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事務局行動報告 

08月 28日 8月常任理事会（Web） 

09月 17日 日臨技理事会事前レクへ桑原副会長出席 

09月 25日 第 4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） 

 送金額 100,000円 

（内訳） 

∗ 令和三年度新潟県臨床検査技師会生物化学分析部門合/第39回日本臨床化学会甲信越支部/第19回生物試料分析

科学甲信越支部同研修会：50,000円 

∗ 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2021：50,000円 

 タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会の受講料について 

会員 15,000円 非会員 40,000円と設定した旨、日臨技より通知があった 

 日臨技『災害対策支援規定』等及び当該規定に基づく都道府県技師会との協定締結のための説明会の開催につい

て（参加者推薦依頼） 

標記説明会の参加及び災害時、都道府県技師会における災害対策本部の設置や運営に携わることのできる都道府

県災害連絡責任者として 1名を推薦。 

 田端篤 副会長（信楽園病院） 

今後、日臨技が定める災害時支援対策マニュアルに準拠した都道府県災害対策マニュアルを作成する必要がある。

災害対策委員の三役、各支部長、近藤理事を中心に作成する。 

＜新潟県＞ 

 令和 3年度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰候補者の推薦について（依頼） 

該当なし 

 新潟県犯罪被害者等支援功労知事表彰候補者の推薦について（依頼） 

該当なし 

 日本臨床検査技師連盟 区割り調査票について 

桑原副会長より、9/18新潟県支部役員一覧を作成・提出済みと報告あり 

【広報部】 

〈ホームページ〉9月は世界アルツハイマー月間のためホームページの一部をオレンジ色にしている。 

新型コロナウイルスワクチン接種の実技研修会について新潟県は現時点で行わない旨を掲載、北日

本支部臨床生理部門研修会の質問と回答について随時検査研究部門のページに更新している。 

〈会誌〉10月号校正中。県学会に関する部分は担当者からの提出待ち。 



〈メール文書・ニュース〉理事会終了後、発行予定 

【学術】 

〈精度管理〉◎新臨技メールアドレス申請について 

新臨技精度管理事業にて使用するメールアドレスのアカウント申請（事後報告）があり渡邊会長より

承認された。 

◎新潟県臨床検査精度管理事業進捗状況  

・7月 19日 （月） 19：00～20：00  2021年度第 1回精度管理委員会開催  

・8月 3日 （火） 15： 15～16：30  

令和 3年度第 1回新潟県臨床検査精度管理協議会（新潟県医師会）に出席  

・8月 11日 （水）  

日本臨床衛生検査技師会へ精度管理事業に係わる Webシステム申請 承認  

・8月 27日 （金）  

精度管理員各位へ日臨技 Webシステムでの設定・修正を依頼  

精度管理委員各位へ新臨技ホームページから閲覧用の実施要綱の作成・修正依頼  

・9月 9日 （木）  

令和 3年度臨床検査精度管理調査への参加に関する案内文書発送（医師会）  

・9月 16日 （木）  

基幹施設および ISO15189認定施設へ参考値データの提供依頼文書発送  

・9月 21日 （火）  

メーカー各社（前年度実績より）へ参考データ提供依頼についてメールにて連絡  

メーカーからの参加申込締切：10月 5日（火）  

○新臨技ホームページ掲載用の「精度管理実施要項」を各担当者が作成中。（9月 24日締切）  

○梱包にかかる備品の在庫調査および必要備品を購入。  

○医師会より参加施設一覧を頂いた後、クロネコヤマトへ配送リスト提出（10月上旬） 

○精度管理試料到着予定（10 月 25 日）に合わせて、10月 22日（金）～24 日（日）の間に配送作業に係

わる準備を実施。 

〈生涯教育〉令和 3年度「日臨技生涯教育推進研修会」の送金について（総務部報告参照） 

〈検査研究部門〉各種研修会開催案内あり。 

【各支部】 

上越：10/19(火)形態研究班の研修会を開催予定。 

中越：9/4(土)中越支部フォーラム開催。役員会（9/18）。次回役員会（10/23） 

下越：10/2(土)研修会開催（予定） 

佐渡：zoomについて研修会開催予定（日時未定）。佐和田病院が 2022年 3月をもって閉院することに伴い、職員で

ある佐渡支部役員 2名の退会希望あり。代わりの役員を選出する。 

新潟：役員会（9/8）。次回役員会（10/6）。11/13(土)支部研修会開催（予定） 

議題 

１）新型コロナウイルス感染症に係わる各種内容について 

教育機関へ新型コロナウイルス抗原キットが配布されていることについて、精度保障や感染対策等、臨床検査技

師会として働きかけは。という前回理事会での高野監事からの問いに関して、畔上副会長より新潟県に問い合わ

せたところ、対象となる学校等において各施設責任者を１名置き、判定方法、感染対策等の研修を済ませている。

また、検体採取については自ら鼻腔を拭ったもので検査を行うことになっている。と回答あり。そのため、現時

点で当会として県に働きかけをすることはせず、今後必要に応じて援助することとする。 



２）会員宛の文書発送について 

  文書配信メール未開封の施設が複数見受けられ、数が徐々に増えている。メールを開封していない施設等には理

事、支部長よりアナウンスをして開封を促していく。 

３）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）9：00～15：00 

  会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター３F 

〈一般演題〉 

演題数：20演題（微生物⑥、生理⑦、血液・輸血②、一般②、臨床化学・遺伝子③） 

演題割り付け、座長選出：済み 

〈教育講演〉 

講演内容：「新たに問われるチーム医療 タスクシフト・ワークシェアリング」 

講師：日臨技 横地常広 副会長   座長：桑原副会長 

10月上旬に第 2回 WG会議を開催。必要な役割と担当者（案）を作成、10月理事会で報告する。 

◎開催方法について 

現時点では現地開催を目指し、新型コロナウイルス感染が再び拡大するようであれば状況をみて Web開催として

対応できるよう準備をしていく。 

◎事前登録について 

感染対策上、各会場人数制限を設定。参加人数を把握するため事前登録制とする。 

受付期間：10月 18日～11月 12日 

◎昼休憩について 

感染拡大防止の為、ランチョンセミナーは行わず、代わりに昼休憩を設け軽食を配布する。 

軽食は朱鷺メッセ内コンビニ エブリ―ワンに発注する。 

４）その他 

①篠川至先生のご次男様より篠川至賞へ寄付のご意向の連絡があった。ご本人に税金等不利益が生じることが無い

ようであれば寄付をお受けする方向で話を進める。 

②11/1より北日本支部医学検査学会がオンデマンドで開催される。担当の岩手県よりぜひ事前登録し参加頂きたい

とのこと。理事、各支部、各施設へ登録、参加を促す。 

③タスク・シフト/シェアに関する実務担当者講習会について 

8/21(土)仙台で行われる予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い 11/27 (土)に変更になった。 

④全国「検査と健康展」について 

 会期：2021年 11月 20日（土）イオンモール新潟南 

 パネル展とし、時間、規模を縮小して開催することとする。 

 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。 

⑥研修会案内 

・令和 3年度 臨床一般部門研修会（Web開催）のご案内 

  Zoomミーティング：令和 3年 10月 9日（土）14：00～16：30 

・臨床生理部門研修会 心電図セミナー2021のご案内（Web開催） 

Zoomミーティング：令和 3年 11月 7日（日）14：00～16：10 

・令和 3年度第１回新潟支部研修会（Web開催）のご案内 

 Zoomミーティング：令和 3年 11月 13日（土）13：30～15：00 



◇施設所属会員の方へ施設名登録のお願い◇ 

⚫ 施設に所属している会員で自宅会員として登録している方（日臨技ホームペー

ジの会員専用サイト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。 

 

◇メールでの文書配信について◇ 

⚫ 施設に所属していない自宅会員の方で、まだメールでの文書配信を登録してい

ない方（郵送・メール便での文書受信者）は、「新臨技ホームページ・文書配信

システム」より登録をお願いします。※キャリアメールは使用できません。 

 

⚫ 各施設においてメールを開封された方は、必ず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。 

 

⚫ メール配信の連絡責任者が変更となる施設は、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。 

 ・令和 3年度 日本臨床衛生検査技師会北日本支部 臨床微生物部門研修会のご案内 

  オンデマンド：令和 3年 11月 13日（土）～12月 10日(金) 

  ライブ配信 ：令和 3年 11月 27日（土）13：30開始 

  申し込み締切：令和 3年 11月 5日（金） 

  ⑦求人票について 

JA新潟厚生連 柏崎総合医療センター パート職員 

一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 新潟ウェルネス 臨床検査部 正規職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 9：00～15：00 

会 場  朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ３階 

現時点で県学会を現地開催することが決定しました。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては Web開催に変更の可能性あり。 

感染拡大防止の為、各会場収容人数を制限して開催致しますので事前登録制とさせて頂きます。 

日臨技ホームページから事前参加登録をお願い致します。 

参加申し込み期間：令和 3 年 10 月 18 日～11 月 12 日 

参加可能人数に限りがございますので、早目の登録をお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA 新潟厚生連 柏崎総合医療センター 

〒945-8535 新潟県柏崎市北半田 2-11-3 

【募集内容】  パート職員 

【業務内容】  
病院内における検査科業務一般もしくは採血 

※これまでの経験を加味し、配置を決定します。 

【勤務期間】  期間限定（令和 3 年 12 月 1 日～令和 4 年 12 月 31 日） 

勤務時間 8 時 30 分〜17 時 00 分 ※勤務時間応相談 

【休日】    土、日、祝日、週休 2 日制 毎週 

【待遇】   

時給：1,005～1,205 円 

交通費：上限 月額 100,000 円 

その他手当等：超過勤務手当 

【必要書類】 履歴書 

【選考方法】  面接・書類選考 

【担当】  

担当者：山崎さやか 

所属名：総務課 

TEL:0257-23-2165  FAX:0257-22-0834 

 

一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 新潟ウェルネス 臨床検査部 

〒950-1187 新潟市西区北場 1185-3 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  検体検査業務 

【勤務期間】  通年 

勤務時間 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 大卒：222,120 円、短大：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 

【選考方法】  面接 

【担当】  

担当者：鈴木修 

所属名：総務部 

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

 


