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事務局行動報告 

 07月 16日 第 3回理事会 

 07月 19日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会へ小丸理事出席 

07月 21日 日臨技理事会へ桑原副会長出席 

 08月 21日 施設運営管理者協議会 

09月 17日 第 4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対策の基本対処方針の変更について 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より案内が送付された。 

 「日臨技共済制度」感染症罹患共済金制度の補償項目の変更について（通知） 

新型コロナウイルスの流行の結果、自宅療養も共済金の支給対象に盛り込まれた。 

 令和 4年度日臨技北日本支部医学検査学会（第 10回）一般演題座長推薦について（依頼） 

臨床生理部門：今井留美（魚沼基幹病院）  臨床化学部門：星山良樹（新潟大学医歯学総合病院） 

臨床一般：松雪咲身（長岡赤十字病院）   臨床微生物：山本絢子（県立中央病院） 

 医師法施行規則等の一部を改正する省令について（通知） 

表記について厚生労働省医政局長から、臨床検査技師関係（免許申請様式の一部改正、臨床検査技師国家試験の

受験手順の一部改正）について通知があった。 

 日臨技「認知症ワーキンググループ」より認知症予防啓発活動の提案について 

 「正解アルツハイマー月間」（9月）における普及・啓発イベントへのご協力のお願い 

 令和 4年度全国「検査と健康展」開催助成金について（通知） 

日臨技より、検査と健康展開催にあたり、500,000円が送金された。 

 令和 4年度「日臨技生涯教育推進研修会」の送金について 

8月 30日付けで 1研修会（50,000円）分が送金された。 

 会費の送金について   

令和 4年度 7月締め分（6名）39,000円が送金された。 

 日本臨床衛生検査技師会のご案内 

卒後の会員取得にため県内の臨床検査技師養成校に PR活動を行う。 

 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等

に関する検討会  

検討会の報告書が送付された。 

 令和 4年度日臨技北日本支部研修会 「病理細胞部門研修会」開催案内 

 令和 4年度地域医療介護総合確保基金（事業区分６）の追加募集について 



消費税収の財源とした地域医療介護総合確保基金の更なる活用のため事業区分６の主な活用事例を提示し追加募

集が行われている。タスクシフト／シェアにかかる費用が該当する。 

＜新潟県＞ 

 「第 75回新潟日報文化賞」候補者の推薦について（依頼）  該当者なし 

 令和 5年春の外国人叙勲候補者の推薦について（依頼）  該当者なし 

 第 37回がん征圧新潟県大会の出席等について（依頼）  田端副会長出席で回答 

 令和 4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）  該当者なし。 

 第 13回新潟県救急搬送・受入協議会の提言、新潟県救急搬送・受入協議会委員会名簿 送付 

 結核研究奨励賞公募について   現在該当なしだが微生物部門長に再度確認する。 

 公益財団法人新潟県健康づくり財団がん征圧維持会員 年間費納入のお願い   10,000円/1口納入済み 

【広報部】 

〈ホームページ〉随時更新 

〈会誌〉10月号作成準備中 

〈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〉日臨技助成金 10件受領。 

〈検査研究部門〉研修会開催案内あり。共催など審議事項あり。 

支部内の研修会開催にあたり担当理事等への連絡・申請の徹底をお願いしたい。 

〈精度管理〉実施要項など新臨技ホームページに掲載依頼を行う。 

【各支部】 

上越：9/3(土)支部研修会。 

中越：8/20(土)中越支部フォーラム開催。8/2７役員会（Zoom）。次回（９月末）メール審議の予定。 

12/10研修会（Zoom）予定。 

下越：9/3(土)第 2回研修会。豪雨災害の申請あり。 

佐渡：8/20(土)研修会。尿沈査実習予定（開催日時未定） 

新潟：9/4(日) 支部研修会開催。9/21(水)役員会。12/10病理研究班研修会予定。 

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 

追加の実務委員として、佐藤事務局次長、伊藤理事を任命。実技の指定講習会未受講のため、日臨技から経費が 

下りない。よって新臨技経費でお願いしたいと依頼があり承認された。 

指定講習会当日の開始時間が早いため、遠方から出務してくる実務員（１名）の前泊の依頼があり承認された。 

岩手県技師会より見学（2名）したいと申し出があり、1日見学することへの承認がなされた。 

年内にもう一回、開催予定。 

ダブルライセンスについて質問があり、現行、一方で就職されている技師がほとんどのため、該当するタスク 

シフト・シェアの受講しか受けていないと思われる。 

２）第 95回新潟県臨床検査学会について 

 教育講演：4講演 

 一般演題：26演題 

 特別講演：「新しい『日臨技 品質保証施設認証制度』について」日臨技滝野寿専務理事 

 各種表彰、篠川至賞受賞記念講演 



定員 250名（正会員、賛助会員など）で募集予定。 

ランチョンセミナーは実施しない。軽食を配布。 

今後、ワーキングを開催し当日のタイムスケジュールなど再考する。 

３）その他 

① 2022年度 糖尿病を知るつどいについて 

田端副会長より報告がなされた。 

② 新潟県乳がん検討委員会企画委員会、新潟はっぴー乳ライフ実行委員会合同会議 

「ピンクリボンホリデー2022」について、小丸理事より開催内容等の報告がなされた。 

③ 肺癌個別化治療講演会～検査技師の大切な役割～ の後援について 

日本イーライリリー株式会社より後援依頼申請があり、後援承認で回答 

④  8月 4日水害被害調査について 

床下浸水、床上浸水など県内 4名の県内技師より報告・申請があった。 

⑤ 第 5回日本在宅医療推進連合学会大会（ご案内） 

2023年 6月 24、25日（朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター）開催案内が送付された。 

⑥ 講師支払調書送付の廃止案について 

マイナンバー提示対象者（年間 5万円以上）以外の送付廃止案について提案された。 

事務作業低減を考慮し廃止の報告で検討する。 

⑦ 令和 4年度施設運営管理者協議会開報告について 

桑原副会長より参加人数や効果などについて報告がなされた。 

⑧ 令和 4年度第 1回新臨技臨床微生物部門研修会への共催のお願い 

臨床微生物部門よりベックマン・コールター株式会社との共催申請書提出され承認された。 

⑨ 肺癌分子標的治療にたどり着くための検査と治療成績について（仮） 

アストラゼネカ株式会社主催の研修会の後援依頼があり承認された。 

⑩ 令和 4年度新潟県臨床検査精度管理調査について 

実施要項など新臨技ホームページ掲載依頼を行う。 

⑪  臨地実習指導者講習会について 

年度内に開催できるように準備を進めたい。 

⑫ 研修会案内 

・令和 4年度新臨技臨床微生物部門研修会  令和 4年 10月 29日(土)13:30～16:30 有壬記念館 大会議室 

・令和 4年度 染色体・遺伝子部門研修会（Web開催）  令和 4年 11月 5日（土）14：00～15：30 

・令和 4年度 新潟県臨床検査技師会病理細胞部門研修会（Web） 令和 4年 11月 20日（日）12:50～16:35  

・第 31回新潟糖尿病セミナー（ハイブリット開催） 

 令和 4年度 10月 23日（日）8：45～13：00 新潟市内ホテル等会場＋オンライン 

・肺癌分子標的治療にたどり着くための検査と治療成績について（仮）（Web開催） 

 令和 4年 11月 5日（土）16：00～16：50 

 

⑬ 求人情報：求人情報｜一般社団法人新潟県臨床検査技師会 (sinringi.or.jp) 

詳細は新臨技ホームページもしくは施設ホームページをご確認ください。 

 社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院（新潟市西区）：契約職員もしくはパートタイマー 

  勤務期間：令和 4年 9月 1日～令和 5年 12月 31日 

 新潟医療生活協同組合 木戸病院（新潟市東区）：正規職員 

 新潟中央病院（新潟市中央区）：正規職員 

https://www.sinringi.or.jp/recruit/


◇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） 

 新潟県立十日町病院（十日町市）：臨時職員 

  勤務期間：令和 4年 11月～令和 5年 3月 

 南魚沼市民病院（南魚沼市）：正規職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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） ９：００～１５：５０（予定） 

会 場   朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ３階 

定 員   200名         

   参加費    会員 2,000円  賛助会員 2,000円  非 会 員 6,000円  学生 無 料 

   申込方法  事前申込制と致します。10月 1日（土）～11 月 11日（金）   

         会員：日臨技ホームページの会員サイトから事前登録を行ってください。 

         会員以外：担当者までお申込願います。 

＊詳細は、新臨技会誌１０月号を参照ください。 

 

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

