  事務部 総務係 （柴野）  TEL:025-523-2131   FAX:025-522-3377 

 

新潟リハビリテーション病院  

〒950-3304 新潟県新潟市北区木崎 761 番地 

【募集内容】  パート職員 

【業務内容】  
新潟市北区にある、新潟リハビリテーション病院にて、病院・健診センターの検体検査業務をし

ていただきます。病院勤務経験あれば尚可。 

【勤務時間】  8 時 45 分〜15 時 45 分 

【休日】     土、日、祝日 

【待遇】   
時給：1,000 円 

交通費：上限 28,000 円まで支給 

【必要書類】 
履歴書 

その他：職務経歴書、資格証の写し 

【選考方法】  面接  

【担当】  人事部（本間） TEL:025-384-1733 FAX:025-384-5311 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団 小柳真柄医院 KOYANAGI 真柄 CLINIC  

〒950-1407 新潟県新潟市南区鷲ノ木新田 5724-1 

【募集内容】  パート職員 

【業務内容】  
臨床検査技師（臨床検査技師業務全般および医療行為補助） 

採血、尿、心電図、肺機能、エコー(腹)、視力、聴力、その他物品管理、在庫管理、院内清掃等 

【勤務期間】  通年 ＊医院の状況や本人の勤務状況により勤務更新の可能性あり 

【勤務時間】  

変動労働時間制（1 ヶ月単位） 

（1）8 時 30 分〜19 時 00分（休憩時間：13 時 00 分〜15 時 30 分） 

（2）8 時 30 分〜13 時 00分（木・土曜日/休憩なし） 

時間外労働有：月平均 4 時間 

36 協定における特別条項有/特別な事情・期間等 

【休日】    
年間 75 日、6 ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10 日、育児休業有 

日、祝日、その他/木、土曜日の午後/年末年始、お盆 

【待遇】   

基本給：基本給 156,000 円〜164,667 円  （時給 900 円〜950 円） 

    清掃手当を含んだ支給月額  166,000 円〜174,667 円 

その他手当等： 

※交通費：実費支給（上限 10,000 円） 

※清掃手当：月額 10,000 円 

※制服・作業服有 

※昇給・賞与は本人の能力や勤務状況によります。 

※加入保険（雇用 労災 健康 厚生） 

※定年制有（一律 60 歳）、再雇用制度有（上限 65歳迄） 

※試用期間 1 年間、2 年目より正社員登用の可能性あり 

【必要書類】 

履歴書（写真貼付） 

※応募希望の方は、事前連絡の上、履歴書を郵送して下さい。 

 （事前連絡要）郵送先：〒950-1407 新潟県新潟市南区鷲ノ木新田 5724-1 

※書類到着後、1 週間以内に面接日時等の連絡を致します。他：卒業見込証明書(在学中の方)、

成績証明書(在学中の方)、臨床検査技師免許証写(有資格者)、職務(分野)、経歴書(有資格者) 

【選考方法】  
面接（予定 1 回） 

面接後、7 日以内に選考結果通知（郵送・電話） 

【担当】  小柳久美子（副院長）  TEL:025-377-2011  FAX:025-201-6220 

 



◇メールでの文書配信について◇ 

メール文書配信を 2020 年 12 月下旬に実施済みです。 

また、今回の 1 月分につきましても 1 月下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。 

・新年度よりメール配信連絡責任者が変更となるご施設は『新臨技ホームページの 

文書配信システム』より変更手続きをお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 月 1 日（月）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。 


