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事務局行動報告 

06月 19日 6月常任理事会 

06月 25日 日臨技総会（東京）へ桑原副会長出席 

06月 29日 第 1回精度管理委員会開催 

07月 15日 第 1回臨床検査精度管理協議会へ佐藤事務局次長、伊藤理事出席 

07月 16日 第 3回理事会 

連絡事項 

【総務部】 

＜日臨技・北日本支部＞ 

 令和 4年度日臨技北日本支部医学検査学会（第 10回）一般演題募集および抄録登録の期日延長について 

6月 30日(木)⇒7月 29日(金)に登録期間が延長になった旨、お知らせが届いた。 

 第 51回医療功労賞（令和 4年度）募集要項が届いた 

該当者なし。 

＜新潟県＞ 

 一般財団法人日本公衆衛生協会が行う令和 4年度公衆衛生事業功労者の表彰候補者の推薦について（依頼） 

該当者なし。 

 令和 4年度社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰の候補者推薦について（依頼） 

該当者なし。 

 新潟糖尿病教育研究会幹事が坂西前副会長のままになっているため星山理事に担当変更の依頼をした。 

 第 37回がん征圧新潟県大会の後援について（依頼） 

後援承諾で回答。 

 厚労省が定めるタスクシフト/シェア実技研修会および事前準備の会場として新潟医療技術専門学校 西新潟中

央病院キャンパスの使用申請をしていたが、使用許可の通知が届いた。 

 肺高血圧症 Webセミナー～身近に潜む難病を知る～ の後援について 

後援承諾で回答。 

 令和 4年度新潟県臨床検査技師会施設運営管理者協議会への講師依頼について（回答） 

8月 21日(日)に行われる施設運営管理者協議会において宮島会長へ講師依頼をしていたが、内諾の旨回答が届い

た。 

 「2022年度新潟県糖尿病週間」後援について（お願い） 

後援承諾で回答。 

 「第 22回コロキウム虚血性心疾患 in新潟」の後援名義使用について（お願い） 

後援承諾で回答。 

【広報部】 

〈ホームページ〉7月 11日よりスマホ・タブレットに対応するよう更新した。 



〈会誌〉7月号発刊予定。 

〈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〉講師の生涯教育加点について登録の際、しっかり確認すること。 

〈検査研究部門〉特になし 

〈精度管理〉精度管理委員会開催。精度管理調査は例年通り。試料の値上げ等について話し合いを行った。 

【各支部】 

上越：7/21(木)役員会。9/3(土)支部研修会予定。 

中越：6/25(土)役員会（Zoom）。次回はメール審議の予定。8/20(土)中越支部フォーラム開催予定。 

現地開催とするか否かはもうしばらく様子を伺いながら決定する。 

11/3(木)糖尿病を知る集いでは対面での血糖測定等実施しないことが決定した。 

下越：7/2(土)に第 1回研修会開催。9/3(土)第 2回研修会を予定。 

佐渡：8月上旬役員会予定。8/20(土)研修会予定。 

新潟：6/22(水)役員会。次回 8/24(水)予定。支部研修会 9/4(日)開催予定。 

7/24(日)一般検査研究班研修会予定。 

議題 

１）タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会について 

桑原副会長よりタスクシフト・シェアに関する厚生労働大臣指定講習会について報告がなされた。 

日時：令和 4年 9月 25日(日)  場所：医療技術専門学校 西新潟中央病院キャンパス 

応募が定員 60名に達した。 

講師は 4名の先生に依頼し、講習会の進め方など確認していただいているところ。  

今後、実務委員で機器の準備や当日の役割分担等詰めていく。 

２）第 95回新潟県臨床検査学会について 

 学会メインテーマについて：理事で投票を行い決定した。 

 教育講演について：検査研究部門 3部門より申し込みがあり、3講演予定する。 

 一般演題について：受付期間 7/27(水)まで 演題応募について理事各施設でも声掛けをお願いしたい。 

３）その他 

① 令和 4年度新潟県臨床検査技師会施設運営管理者協議会について 

現在登録施設 54施設 開催案内を送り出席依頼を行う。 

転勤等で技師長が変更になっている施設は登録情報の変更をお願いしたい。 

日時：令和 4年 8月 21日(日)14:00～17:00 

会場：新潟医療技術専門学校 2F講堂 

シーメンスヘルスケアにご担当いただく講演の後援名にシーメンスを入れる旨依頼があり、理事会で承認された。 

日臨技宮島会長をお招きし、臨床検査技師を取り巻く情勢についてなどご講演していただく予定。 

② 研修会案内 

 第 37回がん征圧新潟県大会開催要領 

 令和 4年 10月 6日 13:00～16:30  新潟県民会館 大ホール 

 令和 4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 4年 9月 4日(日)13:30～14:30 

 肺高血圧症 Webセミナー～身近に潜む難病を知る～ 

 Zoomミーティング：令和 4年 8月 26日 19：00～19：50 

 第 50回一般検査研究班研修会のご案内 



◇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） 

 令和 4年 7月 24日(日)9：30～12：30 新潟医療技術専門学校 ３F実習室３ 

 令和 4年度第 1回佐渡支部研修会（Web開催）のご案内 

 Zoomミーティング：令和 4年 8月 20日(土)13：30～15：40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県臨床検査技師会施設運営管理者協議会について 

◎転勤等で施設運営管理者が変更になった施設は登録情報の変更をお願い致します。 

登録情報変更については新臨技ホームページからお願い致します。 

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) 

 

令和 4 年度新潟県臨床検査技師会施設運営管理者協議会 

    日時：令和 4 年 8 月 21 日(日)14:00～17:00 

    会場：新潟医療技術専門学校 ２F 講堂 

※施設運営管理者連絡用メールアドレスに協議会案内を送信いたします。 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会医療法人仁愛会 新潟中央病院 

〒950‐8556 新潟県新潟市中央区新光町 1番地 18 

【募集内容】  臨時職員、パート職員 

【業務内容】  検体検査全般、生理機能検査、採血、受付業務等 

【勤務期間】  令和 4 年 8月 1 日～令和 5年 9 月 30 日 

勤務時間 8 時 40 分〜17時 10 分 （うち休憩 55 分） 

※パート職員の場合は希望に応じて調整可 

【休日】    土、日、祝日  

【待遇】   

・月給 基本給 187,000 円 ※経験年数は当院規定により加算 

・決まって支払われる手当：調整手当（基本給の 8％） 

・賞与年 2 回（昨年実績 4.3 か月） 

・交通費：片道 2Km 以上から支給 上限 30,000円 

・その他手当等：扶養、住宅、超過勤務、拘束、年末年始勤務手当等 

・社会保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 

・福利厚生：単身宿舎あり（寮費無料）、院内保育施設 

・パート職員の場合は時給 1,230 円～ 経験年数は当院規定により加算 

 諸手当、社会保険等は対象となる項目となります 

【応募期限】 令和 4 年 7月 22 日(金) 病院見学可：臨床検査科 青田 

【必要書類】 履歴書 その他（資格証明書写し） 

【選考方法】  
面接  

選考日は 7 月中予定 応募者に随時連絡いたします。 

【担当】  

担当者：総務課 上野 豪 

    臨床検査科 青田 和子 

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

 

★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 

   

 一般演題公募中：2022年 6月 15日（水）～8月 10日（水）演題・抄録同時登録 

是非とも日頃のご研鑽の成果を発表していただきますようお願い致します。 



 

 

 

公益財団法人 新潟県保健衛生センター 

〒951‐8680 新潟県新潟市中央区白山浦 2丁目 180番地 5 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  
出張型健診業務（市町村の住民健診や学校健診など）において県内の各健診場所での尿監査、心電

図などの臨床検査技師業務全般、採血、健診に関する事務処理等を行っていただきます。 

【勤務期間】  通年 

勤務時間 平日 8 時 30分〜17時 00分 ※健診の都合により早出があります 

土曜 8 時 30分～12時 00分 

【休日】    日、祝、土曜日は第 1・3・5 土曜交代で半日勤務、年末年始、夏季休暇 

【待遇】   

基本給 177,400～250,000円 

交通費（実費支給（上限月額 49,000 円）車通勤の場合、駐車場自己手配、駐車料金は支給しません） 

その他手当等（賞与・超過勤務手当・扶養手当・住宅手当（扶養手当・住宅手当は年齢制限あり） 

【必要書類】 履歴書 

【選考方法】  面接 

【担当】  

担当者：松本・大坂 

所属名：総務部 総務課 

TEL:025-267-8191  FAX:025-232-0891 

 


