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事務局行動報告 

11月 14日 第 5回理事会 

 11月 25日 日臨技「災害対策支援規程」説明会（Web）へ田端副会長出席  

 12月 04日 第 94回新潟県臨床検査学会 

 12月 14日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会へ小丸理事出席 

 01月 13日 新潟県生活習慣病検診等管理指導協会 循環器等検診部会（Web）へ渡邊会長出席 

01月 26日 第 2回新潟県精度管理協議会へ佐藤事務局次長出席 

 01月 30日 第６回理事会 

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 140,000円（3研修会分として） 

 令和 4年度都道府県技師会の会費の送金について 

継続会員の年会費は日臨技が一括徴収し都道府県技師会に 3 月末と 4 月末の 2 回に分けて送金していたが令和 4

年度より都道府県継続会員の会費の送金から 4月末の 1回の送金となる。 

よって、次年度から退会者への返金処理が不要になるなど各都道府県の事務作業軽減が図れる。 

 衛生検査所・調査指導員の選出について（依頼） 

医療関連サービス振興会より衛生検査所・地区委員会調査指導員の推薦依頼があり、齋藤大造技師（新潟医療福

祉大学）を推薦 

 災害対策支援規程に基づく災害対策支援協定書の締結について（ご依頼） 

令和 3年 11月 25日（木）web開催 出席者：田端副会長 

自然災害などの支援のための「災害時支援対策マニュアル」の改訂にあたり災害時支援協定書の締結に関わる説

明がなされた。日臨技と各都道府県技師会が正確な被災状況の把握及び効果的な支援活動を行うための協定を締

結する。新潟県としても締結を行う予定。各都道府県としては、行政との連携が重要である。 

 「参議院議員宮島よしふみ政経セミナー」開催への協力依頼 

日臨技理事会に合わせて開催予定だったが、理事会延期に伴いセミナーは Web開催となった。 

7年間の業務内容及び 2期目も目指すので協力をお願いしたとの内容であった。 

・令和 4．5 年日臨技会長候補者選挙について（投票率 44.1％） 

当選者得票数  宮島喜文 氏 ： 17425票  

次点者得票数  横地常広 氏 ： 12110票 

 ＜新潟県＞ 

 ・令和 4年秋の叙勲・褒章候補者の推薦及び叙勲・褒章の潜在候補者調査について（依頼）  該当者なし 

 ・令和 4年秋の外国人叙勲候補者の推薦について  該当者なし 



 ・「小島三郎記念技術賞」及び「福見秀雄賞」の推薦について（依頼）  該当者なし 

 ・国民医療を守るための決議の採択について（ご依頼） 

  日本医師会が各医療関連団体などに呼び掛けて発足した「国民医療推進協議会」としての活動に取り組む 

協力依頼が新潟県医師会よりあり、賛同で回答。 

 ・賛助会員ご加入及び寄付金のお願い 

  公益財団法人新潟県臓器移植推進団体より賛助会員のご加入及び寄付金のお願いがあり例年同様に団体年会費と

して 10,000円納付した。 

 ・4月 9日「子宮頸がんを予防する日」集中キャンペーン寄付のお願い 

  1口 3万円以上。例年、寄付をしていないことから今回も見送ることとした。 

【広報部】 

〈ホームページ〉随時更新 

〈会誌〉1月末から 2月初旬に各施設に発着予定 

〈メール文書・ニュース〉理事会終了後、発行予定 

【学術部】 

〈生涯教育〉日臨技生涯教育推進研修会への申請が 11 件。今後の研修会開催でも申請して頂きたい。 

〈検査研究部門〉各種研修会・総会開催案内あり。 

〈精度管理〉・2022年 2月 8日（火）JAMTQCより施設別報告書ダウンロード可能（予定） 

      ・2022年 3月 4日（金）令和 3年度生物検査技術研修会・臨床検査精度管理調査検討会（ｵﾝﾗｲﾝ研修） 

【各支部】 

上越：2/26(土)支部研修会・総会 web開催予定 

中越：12/29、1/29 Zoom会議。次回 2/25Zoo会議予定。3/5(土)支部研修会・総会 Web開催予定。 

下越：3/12支部研修会・総会 web開催予定 

佐渡：2/26支部研修会・総会 web開催予定。 

新潟：次回 2/9役員会予定。2/23(水・祝)支部研修会・総会 web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 

・「看護職員等処遇改善事業実施要綱」等について 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和 3 年 11 月 19 日閣議決定)において、 地域でコロナ医療な

ど一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提とし

て、収入の 1%程度(月額 4,000 円)引き上げるための措置を 令和 4 年 2 月から前倒しで実施されることを踏ま

え、看護職員等の処遇改善を行うこととされ、 別添「看護職員等処遇改善事業実施要鋼」が定められ、各都道府県

知事並びに病院関係団体等に通知された。 

別表（看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の本事業による処遇改善の対象とすることができるコメディカ

ル）として臨床検査技師も該当する。 

・県内における PCR実技研修会の追加開催については、現状では厳しい。 

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、おおよそ半数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（2021年 12月 4日開催） 

 田村実行委員長より総括がなされた。 

参加人数：212名（会員 146名、賛助会員 18名、新潟県会員 1名、非会員 1名、学生 46名） 



コロナ禍において例年とは異なる形式での開催となったが、大きなトラブルなく無事に終えることができた。 

４）篠川至賞について 

  篠川至賞の規定を改めて送付するので、各支部・各学術部門より推薦者を上げて頂きたい。（報告締切：2 月末） 

５）その他 

①第 5回臨床検査技師臨地実習指導者講習会(北日本支部講習会)について 

日時：2022年 2月 20日（日） 

2022 年 4 月入学生から臨床検査技師養成施設の教育内容が新たに開始されるに際し、臨地実習施設には厚生労働

省指定の臨地実習指導者講習会を受講した勤務年数 5 年以上の臨床検査技師が「臨地実習指導者」として１名以

上の設置が条件となった。 

募集定員 60名に対して申込人数に余裕があるため各施設でもインフォメーションをお願いしたい。 

②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 

新潟県おける第 1回のタスク・シフト/シェアに関する実技講習会（2022年 2月 27日（日）開催予定） 

➡ 現在のコロナ禍の状況より延期とすることが承認された。2022年 4月を目標に再度、準備を進めたい。 

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名で公益事業を行った。 

 臨床検査技師としての業務内容 12 枚のパネルやリーフレット配布など例年とは違ったコロナ禍での開催形式と

なった。新型コロナウイルスについてなど来場者は興味深く説明に耳を傾けていた。 

④新潟はっぴー乳ライフ実行委員会会議報告について 

議題に沿ってオンラインにて実行委員会が開催された。 

代表の交代 小山先生 ➡ 田邊先生 

ピンクリボンホリデー2021 の開催報告ならびにピンクリボンホリデー2022 の開催について話し合いが行われた。 

 ⑤新潟県民医療推進協議会令和 3年度健康寿命延伸フォーラム（案） 

  現在、主催の新潟県民医療推進協議会・新潟県が日時、会場など調整中 

 ⑥令和 3年度収支執行状況について 

  小柳事務局長より、予算額と中間報告の差のある科目についての報告がなされた。（4点） 

   参加費収益：県学会参加人数の減少。 

   委託事業利益：新型コロナに関わる PCR研修など未実施のため新潟県からの委託金なし。 

   協賛金収益：県学会での協賛金の減少 

   学術部活動費：学術部門研修会会計未処理のため正確な数字が報告できない 

 ⑦第 95回新潟県臨床検査学会について 

  会期：2022年 11月もしくは 12月を予定 

  会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター（空き状況を確認する） 

  実行委員長：田中新潟支部長（予定） 

 ⑧新臨技事務員の引継ぎについて 

  新臨技の事務員として会員管理および新臨技業務にご尽力いただいている阿部事務員の退職に伴う 

業務引継ぎの進捗状況が報告された。 

 ⑨令和 3年度支部会費送金について 

  各支部担当者は送金内訳を確認する。 

⑩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。 

⑪研修会案内 



◇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。 

・令和 3年度日臨技北日本支部研修会臨床検査総合部門研修会 

Zoomを用いたライブ配信：2022年 2月 5日（土）12：45～ 

・臨床生理部門神経生理分野研修会 神経生理検査セミナー2022のご案内 

  Zoomミーティング：2022年 2月 20日（日）13：30～16：50 

 ・令和 3年度第 2回新潟支部研修会（Web開催）・新潟支部定期総会のご案内 

Zoomミーティング：2022年 2月 23日（水）13：30～ 

・上越支部春季研修会及び支部通常総会（Web開催）のご案内 

Zoomミーティング：2021年 2月 26日（土）13：30～ 

・令和 3年度第 1回佐渡支部研修会（Web開催）ならびに佐渡支部総会のご案内 

Zoomミーティング：2022年 2月 26日（土）13：30～ 

 ・中越支部講演会・中越支部通常総会（Web開催）のご案内 

Zoomミーティング：2022年 3月 5日（土）14：00～ 

 ・令和 3年度第 2回下越支部研修会（Web開催）のご案内 

Zoomミーティング：2022年 3月 12日（土）14：00～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 94回新潟県臨床検査学会のご報告 

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 

●参加人数：212名（会員 146名、賛助会員 18名、新潟県会員 1名、非会員 1名、学生 46名） 

 

新型コロナウイルスの影響もあり、例年通りの開催様式とはなりませんでしたが、多くの方の

ご参加ならびに一般演題登録を頂き誠にありがとうごいました。 

 

次回：2022 年 11 月もしくは 12 月に第 95 回新潟県臨床検査学会開催（予定） 

総合リハピリテーションセンターみどり病皖 

〒950-0983 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人恒仁会 新潟南病皖 

〒950-8601 新潟市中央区鳥屋野2007番地6 

【募集内容】  臨時職員（１年毎更新） 

【業務内容】  
検体検査全般、生理検査、採血業務 

＊自宅待機 2週間に 1～2回程度（手当あり） 

【勤務期間】  通年 

【勤務時間】 8 時 30 分〜17 時 30 分  土曜日 8 時 30 分～12 時 30 分 

【休日】    日曜・祝日 ＊週休 4 週 8 休体制 

【待遇】   

日額：約 9,000 円（調整手当を含む。4～6 年目の場合） 

交通費：最大 20,000 円  

その他手当等：待機手当 

【応募期限】  

【必要書類】 履歴書  

【選考方法】  面接  

【担当】  
担当者：病院事務部 事務長 渡部学 

TEL:025-284-2511  FAX:025-284-2080 

 

新潟県立加茂病皖 

〒959-1397 加茂市青海町1丁目9番1号 

【募集内容】  パート職員 

【業務内容】  検体検査、生理検査、異常番あり（要相談） 

【勤務期間】  
期間限定（2022 年 3 月～2023 年 3 月） 

更新の可能性あり 

期間限定（2022 年 4 月～2023 年 3 月） 

更新の可能性あり 

【勤務時間】 8 時 30 分〜15 時 20 分 

【休日】    土曜・日曜・祝日  

【待遇】   

月額：139,000～183,180 円 

交通費：最大 55,000 円  

その他手当等：地域手当、住居手当、賞与 

【応募期限】 令和 4 年 2 月 28 日まで 

【必要書類】 履歴書 、職務経歴書 

【選考方法】  面接  

【担当】  

担当者：経営課庶務係 森山 

TEL:0256-52-0701  FAX:0256-52-2258 

 


