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新臨技ニュース 
http://www.sinringi.or.jp/           〒950-0965 

E-mail:jimukyoku@sinringi.or.jp    新潟市中央区新光町 15-2 新潟県公社ビル 3F 

TEL.FAX 025-283-3470 
事務局行動報告 

 04月 10日 第 1回理事会 

 05月 11日 ピンクリボンホリデー実行委員会へ五十嵐理事出席（Web） 

 05月 14日 第 1回表彰委員会（Web） 

 05月 22日 北日本支部タスクシフト説明会（Web）渡邊会長、桑原副会長出席 

 05月 28日 篠川至賞選考委員会 

 05月 29日 令和 3年度学術部会議（Web） 

 05月 30日 令和 3年度通常総会 

 06月 12日 第 2回理事会（Web） 

連絡事項 

【総務部】 

＜日臨技・北日本支部＞ 

 ・令和 3年度事業における都道府県技師会へのご協力のお願い 

（1） 生涯教育推進研修会事業 

「都道府県技師会における学術活動の活性化と生涯教育履修向上」の目的で、1 研修会当たり定額 3 万円

と加算額として参加会員 1人 500円（最高 40名まで）最大 5万円を上限とし、1都道府県あたり 20研修

会（最大 100万円）までを日臨技が負担。（令和 4年 2月まで） 

（2） 全国「検査と健康展」開催費用 

臨床検査の業務内容を広く理解していただくため、正しい知識の普及や啓発に向けた取り組みを目的とし

て開催。開催経費は一律 50万円を日臨技が負担。 

（3） 「地域ニューリーダー育成講習会」の開催 

令和 3年度から第 2 期（5 年計画）として、開催予定の講習会に新たな人材と各都道府県より推薦いただ

き、将来の日臨技、都道府県技師会を担うリーダーの育成を目的に開催。 

開催は 12月を予定。宿泊費：都道府県技師会負担。交通費：日臨技負担 

（4） 「初級・職能開発講習会」の開催依頼 

卒後 3年～10年目の日臨技会員を対象に医療情勢の変化、今後の臨床検査の在り方、職能団体としての組

織強化などをテーマに、医療人、職能人としてのスキルアップを目的に開催。 

（5） 総会委任状回収委託 

総会委任状の事前議決行使数および出席者数 1名あたりに対して助成 

66.7％以上の場合：70円/1名につき 

50～66.6％の場合：50円/1名につき 

50％未満の場合：0円/１名につき 

（6） 「学生フォーラム」と「中高生進路支援ガイダンス」 

 



・生涯教育推進研修会制度について 

   令和 3年 4月 17日改正が行われた生涯教育推進研修会制度について案内があった。 

 ・令和 3年度定時総会の成立に関するご協力について（お願い） 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため、議決権行使サイトから行う「電磁的方法」又は「書面」の郵送に 

よる議決権行使を推奨。総会成立に必要な総会出席率の向上に協力願いたい。 

 ・被災者会費減免制度の申請方法の変更について（通知） 

   令和 3年 3月に共済制度規程等が改定されてことに伴い、被災者会費減免制度の申請方法が変更。 

（日臨技 HPにも掲載） 

 ・臨床検査技師による新型コロナウイルスワクチンの接種の要望について 

   令和 3年 5月 19日に厚生労働大臣に対して緊急要望を行った。 

 ・新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方

等について 

   厚生労働省医政局長等から接種体制の構築に向けたご協力の依頼が届いた。 

   臨床検査技師については、血液検査のための静脈採血を行っていることから、こうした経験・知識を活かす

ことのできる業務として、ワクチン接種のための筋肉注射への協力を得ることが考えられる。 

 ・「臨床検査技師へのタスク・シフト/シェアに関する指定講習会」実技講習備品について（通知） 

   実技講習で使用するシミレーター等一式を 6月 15日までに指定の都道府県技師会事務所宛に郵送する。 

 

＜新潟県＞ 

・令和 3年度知事表彰候補者の推薦について（依頼） 

  新潟県福祉保健部地域医療政策課長より新潟県褒章規則に基づき各種功労者に対する知事表彰を行う候補者の

推薦依頼が届いた。  該当者なしで報告 

 ・令和 3年度新潟県・新潟市合同精度管理専門委員の推薦について（依頼） 

   新潟県福祉保健部長より、衛生検査所の精度管理に関する検討会議を開催し、実態分析及び検査技術の維持、

向上を図るための専門委員として 2名を推薦。 

   西澤清 技師 （上越地域医療センター病院）   星山良樹 常任理事（新潟大学医歯学総合病院） 

 ・令和 3年度臨床検査精度管理協議会委員の推薦について（ご依頼） 

   新潟県医師会長より、臨床検査精度管理調査事業（県の委託事業）を実施するにあたり、企画及び測定値に 

係る解析及び評価を行うための臨床検査精度管理協議会委員として 2名を推薦 

 伊藤正行 常任理事（新潟医療技術専門学校）  佐藤卓 事務局次長（JA新潟厚生連新潟医療センター） 

 

【広報部】 

〈ホームページ〉トピックスなど随時更新。施設運営管理者協議会の登録ページ作成。 

〈会誌〉7月号準備中 

〈メール文書・ニュース〉理事会終了後、発行予定 

 

【各支部】 

  上越：7月情報交換開催予定→中止。来週役員会開催予定。研修会を予定。 

中越：新体制で役員会（4/24）。Zoom会議（5/22）。次回役員会（6/26）。研修会（中越支部フォーラム）予定（9/24）。 

下越：秋に研修会開催（予定） 

佐渡：研修会開催（予定） 

  新潟：役員会（4/14）。次回役員会（6/16）。10月に研修会開催（予定） 



３．議題 

１）執行理事の選出について 

理事会開催に先立ち、会長（代表理事）選出が行われた。 

立候補者はなし。小柳博明理事より、前会長である渡邊博昭理事を推薦し満場異議なく承認された。 

選ばれた渡邊博昭理事は、会長（代表理事）の就任を承諾した。 

その後、執行理事である副会長 3名（畔上公子理事、田端篤理事、桑原喜久男理事）、事務局長（小柳博明理事）、 

事務局次長（佐藤卓理事）について渡邊会長からの推薦で選出され、異議なく承認された。 

２）業務役割分担について 

  担当業務（案）一覧が提示された。 

  前年度同様の配置人数を確保し、新理事体制での担当業務が承認された。 

３）各種委員会および外部団体委嘱委員について 

  令和元年度・2年度の委員一覧を参考に、各委員の変更・打診が行われた。 

  各支部選出委員については、改めて支部長より報告をあげてもらう。 

  表彰委員会、災害対策委員会、公益委員会については承認された。 

  その他の委員会については、次回理事会までに人選を行うこととなった。 

４）施設運営管理者協議会について 

  「新潟県臨床検査技師会施設運営管理者協議会（仮名）へのご協力のお願い」文書を配信済み 

 臨床検査の取り巻く環境が大きく変化し始めており、この状況に対応すべく施設管理運営者（科長、技師長等の

管理者）の皆様と情報の共有を図り対応していくにあたり多くの施設管理運営者より登録をお願いしたい。 

協議会開催予定：2021年 8月上旬 

・施設管理運営者協議会メール配信システム構築一式について 

  施設管理運営者協議会の登録、配信、管理等一式に係る費用として株式会社アテンド（新臨技 HP関連の管理会社）

に依頼。見積金額 198,000円（税込み）で承認された。 

５）第 94回新潟県臨床検査学会について 

  田村中越支部長より進捗報告がなされた。 

  会期：2021年 12月 4日（土）9：00～14：00 

  会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター３F 

 学会テーマについて：メインテーマを公募（5月 12日～6月 8日）し 4題の公募があった。 

 一般演題募集について：2021年 6月 14日（月）～7月 20日（火） 

 教育講演・シンポジウムなどの企画：新体制となった学術担当理事を中心に企画・準備予定 

6）その他 

①北里大学保健衛生専門学院より学院長退任および就任の挨拶文書が届いた。 

②岩手県臨床衛生検査技師会より新役員の挨拶文書が届いた。 

③令和 3年度日臨技北日本支部医学検査学会第 9回開催概要について 

 テーマ：融和と強調 

 会期：令和 3年 11月 1日（月）～30日（火） 

 会場：WEB開催（オンデマンド配信） 

 担当県：岩手県臨床衛生検査技師会 

一般演題募集：令和 3年 6月 1日～7月 15日（木） 

④研修会の共催申請について 

 令和 3年度病理細胞部門研修会開催にあたり新潟県細胞検査士会との共催申請があり、承認された。 

 



⑤法人市民税均等割減免承認通知書について 

令和 3年 4月 16日に提出した公益法人等の法人市民税減免申請に対し、新潟市市税条例の規定により減免する 

均等割額 50,000円の減免承認通知が届いた。 

⑥令和 3年度 全国「検査と健康展」の実施について 

日臨技の公益事業の１つである全国「検査と健康展」の企画書・予算書を日臨技に提出。 

令和 3年 11月 20日（土）イオンモール新潟南スカイコート（仮）で予定 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より対面ではなくポスター展示などに企画変更も考慮。 

⑦2021年度 新潟市糖尿病週間イベント会議 

 新潟市糖尿病協会より、今年度の開催イベント（案）についてのアンケートが届いた。 

  当会としては、対面でのイベントは避けポスター展示やミニ新聞発行などの代替え案で返答 

⑧新臨技メールドレス申請（臨床検査総合部門）について 

  臨床検査総合部門より、今年度より管理運営分野、救急検査分野、公衆衛生・生殖分野の 3分野での活動に伴い、

研修会参加申込・連絡先として使用する新臨技アカウントのメールアドレスの申請があり、承認された。 

⑨会員・施設変更リスト 

 転勤・新規入会など多くの会員の変更があるため担当者は確認を行う。 

⑩研修会案内 

・令和 3年度 日本臨床衛生検査技師会北日本支部 生理機能検査部門研修会 

  オンデマンド配信：2021年 9月 1日（水）～9月 30日（木） 

・にいがた乳腺エコー研究会 第 15回講習会（Web開催） 

 Zoomミーティング：令和 3年 6月 27日（日）13：30～16：00 

・令和 3年度新潟県臨床検査技師会臨床検査総合部門救急検査分野研修会 救急検査セミナー2021 

  Zoomミーティング：令和 3年 7月 17日（土）14：00～16：20 

・臨床生理部門研修会 超音波初級セミナー2021 

 Zoomミーティング：令和 3年 8月 22日（日）14：00～16：10 

・令和 3年度 病理細胞部門研修会（Web開催） 

  Zoomミーティング：令和 3年 9月 11日（土）13：00～16：30 

・第 48回一般検査研究班研修会（新潟医療技術専門学校） 

  2021年 5月 9日（日）、5月 30日（日）、6月 13日（日） 

●新潟県臨床検査技師会施設運営管理者協議会へのご協力のお願い 

  臨床検査技師を取り巻く環境は今、大きな変化が求められています。 

この状況に対応すべく、施設管理運営者（科長、技師長等の管理者）の皆様と情報共有を図り 

ながら対応したいと考えております。 

是非とも、本事業へご理解を賜り、多くの施設管理者の皆様よりご参画いただきますようお願い 

申し上げます。 

 

登録方法等については、新臨技ホームページからお願いします。 

・新臨技ホームページ  施設運営管理者協議会 会員登録｜一般社団法人新潟県臨床検査技師会 (sinringi.or.jp) 

 

第 1 回新臨技施設運営管理者協議会：２０２１年８月上旬開催（現地＋Web） 

＊７月中に施設運営管理者連絡用メールアドレスに協議会案内を配信予定です。 

https://www.sinringi.or.jp/manager_regist/
https://www.sinringi.or.jp/manager_regist/


＜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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 アクアーレ長岡健康増進センター 

〒940-2147  長岡市新陽 2-5-1 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  検体検査業務 

【勤務期間及

び勤務時間】  

通年 

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：大学卒 222,120 円、短大 3 年卒 214,250 円   ※職務手当含 

交通費：当会規定により支給 

その他手当等：役職手当、家族手当 等 
 

【必要書類】 履歴書、その他（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参照） 
 

【選考方法】  面接 ※随時実施 

【担当】  
総務部 鈴木修 

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

 

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 常勤職員または契約職員 

【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、およびその検査業務、採血、日当

直勤務 など） 

臨床検査技師 

（臨床検査業務全般、採血、日当直業務など） 

【勤務期間】    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) 

常勤職員  月額：195,494 円〜 

 ※調整手当含む。経験による加算あり 

  扶養手当あり。 

契約職員  日額：日給 9,022 円〜 

 ※調整手当含む。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（見込）証明書原本又は卒業証書写し 

・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(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(輸血細胞)

応募書類在中」と朱書き願います。 

 

履歴書 

その他： 

・卒業（見込）証明書原本又は卒業証書写し 

・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(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 

【応募期限】  令和 3 年７月５日（月） 令和 3 年７月 26 日（月） 

【担当】  
総務課人事係 伊藤 潤平 

TEL:025-227-2410  FAX:025-227-0719 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラーカ中村クリニック 

〒950-0912  新潟市中央区笹口 1-1、プラーカ１、プラーカ中村クリニック 

【募集内容】  正規職員 パート職員 

【業務内容】    超音波検査、人間ドック関連検査、診療補助、採血、点滴、案内や雑務など 

【勤務期間】    通年 

【募集内容】  8 時 25 分〜17 時 10 分（シフト勤務あり） 

（週４０時間、１日７．５時間以内 主に午前

5 時間・週２回程度ですが要望により午後や週

の回数を決定） 

【休日】    日曜、祝日 

【待遇】    

月額：200,000 円〜220,000 円 

時給：1,500〜1,600 円 

交通費：1 万円以内 

その他手当等：職務手当 1 万円以上、資格手当 1 万円以上※常勤。保育料支援 

昇給あり。有給消化率 80-100%。賞与年 2 回、昨年度実績本俸 1-2 か月分/回 

【必要書類】    履歴書 

【選考方法】  面接 

【応募期限】  令和 4 年 3 月 31 日 

【担当】  

担当者：中村隆人 

所属名：医師 

TEL:025-240-0426 

 

医療法人俊榮会 齋藤記念病院 

〒949-6602  新潟県南魚沼市欠之上 478番地 2 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  
検査業務全般（生化学・血液・一般検査・生理学検査） 

※エコー経験者歓迎。 

【勤務期間】  期間の定めなし 

勤務時間 8 時 30 分～17 時 30 分 

【休日】    水午後、土午後、日曜、祝日、第 3 土曜（但し、属する週の水午後は出勤） 

【待遇】   

月額：199,500 円〜 ※能力・経験を考慮して応相談。 

交通費：上限 22,500 円 ※距離に応じて支給。 

その他手当：待機手当、呼び出し手当等/住宅手当、引越し手当 

【必要書類】 履歴書、職務経歴書 

【選考方法】  面接 

【担当】  

担当者：宮田 邦久 

所属：事務長代理 

TEL:025-773-5111    FAX:025-773-3024 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】  正規職員 

【業務内容】  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（月に数回、夜勤あり） 

【休日】    
土、日、祝、年末年始(12/29〜1/3) 

月に数回、休日における日勤あり(振替休日あり)） 

【待遇】   

月額：大卒 213,500 円〜 短大卒 207,400 円〜 ※経験による加算あり 

交通費：通勤手当あり ※上限 55,000 円/月 

その他手当等：扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、寒冷地手当等 

【必要書類】 
履歴書 

その他：論文、自己紹介カード、成績証明書 

【選考方法】  面接  その他：論文審査、適性検査あり 

【担当】  

富永 洋平 

所属：事務部総務課人事係 

TEL:025-777-3200  FAX:025-777-2811 

 

医療法人 社団 友心会 有田病院 

〒957-0014 新発田市金谷１９７番地 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  
臨床検査業務全般 

検体検査（生化学、血液一般検査、尿一般検査）、生理検査（脳波、心電図） 

【勤務時間】  8 時 45 分〜17 時 00 分 

【休日】    
土、日、祝祭日 

盆休み（8/14～8/15）、正月休み（1/2～1/4） 

【待遇】   

日給月額：本給 167,700～254,200 円 

     加給手当 15,700 円  、 通勤手当 25,200 円（月額限度額） 

その他手当等：条件により家族手当・住居手当あり 

【必要書類】 履歴書 

【選考方法】  面接  

【担当】  

有田 司 （事務長） 

所属：事務部 

TEL:0254-22-4009 FAX:0254-22-4003 

 



◇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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 94回新潟県臨床検査学会のご案内 

会 期  2021年 12月 4日（土） 9：00～14：00 

会 場  朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ３階 

 

●一般演題募集中：2021 年 6月 14 日（月）～7月 20 日（火） 

詳細は、新臨技ホームページをご確認ください。 

一般演題申込と発表形式および発表データ作成について｜新臨技からのおしらせ｜一般社団法人新潟県臨床検査技師会 (sinringi.or.jp) 

是非とも日頃のご研鑚の成果を発表して頂きますようお願い致します。 

https://www.sinringi.or.jp/academic/?id=24
https://www.sinringi.or.jp/academic/?id=24


＜令和 3・4理事役割分担＞ 

施設名 名前 主な業務・担当 

新潟医療福祉大学医療技術学部 渡邊 博昭 代表理事：会長 

新潟県立がんセンター新潟病院 畔上 公子 執行理事：副会長：総務 

信楽園病院 田端 篤 執行理事：副会長：広報 

済生会三条病院 桑原 喜久男 執行理事：副会長：学術 

新潟県労働衛生医学協会 小柳 博明 執行理事：事務局長 

JA新潟厚生連新潟医療センター 佐藤 卓 執行理事：事務局次長 

JA新潟厚生連柏崎総合医療センター 長谷川 香織 常任理事：総務・会計 

北里大学保健衛生専門学院 小丸 圭一 常任理事：総務・組織 

木戸病院 神林 真弓 常任理事：広報・会誌 

五泉中央病院 大橋 孝宏 常任理事：広報・会誌 

JA新潟厚生連長岡中央綜合病院 近藤 善仁 常任理事：広報・HP、学術・生涯 

JA新潟厚生連柏崎総合医療センター 寺島 健 常任理事：広報・HP、学術・学会 

新潟県立がんセンター新潟病院 鈴木 秀幸 常任理事：学術・学会 

新潟大学医歯学総合病院 星山 良樹 常任理事：学術・学会 

新潟大学医歯学総合病院 中村 岳史 常任理事：学術・研究 

新潟医療技術専門学校 伊藤 正行 常任理事：学術・精度 

長岡西病院 角屋 勇気 常任理事：学術・精度 

JA新潟厚生連上越総合病院 近藤 正 常任理事：上越支部長：学術・学会 

長岡赤十字病院 田村 正史 常任理事：中越支部長：学術・学会 

新潟県立津川病院 小林 健太 常任理事：下越支部長：学術・学会 

JA新潟厚生連佐渡総合病院 小宮山 謙一 常任理事：佐渡支部長：学術・学会 

新潟南病院 田中 利佳 常任理事：新潟支部長：総務・庶務 

新潟県立中央病院 鷲澤 徳子 理事：総務・会計 

新潟県立新発田病院 石川 幸生 理事：広報・会誌 

新潟労災病院 山﨑 健 理事：学術・学会 

南魚沼市民病院 湯本 健史 理事：学術・学会 

新潟県立精神医療センター 高橋 祐生 理事：学術・学会 

JA新潟厚生連真野みずほ病院 中川 香織 理事：学術・学会 

新潟大学医学部保健学科 齋藤 修 理事：学術・学会 

新潟県立燕労災病院 荒木 諒太 理事：学術・研究 

新潟医療福祉大学医療技術学部 高野 操 監事 

新潟県医師会業務課 小林 啓二 監事 

今後 2年間懸命に務めますので、皆様の叱咤激励をよろしくお願いいたします。 

 

 

 


