
2022 年(令和 4 年)4 月 14 日 第 297 号  

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 

事務局行動報告 

 03月 12 日 第７回理事会 

 03月 25 日 第 13 回新潟県救急搬送受入協議会へ田中理事出席 

03月 26 日 日臨技第 7回理事会へ桑原副会長出席 

 04月 08 日 第 95 回新潟県臨床検査学会第 1回 WG 開催 

 04月 10 日 第１回理事会 

連絡事項 

【総務部】 

＜日臨技・北日本支部＞ 

 「タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」追加対応並びに経費精算について（お願い） 

これまで開催した際のご意見・要望を検討した結果、精算対象経費（実務委員 7 名➡8 名以内等）と９つの追加対

応を行うことで決定。 

 日臨技無料職業紹介所の廃止並びに求人情報のリンクのお願い 

5 月 31 日付けで日臨技無料職業紹介所を廃止するに伴い、各都道府県臨床検査技師会の「求人情報」とリンクさ

せてもらいたい。承認で返答。 

 ＜新潟県＞ 

 ・令和 4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前任者2名に打診し推薦予定。 

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） 

 ・新潟県救急搬送・受入協議会委員の継続就任について（依頼） 

 田中利佳理事を協議会委員として継続就任可能と返答。 

 ・新潟薬科大学の役員就任について 

  令和 5年 4 月に医療技術学部及び看護学部の 2 学部開校予定に伴い一部役職者が新任されたことについて 

挨拶状が届いた。 

【広報部】 

〈ホームページ〉随時更新。精度管理事業のバナー等削除。 

〈会誌〉4 月号校正中。５月上旬発送。 

〈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 11 件すべて承認された。 

〈検査研究部門〉検査研究部門長会議を４月末～５月上旬で調整。 

〈精度管理〉ホームページのバナー等削除 



【各支部】 

上越：役員転勤に伴い、後任役員の選出を行う。 

中越：3 月メール審議。次回 4/23役員会予定 

下越：6～7月に研修会予定 

佐渡：5 月に役員会予定 

新潟：3/16役員会開催。次回 4 月中に開催予定 

議題 

１）メール文書発送について 

  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、未だ 50 名程が郵送のままである。 

新規入職会員で施設名を入れず自宅会員に分類される会員に関しては、わかる範囲で連絡をとり施設名の記載を

伝えたい。 

２）新型コロナウイルス感染症に係わる各種内容について 

  進捗・報告事項なし。 

３）通常総会関連について 

  現地開催予定から Web 開催に変更で承認された。 

  会期：2022年 5 月 29 日（日）14:00～  

  施設代表者連絡協議会を同時開催予定だったが延期することとした。 

  総会議案書について承認され 4 月号掲載に向けて入稿済み。 

４）篠川至賞について 

  4 月中に第 1 回表彰委員会開催予定 

  5 月 15日（日）表彰委員会（東映ホテル）にて篠川至賞受賞者を決定する。 

５）第 95 回新潟県臨床検査学会について 

  田中実行委員長より進捗状況について説明がなされた。 

 会期：2022年 12月 18日（日）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 

  【メインテーマ公募】：2022年 5 月 9 日（月）～6月 6 日（月） 会誌 4月号掲載 

  【企画】教育講演（部門長会議にて 3 部門打診）、特別講演（他県でのタスク・シフト/シェアの 

実例などについて等の情報提供を検討） 

  【ランチョンセミナー・機器展示】第 95回も見送る予定 

  【一般演題公募】2022年 6 月 15 日（水）～7 月 27 日（水）演題・抄録同時登録 

  【各種表彰について】 

   ・学会テーマ賞 

   ・篠川至賞・篠川至賞記念講演：通常総会がＷｅｂ開催のため 

  【役割分担】 

   ・会場担当：朱鷺メッセとの打ち合わせ等・・・近藤上越支部長（次年度実行委員長担当支部） 

   ・軽食担当：軽食準備等・・・小宮山佐渡支部長 

６）その他 

①各種表彰について 

  【篠川至賞】について 

  「特別功労部門 1名」、「学術賞部門 1 名」の推薦で篠川至賞選考委員会へ提出予定 

  【名誉会員】について 



松田和博技師、吉原正弘技師が該当。 

松田技師に関しては、現役会員であることから今年度は辞退。 

【生涯教育】 

 令和 2 年度 

１， 畔上公子技師（新潟県立がんセンター新潟病院）320 点 

２， 高橋政江技師（新潟県立妙高病院）290 点 

３， 柳沢悦子技師（新潟県立吉田病院）258 点 

新人賞 

 渡辺翔太技師（南魚沼市民病院）190 点 

 【永年会員功労者表彰】 

  今年度より、日臨技からは個人情報保護の観点から一覧の提出がされない。 

  今後の表彰委員会で検討する。 

  5 月に該当人数がわかるので、わかり次第メールなどでの審議とする。 

 【表彰委員交代】 

  退職・転勤に伴い表彰委員の交代申請があり、承認された。 

  新潟支部表彰委員  

芳賀博子技師（新潟県立がんセンター新潟病院）→市川和美技師（新潟県立がんセンター新潟病院） 

   下越支部表彰委員 

  市川和美技師（新潟県立新発田病院）→筑波聡技師（新潟県立新発田病院） 

 ②精度管理委員交代について 

  精度管理委員の交代の申請があり承認された。 

  徳永直樹技師（新潟県立新発田病院）→志賀篤技師（新潟県立新発田病院） 

③下越支部生涯教育委員の交代について 

 小林下越支部長より、転勤に伴い下越支部生涯教育委員の交代の報告があり承認された。 

齋藤芳弘技師（新潟県立坂町病院）→菅原陽子技師（新潟県立坂町病院） 

 ④新臨技ホームページ関連について 

  当会のホームページをスマホ・タブレットにも対応したサービスパックに変更するにあたり、近藤理事より説明

がなされた。24,700 円/月 ➡ 33,200円/月のリース料金に変更となることで承認された。今後は、オンデマン

ド配信ページの作成（別途）等についても検討する。 

⑤イベントペイの提案について 

  イベント参加 WEB受付システム「イベントペイ」の提案資料について寺島理事より説明がなされた。 

  当会研修会においても新型コロナウイルス感染症の影響もあり、WEB 研修会がメインとなり、参加費徴収について

は無料で開催してきた。受益者負担の観点から参加費徴収のあり方を検討することとしイベントペイの審議を行

った。 

他県でも導入実績もあり、申請受付から決済（カード決済やコンビニ決済など可能）まで一括した案内が可能や

Zoom 連携可能などの利点がある。 

Zoom 連携については、煩雑であるため、寺島理事を管理者としてマニュアル等の整備を行って頂き、今後の実用

については検査研究部門長会議などでも相談して運用するかを検討する。 

⑥経費請求書及び経費使用報告書（支出票）について 

 阿部事務員の退職に伴い、今まで代行・確認してくれていた経費請求書などについて渡邊会長より説明がなされ

た。理事会など１イベントにつき 1 シートを各自で入力申請が必要。今後の運用方法と入力シートについては別

途、連絡する。同様に講師支払領収書、単事業確認書についても変更となる旨が説明された。 



異動に伴うお願い 
 

【職場を異動された方】 

速やかに日臨技会員専用サイトから異動手続きをお願いします。 

 

【施設から自宅会員へ異動された方】 

新年度より、紙による文書発送は廃止となります。 

新臨技ホームページ「文書配信システム」から新規登録をお願いします。 

 

【メールによる文書配信システムの連絡責任者の方】 

連絡責任者が異動または退会されると、施設宛のメールによる文書配信が施設

所属会員に届かなくなる可能性があります。 

必ず新臨技ホームページ「文書配信システム」から、連絡責任者・メールアド

レス等の変更登録をお願いします。 

＊施設所属会員の個人での申請はしないでください。 

＊文書配信システムの連絡責任者は各施設 1名の登録でお願いします。 

 

【日臨技の施設連絡責任者の方（会員名簿記載の連絡責任者）】 

連絡責任者の変更があった場合は、速やかに新臨技事務所にご連絡ください。 

 

【施設運営管理者の方】 

  新臨技 HP下のバナー 施設運営管理者協議会からお入りいただき、登録情報

の変更を選んだ後、必要事項をご登録ください。 

 

各種お問い合わせ先 

⚫ 新臨技ホームページ「お問い合わせ」から 

⚫ 新臨技メールアドレス jimukyoku@sinringi.or.jp から 

 ⑦新潟県開催のタスク・シフト/シェアについて 

  日臨技へ 2 か月前までに申請が必要。県内の感染高止まり状況等を踏まえ現段階での実技講習会の開催は難しい。 

⑧新臨技事務員退職について 

阿部事務員は 23 年間の長きにわたり新臨技活動にご尽力をいただきました。 

新臨技事務員の後任としては週数回勤務でパート１名を採用予定。 

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。 
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◇メールでの文書配信について◇ 

郵送での文書発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。 

文書配信システム 会員登録  https://www.sinringi.or.jp/news_regist/  

⚫ 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。 

 

◇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（自宅会員としての登録されます）は、是非とも自施設の施設

名の登録をお願いします。 

 

＜会員情報の確認・変更方法＞ 

①日臨技 会員専用ページよりログイン ログイン (jamt.or.jp) 

②会員情報 ➡ 会員情報変更 

③「勤務先」を入力（施設番号は各施設に配布済みの会員名簿よりご確認ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★第 95回新潟県臨床検査学会のご案内★ 

会 期  2022 年 12 月 18 日（日） 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 

   【メインテーマ公募】 

2022年 5月 9日（月）～6月 6日（月） 会誌 4月号掲載 

   【企画】 

教育講演、特別講演等 

   【一般演題公募】 

2022年 6月 15日（水）～7月 27日（水）演題・抄録同時登録 

https://www.sinringi.or.jp/news_regist/
https://www.sinringi.or.jp/news_regist/
https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx
https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下越病院 

〒956-0814 新潟市秋葉区東金沢 1459-1 

【募集内容】  パート職員（急募） 

【業務内容】  
検査業務全般（検体検査、生理機能検査）週 2 日程度の勤務、退職者の退職日により今後 5 日程度

の勤務日数に変更予定有。 

【勤務期間】  通年（2022 年 4 月～2023 年 3 月） 

【勤務時間】 8 時 30 分〜16 時 30 分、8 時 30 分〜12時 30 分 

【休日】    日、祝、週休二日制 

【待遇】   
時給：1190 円 

交通費：片道 2km 以上の方のみ自動車通勤可、月 1500 円の駐車場代が必要 

【必要書類】 履歴書 

【選考方法】  面接 

【担当】  

担当者：高橋真帆 

所属名：検査課 

TEL：0250-22-4711  FAX：0250-21-1032 

 

新潟医療生活協同組合 木戸病院 

〒950-0862  新潟県新潟市東区竹尾4丁目13－3 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  

臨床検査技師 

生理検査、検体検査、採血・検体採取等業務 

経験不問 

【勤務期間】  通年 

【勤務時間】 8 時 30 分～17 時 00 分※第 2 ･4 土曜日 8 時 30 分～12 時 30 分 

【休日】    日、祝、その他 

【待遇】   

基本給 164,700～196,900 円 

※基本給は当生協の給与表に基づき、決定されます。掲載金額は未経験～経験 5 年程度で算定 

●待機番手当（1 回 1,000～2,000 円） 

●危険手当（月額 8,000 円） 

●互助会手当（月額 2,000円） 

●通勤手当（上限月額 24,000 円)＊2km 未満不可 

その他、当生協の支給要件に基づき住宅手当や扶養手当等あり 

詳細は、ハローワーク求人またホームページをご覧ください 

【必要書類】 ｢履歴書（写真貼付)、職務経歴書」を事前連絡の上ご郵送ください。 

【選考方法】  謝演選考、筆記試験、面接（筆記試験・面接日は後日連絡致します） 

【担当】  

担当者：山崎梨沙 

所属名：人事課 

TEL 025-250-0951 FAX､025-273-8360 

 


