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事務局行動報告 

 06月 12日 第 2回理事会（Web） 

 06月 14日 ワクチン接種の経緯説明会（日臨技）へ桑原副会長出席（Web） 

 06月 15日 ワクチン接種の経緯説明会（日臨技）へ渡邊会長、畔上副会長、小柳事務局長出席（Web） 

 06月 26日 日本臨床衛生検査技師会令和 3年度定時総会へ桑原副会長出席 

06月 29日 新潟県乳がん検討委員会企画委員会・新潟はっぴー乳ライフ実行委員会合同会議へ小丸理事出席（Web） 

 07月 10日 第 3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「日臨技生涯教育推進研修会」の送金について（通知） 

生理検査基礎セミナー2021（2021/06/13） 50,000円 

・「臨床検査技師へのタスク・シフト/シェアに関する厚生労働省指定講習会（仮称）」会場選定について（通知） 

 一般社団法人日本臨床検査学教育協議会へ実技講習会の会場貸出等について協力依頼を行った。 

＜新潟県＞ 

・第 37回がん征圧新潟県大会の後援について（依頼） 

 例年同様に上記大会の後援（名義使用）について承認された。 

 ・高齢者叙勲及び死亡叙勲・叙位候補者の推薦について（依頼） 

該当者なし 

 ・令和 4年春の叙勲・褒章候補者の推薦について（依頼） 

該当者なし 

 ・一般社団法人日本公衆衛生協会が行う令和 3年度公衆衛生事業功労者の表彰候補者の推薦について 

  該当なし 

 ・令和 3年度新潟県がん検診研修会費の納入について（依頼） 

  渡邊会長名（個人会員）で 1,000円納入 

 ・公益財団法人新潟県薬剤師会から退任および役員選任の挨拶文が届いた。 

【広報部】 

〈ホームページ〉随時更新中。県学会の一般演題のアナウンスや新型コロナ関連など。 

施設運営管理者協議会の登録ページ作成済み。 

〈会誌〉7月号作成中。7月中に各施設に配送予定 

〈メール文書・ニュース〉理事会終了後、発行予定 

【学術部】 

〈検査研究〉新潟県担当の北日本支部研修会を開催（生理検査部門：9月、微生物部門：11月） 

〈精度管理〉議題での精度管理委員などの承認後、次回より報告 



【各支部】 

  上越：9/11研修会を予定。 

中越：役員会（6/26）Zoom会議。次回役員会（7/24）。研修会（中越支部フォーラム）予定（9/24）。 

下越：10月研修会開催（予定） 

佐渡：研修会開催（予定） 

  新潟：役員会（6/16）。次回役員会（7/14）。10月に研修会開催（予定） 

３．議題 

１）各種委員会および外部団体委嘱委員について 

支部選出委員および各種委員が選出され承認された。 

前回承認された表彰委員会、災害対策委員会、公益委員会に加えて今回、会誌編集委員、生涯教育委員、 

ホームページ委員、精度管理委員、標準化委員、精度保証施設認定委員が承認された。 

２）施設運営管理者協議会について 

 日時：令和 3年 8月 1日（日）14：00～16：30 

 会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 3階 中会議室 

 実務委員として全理事を対象としたいが、各職場の意向もあるため出務可能な理事を募る。 

 今後、朱鷺メッセ担当者とは桑原副会長を筆頭に、実務係として音響担当（寺島理事）と会場設担当 

（佐藤事務局次長）が連携をとり準備にあたる。 

３）新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について 

 厚生労働省医政局通知ならびに（一社）日本臨床衛生検査技師会からの通知内容について、新潟 

および新潟市へ働きかけを行った。 

 新潟県担当者へは畔上副会長より働きかけを行った。6/24に要望申請。7/7市町村レベルでワクチン 

接種者の人員が整っていることとワクチンの供給が先細りであることから臨床検査技師のワクチン接種の実技研修

会開催は現段階では考えていないとの返答があった。 

 新潟市担当者へは田端副会長が働きかけ、7/8対応窓口との連絡先交換を行った。 

４）会員宛の文書発送について 

 メール文書配信システム導入に伴い、自宅会員等への文書発送について再検討が必要である。 

 会員宛文書（紙ベース）の発送については経費削減のため普通郵便ではなくメール便での発送としてきたが現状、

メール便での信書の送付が不可である。 

自宅会員対象の佐川ゆうメールの場合、信書が含まれていないか郵便局で中身を確認している。 

自宅会員（約 120 名）を含む発送文書を普通郵便で発送する際、費用と全てに切手を貼る時間と労力もかかること

から積極的な文書配信システムの移行を促すとともに、施設会員かつ自宅会員の洗い出しを実施することとした。 

今後、更なるメール文書配信システムへの登録を促すと共に事務作業の負担軽減・効率化の一環として最小限の文

書発送もしくは原則、文書発送の中止も検討する必要がある。 

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 

学会メインテーマについて決定した。 

一般演題募集について：2021年 6月 14日（月）～7月 20日（火） 

各種表彰関連・篠川至賞受賞記念講演や教育講演パネルディスカッションなど例年より開催時間の縮小も視野に担

当理事で検討中。 

 



６）その他 

①第 39回日本臨床化学会甲信越支部総会、第 19回生物試料分析科学会甲信越支部総会共催について 

生物試料分析科学会および臨床化学会より共催申請があり承認された。 

②レーザービームプリンター買い替えについて 

経年劣化に伴い事務所のレーザービームプリンターの買い替え（60,500円（税込））が承認された。 

③2021年度新潟市糖尿病週間イベント（公益事業）について 

新潟市糖尿病週間イベント会議にて下記が決定した。 

・例年開催していた「糖尿病を知る集い（新潟市民プラザ）」は中止。代替としてミニ新聞を発刊。 

・萬代橋ブルーライトアップについては承認。 

・「新潟市糖尿病週間 2021」ポスターコンテストについては実施 

④令和 3年度支部会費送金内訳（第 1回） 

各支部に会費納入についての入金を行ったので支部長ならびに会計担当者は確認する。 

⑤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。 

⑥Zoomウェビナー申請書について 

北日本支部臨床微生物部門より新臨技で契約している Zoomアカウントのうち 1つを 1か月間 

ウェビナー契約にしてもらいたいとの依頼があった。 

1カ月分の費用を北日本支部臨床微生物部門が支払うことが承認された。 

⑦検査研究部門員（臨床微生物部門）の退任依頼について 

齋藤賢治技師（新潟医療技術専門学校）より、一身上の都合により退任依頼があり、承認された。 

⑧会長印の電子化について（病理細胞部門より） 

研修会の参加証明書の刻印してある会長印の電子化について、相談があった。 

いくつかの問題・確認事項があるため継続審議事項となった。 

⑨災害対策メーリングリストについて 

理事メールアドレスを災害対策メーリングリストへの転用について依頼があり承認された。 

⑩ウェビナーの運用について 

ウェビナー使用において、ホストの作業・操作など運用について整理、検討が必要である。 

⑪ピンクリボンホリデー2021 

別紙にて新潟県乳がん検討委員会企画委員会・新潟はっぴー乳ライフ実行委員会合同会議の 

報告書の提出があった。 

⑫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。 

⑬研修会案内 

・生理検査部門研修会 超音波初級者セミナー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 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） 

・令和 3年度新臨技中越支部フォーラム（Web開催）のご案内 

  Zoomミーティング：令和 3年 9月 4日（土）14：00～16：30 

・令和 3年度 病理細胞部門研修会（Web開催）のご案内 

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

 



◇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。 

 

●施設会員で自宅会員登録（日臨技ホームページの会員専用ページにて施設名を未入

力の会員など）は是非とも自施設の登録をお願いします。 

 

 

 

●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 

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 

開催日：２０２１年８月 1 日（日） （現地＋Web） 

現地会場：朱鷺メッセ 

＊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済みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）～8月 2日（月） 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会医療法人仁愛会 新潟中央病院 

〒950-8556  新潟市中央区新光町 1番地 18 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  臨床検査技師（検体検査・生理機能検査・採血など） 

【勤務期間】  通年 

勤務時間 8 時 40 分～17 時 10 分 

【休日】    週休 2 日制、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇他 

【待遇】   

月額：187,000 円 

交通費：実質 上限 30,000 円 

その他手当：調整手当（基本給の 8％）、扶養手当、住宅手当等 

【応募期限】 令和 3 年 8 月 6 日 

【必要書類】 履歴書、資格免許証（写） 

【選考方法】  面接 

【担当】  

担当者：脇川 覚 

所属：総務課 

TEL:025-285-8811    FAX:025-283-5371 

 



＜令和 3・4理事役割分担＞ 修正版 

施設名・氏名等の誤記がございましたので、再掲載致します。 

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 

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・精度管理 

長岡西病院 角屋 勇気 常任理事：学術・精度管理 

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 佑生 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。 

 

 

 


