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10月 20日 第 5回理事会 

 10月 21日 新潟県作業療法士会公益社団法人移行記念式典に坂西副会長出席 

 10月 21日 ピンクリボンホリデー2018へブース出展 

 10月 26日 第 63回予防医学事業推進全国大会へ阿部副会長出席 

 10月 27日 平成 30年度新潟県医師会設立記念大会へ渡邊会長出席 

 10月 27日 無料ヘモグロビン A1ｃ測定会 

 11月 09日 北日本支部連絡会議（青森県）へ桑原副会長出席 

 11月 10日 北日本支部学会（青森県）式典へ渡邊会長出席 

 11月 10日 糖尿病関連イベントへ参画 

 11月 11日 糖尿病を知る集いへ参画 

 11月 23日 全国検査と健康展開催 

 12月 04日 ピンクリボンホリデーの打合せに五十嵐理事 WEB参加 

 12月 06日 第 5回精度管理委員会 

 12月 15日 12月常任理事会  

 

連絡事項 

 総務部 

＜日臨技・北日本支部＞ 

・「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講促進のお願い」について 

 新潟県修了者：63.9％（全国平均 68.5％） 平成 30年 11月 28日現在 

・「各賞受賞候補者の推薦について」 

 日臨技より各賞受賞候補者の推薦の依頼があった。 担当：阿部副会長 

・平成 30年度先駆的臨床検査技術研修会について 

 第 4回神経生理研修会 2019年 2月 16日（土）・17日（日） 日臨技会館 

 生理機能検査研修会 2019年 2月 23日（土）・24日（日） 日臨技会館 

・第 68回日本医学検査学会 in下関 一般演題締切日再延長について 

2018年 12月 25日（火）まで延長 

＜新潟県＞ 

・「平成 31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） 

担当：阿部副会長 

・「小島三郎記念技術賞」及び「福見秀雄賞」の推薦について 担当：阿部副会長 

・「診療放射線技師学校養成所指定規程及び臨床検査技師学校養成所指定規則の一部を改正する省令」による 

改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則等による新たな教育内容を受けて臨床検査技師国家試験に合格した者 

に関する留意事項について」 

 厚生労働省医政局医事課の連絡を受け新潟県福祉保健部医務薬事課長より、平成 28年 4月 1日以降に入学・ 

入所した学生・生徒は新たな検体採取を行うにあたり厚生労働大臣が指定する研修会を受ける必要はないことの 

お知らせがあった。 

 ・「医療政策講演会の開催について」 

  新潟県医師会より講演会への出席のお願いがあった。 

 ・「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財団へ賛助会費団体年会費を納付。 

 ・「第 14回超音波セミナーin新潟」について 

後援依頼があり承認された。 

広報部 

〈会誌〉12/15会誌編集会議。 

〈ホームページ〉随時更新。 

〈ニュース〉理事会終了後、発行予定。 

学術部 

〈検査研究〉順次、研修会案内など、ホームページに掲載依頼。 

〈精度管理〉11/11新潟県臨床検査技師会精度管理試料発送。12/6第 5回精度管理委員会開催 

      3月上旬 報告会を予定 

      今後、メーカーへ参加協力依頼については臨薬協からの通知に対応する必要がある。 

〈生涯教育〉生涯教育助成金について未登録が 4研修会あり。年間 20研修会の助成金申請を行うにあたり今後

行われる研修会については積極的な登録をお願いしたい。 

各支部 

  上越：11/26役員会開催。次回 12/18開催予定。2/23研修会・総会 

中越：11/3世界糖尿病 Day参加。12月ふれあい研修会参加。 

11/22役員会開催。次回 1月予定。3/9研修会・総会 

下越：12/1研修会・役員会開催。2/7次期支部役員選考委員会開催。3/2総会 

  新潟：11/14役員会開催。次回 12/19開催予定。2/16研修会・総会 

●第 92回新潟県臨床検査学会について（平成 30年 10月 28日（日）朱鷺メッセ） 

  第 92回新潟県臨床検査学会の収支報告・各セクションの次年度検討事項など総括が行われた。 

 次回：2019年 11月 16日（土）朱鷺メッセにて第 93回新潟県臨床検査学会開催予定 

●公益事業（報告）について 

・乳がん予防啓発事業（新潟はっぴー乳ライフ）：2018年 10月 21日（日）岩室地区公民館 

・2018年度無料 HbA1c測定会：2018年 10月 27日（土）新潟大学駅南キャンパスときめいと 

・2018年度 HbA1c測定会：2018年 11月 10日（土）NEXT21 １F 

・2018年度糖尿病を知るつどい：2018年 11月 11日（日）NEXT21 市民プラザ 

・すこやかともしびまつり 2018：2018年 9月 29日（土）・30（日）アオーレ長岡 

・糖尿病を知るつどい（佐渡）：2018年 11月 10日（土）佐渡総合病院 2階講堂 

●総会および臨床検査セミナーについて 

・2019年 5月 26日（日）午後 駅前オフィス貸会議室 大会議室 にて開催予定 

●他職種連携のための能力開発講習会について 

・2019年 3月 23（土）・24日（日）新潟大学医歯学総合病院 西病棟 3階 第 6検討室 

現在、他団体へ講師を依頼し開催準備を進めている。 

●認知症講習会 B研修会について 

・2019年 3月 2日（土）・3（日） 新潟大学医歯学総合病院 12階大会議室 

 現在、日臨技認定センターに単位承認研修会登録申請書など提出し、開催準備を進めている。  裏面へつづく 

 



～求人情報～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～検体採取等に関する厚生労働省指定講習 会の受講率促進のお願い～ 

平成 30 年 11月 28日現在、新潟県の修了率は 63.9％（全国 68.5%）となって

おります。 

5 年を目途に開催され 4 年目となる今年からは開催地区、開催回数が順次縮小予定

となっております。 業務ご多忙かとは存じますが、本講習会が個人ライセンス付与に

関わることをご理解頂き、是非とも受講頂けますようお願い申し上げます。 

日臨技会員の皆様へ 

平成 31 年 2 月 27 日（水）に、平成 31 年度日臨技・新臨技会費が口座振替されます。 

前日までに、振替口座の残高確認をいただき、ご準備ください。 

本年度末までに退会予定の方は、平成 31 年１月 31 日までに会員専用サイトで退会（予定） 

登録をお願いします。口座振替が停止されます。 

新潟県も同時退会登録された場合は、改めて新潟県の退会手続きをする必要はありません。 

サイトで手続きができない場合は、日臨技ホームページより退会届をダウンロードし、日臨技へ郵送し

てください。書面での手続きの場合に限り、新潟県の退会手続きも必要です。 

株式会社 NMIクリニカルサポート 

 〒940-2105 新潟県長岡市緑町 1丁目 38番地 283 

【募集内容】 正規職員 

【業務内容】 治験コーディネーター 

       病院・クリニックで行われる治験を 

支援する仕事です。（新潟市、長岡市） 

【勤務期間】 通年 

【勤務時間】 9：00～18：00 4週に 1回土曜勤務あり 

【休日】   土・日・祝 

【待遇】   月額： 180,000～300,000  

手当：交通費 限度額 12,000円、 

【必要書類】 履歴書 

【選考方法】 面接、書類選考 

【担当】   治験営業グループ 今井将博 

 TEL: 0258-28-2722 FAX: 0258-84-7233  

新潟リハビリテーション病院 

 〒950-3304 新潟県新潟市北区木崎 761番地 

【募集内容】 正規職員、パート職員 

【業務内容】 臨床検査技師業務。心エコー経験者優遇。 

当直なし。オンコール体制はあり。 

【勤務期間】 通年 

【勤務時間】 正規職員  8：45～17：30 

       パート職員 8：45～12：45等 

      （勤務パターンは上記以外にもあります） 

【休日】   正規職員 年間公休 118日 

       パート職員 土・日・祝（土曜日出勤を 

お願いすることもあります。） 

【待遇】   正規職員：177,200円～   

パート職員：時給 1,000円 

手当：交通費 限度額 28,000円、 

正規職員皆勤手当（月額 3,000円） 

【必要書類】 履歴書、職務経歴書、臨床検査技師資格証明証 

【選考方法】 面接 

【担当】   事務部総務課 谷垣逸郎 

 TEL: 025-388-2111 FAX: 025-388-3010  

新潟聖籠病院 

 〒957-0124 新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野 5968-2 

【募集内容】 正規職員 

【業務内容】 臨床検査技師業務 

【勤務期間】 通年 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【休日】   年間 111日 

【待遇】   月額：（経歴・経験による） 

       交通費 限度額 28,000円 

【必要書類】 履歴書、職務経歴書、資格証、 

源泉徴収票、給与明細 

【選考方法】 面接 

【担当】   新井信宏 

 TEL: 025-256-1010 FAX: 025-256-1515  

見附市立病院 

 〒954-0052 見附市学校町 2丁目 13 番 50号 

【募集内容】 正規職員 

【業務内容】 検査業務全般（主に生理検査業務） 

       ＊待機番あり 

【勤務期間】 通年 

【勤務時間】 8：30～17：15 

【休日】   土・日曜日、祝日、年末年始 

【待遇】   大卒初任給：202,900円  

       交通費あり。 

       期末、勤勉等、見附市の定める条例規則 

による 

【必要書類】 見附市役所のホームページ参照 

【選考方法】 同上 

【担当】   事務部 山村貴広 

 TEL: 0258-62-2800 FAX: 0258-61-1700  

新潟大学脳研究所 

 〒951-8585 新潟市中央区旭町通 1-757 

【募集内容】 パート職員 

【業務内容】 脳神経外科分野における研究支援 

       病理組織検体の運搬業務 

       培養細胞や組織試料等の一般的な生化学 

実験や組織染色等の補助など 

       ＊詳細は担当者までお尋ねください。 

【勤務期間】 通年 

【勤務時間】 9：00～16：00 （勤務時間応相談） 

【休日】   土・日曜日、祝日、年末年始 

【待遇】   時給：900円  

 手当：交通費 限度額 55,000円 

【必要書類】 履歴書 

【選考方法】 面接 

【担当】   脳神経外科分野 岡田正康 

 TEL: 025-227-0653 FAX: 025-227-0819  
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