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事務局行動報告 

 10 月 16 日 10 月常任理事会 

 11 月 13 日 第８回新潟県糖尿病対策推進会議総会へ星山理事出席 

 11 月 14 日 第 5 回理事会 

連絡事項 

【総務部】 

＜日臨技・北日本支部＞ 

 「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キッドの販売」に対する国民向けの啓発に

ついて 

厚生労働省においても注意喚起をされているが、日臨技ホームページでも掲載し国民向け注意喚起を行った。 

 「タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」実技講習追加備品について（通知） 

都道府県の実技講習で使用するシュミレータ送付の案内が届いた。 

 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３年度病理細胞部門研修会（Web開催）：50,000円 

＊令和 3年度第 1回下越支部研修会：50,000円 

【広報部】 

〈ホームページ〉随時更新 

〈メール文書・ニュース〉理事会終了後、発行予定 

【学術部】 

〈検査研究部門〉各種研修会開催案内あり。 

〈精度管理〉・2021 年 10 月 19 日（火） 実施要項 Web 公開（新臨技ホームページ）  

・2021 年 10 月 25 日（月） 精度管理調査試料到着。一般フォト Web 公開  

・2021 年 10 月 27 日（水）～29 日（金） 微生物試料（受領） 

・2021 年 11 月 1 日（月） 報告締切（臨床化学、HbA1c、血液、一般フォトサーベイ）  

・2021 年 11 月 12 日（金） 微生物検査報告締切 

今後、データ集計および目標値等の設定を行う。 

【各支部】 

上越：11/18(木)検体検査研究班研修会を開催予定。 

中越：10月定例役員会議はメール審議。11/20Zoom会議。支部総会 3/5(土)開催予定。 

下越：年度内に総会開催予定 

佐渡：Zoomの研修会を開催予定。 

新潟：役員会（10/6）。11/11(木)微生物研究班研修会開催。11/13(土)支部研修会開催。 

1/16（日）生理検査研究班研修会。1/22（土）病理研究班研修会。支部総会 2/26(土)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 

PCR研修会開催に向けて会場確保を検討中だが、大人数での会場確保は難しい。小規模少人数で開催を検討する。 

２）会員宛の文書発送について 

  今年度をもって郵送による文書発送を終了する。メールでの文書配信への移行を促しているが自宅会員登録（約

120 名）の内、およそ 2／3 が郵送のままであることから、各支部から再度インフォメーションをお願いしたい。 

３）第 94回新潟県臨床検査学会について 

 田村実行委員長より進捗報告がなされた。 

  会期：2021年 12月 4日（土）8：30～14：50 

  会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター３F 

◎開催方法について 

現地開催。 

◎事前登録について 

感染対策上、参加人数を把握するため事前登録制とする。11月 14日現在 191名/定員 250名（学生・賛助会員

含む） 

受付期間：10月 18日～11月 12日 ➡ 11月 26日（金）まで延期 

  ・学会運営マニュアルが配布され、各担当などが報告された。 

  ・一般演題表彰推薦ならびに新人賞推薦について説明があった。 

４）その他 

①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)に延期となった。新臨

技として 6 名（桑原副会長、畔上副会長、田端副会長、田村中越支部長、小林下越支部長、寺島理事）が出席予

定。今後、この 6名で新潟県での開催準備を進めていく。 

現状、肛門機能検査については小林先生（臨港病院）のみ講師可能なため日程調整を進める。 

静脈路確保については看護協会に依頼。吸入器を用いての喀痰を採取する行為については看護学校に依頼。 

今年度中に第 1回を開催予定。令和 4、5年度に 1回/2～3か月のペースで開催予定。 

 ②臨地実習指導者講習会について 

  2021 年 10 月 17 日、24 日、31 日の 3 日間で中央講習会（会員専用の WEB ページにて視聴および ZOOM による

グループワーク）にて実施された。新潟県からは、桑原副会長（日臨技理事）、畔上副会長（新潟県担当）が受講

した。 

  今後の予定としては、北日本支部代表世話人（居鶴会長：山形県、桑原副会長：新潟県）を中心に講習会開催準備

を進める。各施設 1名（施設長推薦）が座学（700分講義受講）終了後、現地での指定講習会（どこの支部開催で

も参加可能）を受講したものが臨地実習指導者となる。 

12月上旬に日臨技 Webで座学のカリキュラムが公開予定。 

指定講習会は、2月（関東甲信越支部）、3月（中国・四国支部）で日程が公開されている。北日本支部でも指定講

習会開催に向けて準備を進めている。 

③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 1階ニコアンド前特設会場 

 パネル展とし、時間、規模を縮小して実務委員 6名で公益事業を行う。 

④新臨技、文書配信システムにおける各支部への施設アドレス提供について 

 文書配信システムに登録されている施設メールアドレスの各支部一覧を作成し、総会等の議案書の配信などに 

活用することが承認された。 



◇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 

施設登録をお願いします。 

 

◇メールでの文書配信について◇ 

今年度をもって文書発送（郵送）を廃止いたします。 

⚫ 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。 

 ⑤事務所（現地）＋Zoomでのハイブリット理事会開催における必要備品整備について 

現地にて理事会を開催する際の新臨技事務所における IT関連備品の購入について承認された。 

 ⑥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。 

⑦研修会案内 

・第 42回新潟病理技術研究会（新潟支部病理研究班研修会）のご案内 

  Zoomミーティング：2022年 1月 22日（土）13：30～16：45 

・上越支部生理部門研修会（Web開催）のご案内 

Zoomミーティング：2021年 11月 29日（日）18：30～19：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） ８：３０～１４：５０ 

会 場  朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ３階 

※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 ～11 月 26 日 

●当日は、会員証をお忘れにならないようお願いいたします。 

●マスク着用、検温、手指消毒にご協力ください。（発熱等のある方は参加をお断りさせて頂くことが 

ございます。ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。） 

総合リハピリテーションセンターみどり病皖 

〒960-0983 新潟市中央区神道寺2-5-1 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  

ダブルライセンスの方を諾望します。 

検査技師業務〈検体検査・生理検査・採血） 

工学士莱務（呼吸器‘輸液ポンプ等医療機器の管理） 

【勤務期間】  通年 

勤務時間 8 時 30 分〜17 時 30 分  

【休日】    土（公休を割り当て、基本的に 1 日休み）、日祝 

【待遇】   

月給：210,000～266,000 円 

交通費：最大 26,000 円  

その他手当等：待機手当（平日 1,000 円、土日祝 2,000 円）、職能手当、扶養手当、年末年始手当 

【応募期限】 令和 4 年 3 月 31 日 

【必要書類】 履歴書  

【選考方法】  面接  

【担当】  

担当者：人事労務課 

所属名：医療法人新成医会 事務局 人事労務課 

TEL:025-244-0030  FAX:025-244-0005 

 


