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新臨技ニュース 
http://www.sinringi.or.jp/           〒950-0965 
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TEL.FAX 025-283-3470 
事務局行動報告 

01月 16日 第 6回理事会 

 01月 19日 第 12回新潟県救急搬送・受入協議会（新潟県庁）へ古谷技師出席 

 01月 21日 第２回新潟県臨床検査精度管理協議会へ坂西副会長・草間理事出席 

01月 22日 日臨技理事会事前レク（Web）桑原副会長出席 

 01月 23日 日臨技理事会（Web）桑原副会長出席 

 01月 28日 小島三郎賞推薦 畔上副会長推薦書送付 

 01月 31日 新型コロナウイルスの検査に関する PCR実技研修会 

 02月 07日 新型コロナウイルスの検査に関する PCR実技研修会 

 02月 12日 令和 2年度第 1回日臨技北日本支部内連絡会議 

 02月 13日 第 7回理事会 

連絡事項 

総務部 

＜日臨技・北日本支部＞ 

 ・令和 3年度 各賞受賞者決定について（報告） 

  永年職務精励者表彰 876名（令和 3年 1月 8日現在） 

  日臨技有功賞（会長賞、特別賞、功労賞）該当なし 

  地域貢献賞 各支部学会担当県より 1名ずつ選出 

  日臨技学術奨励賞 

   優秀論文賞（最優秀論文賞 1名、優秀論文賞 2名） 

   優秀演題賞（最優秀演題賞 1名、優秀演題賞 6名） 

   特別奨励賞 6名 

 ・令和 2年度「日臨技推進事業研修会」の送金について（通知） 

  心エコー研修会の助成金が入金された。 

 ・第 70回日本医学検査学会 一般演題座長推薦について 

昨今の感染拡大状況から、Web開催（オンデマンド開催）となる事が報告された。 

現地開催の際は、九州地区、中国地区、四国地区、近畿地区を中心に座長推薦を依頼する予定であったが、 

オンデマンド開催となったため全国より一般演題の座長推薦を行うこととなった。 

山本絢子技師（微生物分野）、松田将門技師（血液分野）、宮崎智美技師（生理分野）を推薦 

＜新潟県＞ 

 ・第 73回保健文化賞候補者の推薦について（依頼） 

  保健衛生及び関連する福祉等の分野で優れた業績のあった団体及び個人を表彰し、保健衛生の向上を図るもの。

該当者なしで報告 

 



 広報部 

〈ホームページ〉随時更新 

〈ニュース〉理事会終了後、発行予定 

学術部 

〈生涯教育〉日臨技推進事業研修会の助成金が入金された。 

〈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 

      検査研究部門役員改選時期のため部門長に部門員選出の依頼をした。 

〈精度管理〉3月 5日報告会（ハイブリッド開催）。施設認証の申請にも必要のため参加者把握を行う。 

各支部 

  上越：役員選考委員会・役員会開催（1/21）。次回 2/18に役員会開催予定。支部総会（2/27） 

     生理検査部門研修会（3/2） 

中越：役員会（1/30）。次回 2/27に役員会開催予定。役員選考委員会（2/5）支部総会（3/13） 

下越：役員会（1/22）役員公募期間（1/4～1/29）。役員選考委員会・書面決議（2/1）。支部総会（3/13） 

 佐渡：支部総会（3/6） 

  新潟：役員会（1/20）、役員選出委員会（2/1）。支部総会（2/20） 

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における施設連絡責任者変更に伴うメールアドレスについて」の文書を単独配信する。 

年度末にあたり、変更がある施設は新臨技ホームページより変更手続きを行ってもらう。 

尚、メール文書配信システムの連絡責任者と施設連絡責任者は施設によっては必ずしも同じとは限らないため、 

施設連絡責任者の変更があった際は、必ず新臨技事務局まで連絡をお願いする文書を追記する。 

各支部でのメールアドレス使用許可および配信時の注意事項については更なる検討と周知が必要。 

文書配信システムのメールアドレスを災害支援システムでも活用可能かの検討が必要。 

  

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 

2021年 2月 28日（日）新潟医療技術専門学校にて開催 

〇PCR実技研修会について 

2020年 12月 7日 4名受講 

2021年 1月 31日 6名受講 

2021年 2月 7日 6名受講 

2021年 2月 23日 6名受講（予定） 

2021年 3月 7日 6名受講（予定） 

 

３) Zoomウェビナー契約について 

 ウェビナー契約（5,400円/月：上限 100名、18,800円/月：上限 500名）の導入が承認された。 

  現在、Web研修会開催が主のため、全国の会員が日臨技ホームページからの事前申込が可能な状況である。新臨技

の 3月に開催される輸血細胞治療部門ならびに病理部門研修会においても全国から多くの参加申込がある。よって、

Zoomのウェビナー契約を行わないと研修会開催が円滑に行われない可能性があることからウェビナー契約を行うこ

とが承認された。 

オンラインで研修会を受講できるメリットがある一方で各都道府県の負担があることについて、日臨技に相談 

済みであるが、現時点では各県で対応をお願いしたいとの返答があった。 



 

４）総会および臨床検査セミナーについて 

 令和 3年度通常総会議案書の一部が提示された。 

引き続き 3役並びに関係各位は議案書の作成を行う。 

 予算書作成について 

研修会開催（Web）参加費については原則無料とするが、実地開催は参加費徴収を行う。 

  会員名簿作成については予定しているが、継続審議が必要である。 

 

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 

 オンデマンド開催もしくはハイブリッド開催かについては継続審議。 

 第 70回日本医学検査学会がオンデマンド開催にあたり日臨技でプログラム等作成中との事なので、オンデマンド

のシステムについても日臨技と連絡をとり検討していきたい。 

 

６）篠川至賞について 

  各支部長・各検査研究部門長に篠川至賞の推薦者を依頼 

  理事会で候補者を提示後、各支部長ならびに部門長が候補者推薦書を作成し、表彰選考委員会を開催予定 

 

その他 

①新潟県臨床検査技師会検査研究部門内規（案）について 

 9部門 3分野 → 9部門 6分野 

 臨床検査総合部門に管理運営分野、救急検査分野、公衆衛生・生殖医療分野を設ける。 

 部門員の選任・退任については、理事会の承認を得る。 

 講師謝礼についての復興特別所得税が加算され、合計で 10.21%の源泉徴収税となる 

 （平成 25年 1月 1日～令和 19年 12月 31日までの期間） 

 上記について検査研究部門内規の変更案が提示され承認された。 

②令和二年度 新潟県臨床検査技師会生物化学分析部門・日本臨床化学甲信越支部新潟分科会第 52回研修会・ 

生物試料分析科学甲信越支部新潟分科会第 18回研修会合同研修会（web開催）のご案内 

令和 3年 3月 20日（土）14：00～16：15 Zoomによる web開催 

 共催申請書が提出され承認された。 

③小島三郎賞について 

 推薦書類を 1月 28日に送付し、受理された。 

 候補者：姫路由香里技師（下越総合健康開発センター） 

④救急搬送受入協議会報告 

古島理事より救急搬送受入協議会の報告がなされた。救急搬送受入紹介の 4回以下の救急搬送受入時間は短縮 

されたが、5、6回以上の受入時間が増えている。 

⑤会員・施設変更リスト 

  各支部担当者は確認を行う 

 



⑥研修会情報（Zoomを用いたオンライン研修会） 

2021年 2月 20日（土） 令和 2年度第 1回新潟支部研修会・新潟支部定期総会 

（挨拶：畔上副会長） 

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（挨拶：坂西副会長） 

  2021年 3月 2日（土）  上越支部生理検査部門研修会（Web開催） 

 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 6日（土）  佐渡支部総会（挨拶：支部長代読予定） 

  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（挨拶：桑原副会長） 

  2021年 3月 13日（土） 令和 2年度第 1回下越支部研修会（Web開催）ならびに下越支部総会（挨拶：渡邊会長） 

 

 

＜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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人恩賜財団法人 新潟県済生会三条病院 

〒955-8511  新潟県三条市大野畑 6-18 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  
臨床検査業務（検体検査 検診業務） 

時間外、病院休診日における検査呼び出しあり（拘束当番あり） 

【勤務期間】 令和 3 年 4 月 1 日より勤務 

【勤務時間】  8 時 30 分〜17 時 15 分（休憩 45 分）週実働 40 時間 

【休日】    

4 週 8 休 休日：土曜・日曜・祝日、年末年始、済生会創立記念日 

年次有給休暇：20 日 リフレッシュ休暇 

特別休暇：結婚休暇、忌引休暇 

【待遇】   

月額：大学卒 205,800 円 短大 3 年卒 195,000 円   免許取得後の経験は規定に基づき加算 

通勤手当・扶養手当・住宅手当：当院の規定に則り該当者へ支給 

超勤手当：1 時間単価×1.25 1 時間単価×1.5(22 時〜5 時 ) 

賞与：年 2 回(6 月/12 月)  令和 2 年度実績合計 3.55 ヶ月(業績により変動あり) 

昇級あり：年 1 回(7 月昇給) 
 

【必要書類】 

① 履歴書 ②職務経歴書 ③臨床検査技師免許証のコピー(有免者のみ)  

④健康診断書(書類が間に合わない場合は後日提出可能です) ⑤成績証明書 ⑥卒業見込証明書 

既卒の方：書類①②③④  新卒の方：①④⑤⑥ 

【選考方法】  
採用試験 令和 3 年 3 月 5 日(金) 午前 9:00 より 

筆記試験（一般教養検査、適性試験、小論文）面接 

【担当】  
総務課 西山 

TEL:0256-33-1551 FAX:0256-34-7541 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】  臨時職員 契約職員 

【業務内容】  
臨床検査技師（採血、臨床検査業務全般） 

※産休・育休取得職員の代替職員 2 名 

臨床検査技師 

（臨床検査業務全般(日当直業務、採血業務含

む)） 

【勤務期間】  

期間限定：採用決定後なるべく早い時期〜 

令和 4 年 3 月 31 日（予定）または令和 3 年 11

月 29 日（予定） 

通年 

【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：通勤手当あり ※上限 55,000 円 

その他手当等：住居手当あり※上限 28,000

円、扶養手当あり、年 2 回賞与あり※4.45 ヶ

月分(勤務期間により減額あり) 

日額：日給 9,022 円〜 ※経験による加算あり 

交通費：通勤手当あり ※上限 55,000 円 

その他手当等：住居手当あり※上限 28,000 円、

年 2 回賞与あり※4.45 ヶ月分(勤務期間により減

額あり) 

【必要書類】 

履歴書 

その他： 

・卒業証明書 

・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,様式任意) 

 

※応募の際は封筒に「臨床検査技師(臨時的採

用職員)応募書類在中」と朱書き願います。 

 

履歴書 

その他： 

・卒業証明書または卒業見込証明書 

・成績証明書 

・臨床検査技師免許証の写し(既得者のみ 

※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、様式任意) 

 

※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。 

【選考方法】  面接  その他：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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 

〒950-2085 新潟県新潟市西区真砂 1-14-1 

【募集内容】  パート職員 

【業務内容】  
検体検査、生理検査（主に脳波、心電図、呼吸機能検査）、採血業務 

※経験を踏まえ、担当業務に関しては相談可 

【勤務期間】 採用日から年度末まで ＊年度更新あり 

【勤務時間】  8 時 20 分〜17 時 05 分までの間（週 32 時間の 5 日勤務） 

【休日】    採用月によって有給付与日数に変更あり。 

【待遇】   

時給：1,200 円 

交通費：距離に応じて支給 

その他手当：超過勤務手当、特殊業務手当、賞与等 

【必要書類】 
履歴書 

その他：職務経歴書、臨床検査技師免許証 

【選考方法】  面接 

【担当】  

担当者：給与係 吉田 貴洋 

所属：管理課 

TEL:：025-265-3171  FAX：025-231-2831 

 

新潟リハビリテーション病院 健康管理センター 

〒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】  

新潟リハビリテーション病院内にある、健康管理センターにての検診業務。 

心電図スキルあると望ましい。 

腹部エコー、眼底、眼圧の検査も行います。 

【勤務期間】 通年 

【勤務時間】  8 時 45 分〜12 時 45 分 

【休日】    土日祝（年に数回土曜日出勤の可能性があります） 

【待遇】   時給：1,000 円 

【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 

 



◇メールでの文書配信について◇ 

 

●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の連絡責任者が変更となるご施設は、新臨技ホームページ 

最下段の『文書配信システム』より変更手続きをお願い致します。 

 

★施設連絡責任者について★ 

 

●新年度より退職、転勤等により施設連絡責任者が変更となる場合は、直接、新臨技事

務局まで連絡をお願い致します。 

 

＊必ずしも施設連絡責任者とメール文書配信システムの連絡責任者が同一人物とは限りませ

んので、今一度、ご施設の責任者をご確認ください。 

 

 

 

 

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、3 月 1 日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月下旬に払込票を送付しました。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。 


