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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 

TEL.FAX 025-283-3470 
事務局行動報告 

 04月 30日 第 1回理事会（書面開催） 

 05月 30日 令和 2 年度通常総会 

 06月 04日 北日本支部会議（オンライン）に渡邊会長参加 

 06月 26日 第 1回精度管理委員会開催（WEB会議） 

 06月 27日 第 2回理事会（書面開催） 

●議題 

・今回の理事会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会議室での理事会は行わず、理事全員へ議案書をメー

ル配信の上、メール審議・議決権提出により実施した。 

1）編集委員の交代について 

 産休に伴い編集委員の交代 

横山裕葵技師（県立がんセンター新潟病院）→北澤綾技師（県立がんセンター新潟病院） 

 議決書にて賛成多数により承認された。 

2）検査研究部門員の交代について 

 検査研究部門 遺伝子検査部門 高頭秀吉技師（長岡赤十字病院）→山田隆志技師（長岡赤十字病院） 

 議決書にて賛成多数により承認された。 

3）第 94回新潟県臨床検査学会の中止（次年度への延期）について 

 新型コロナウイルスの動向を踏まえ、総合的に判断し第 94回新潟県臨床検査学会を中止。 

 議決書にて賛成多数により承認された。 

4）総会アンケートについて 

  総会アンケートに対する返答内容が提示された。 

 議決書にて賛成多数により承認された。 

5）各種表彰について 

 各種表彰における該当者等が提示された。 

議決書にて賛成多数により承認された。 

●報告事項 

1）新型コロナウイルスの対応について 

 厚労省と日臨技が連携を密にして新型コロナウイルス感染症に対応している内容が報告された。 

2）支部医学検査学会・支部主催研修会について 

 日臨技より、令和 2年度の支部医学検査学会の開催中止の通知が届いた。 

3）令和 2年度都道府県技師会主催研修会・講習会の運用について 

日臨技より、都道府県主催の研修会・講習会についてオンライン研修会等に関する暫定措置の通知が届いた。 

4）令和 2年度精度保証施設認証制度認証基準の審査要求事項の変更について 

「都道府県主催外部精度管理調査の結果」、またそれに基ずく「外部精度管理不適合改善記録の提出」ならびに「精

度管理に関連する研修会・セミナー・報告会への参加証明書の提出」等について、件名の審査要求事項を対象とし

ないとの通知が届いた。 

＜求人情報＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟大学医歯学総合病院   

〒951-8520 新潟市中央区旭町通 1 番町 754 番地 

【募集内容】  
臨時職員（産育休職員の代替職員） 

 令和 2 年 7 月 27 日～令和 4 年 3 月 31 日  令和 2 年 10 月 3 日～令和 3 年 3 月 31 日 

【業務内容】    採血、臨床検査業務全般  病理業務全般 

【勤務時間】  8 時 25 分～17 時 10 分（シフト勤務あり） 

【休日】    週休二日制 

【待遇】   

月額 195,494 円～  ※経験による加算あり 月額 198,743 円～  ※経験による加算あり 

 交通費 上限 55,000 円  

 その他（住居手当 ※上限 28,000 円、 

扶養手当、年 2 回賞与 ※4.5 ヶ月分） 

 交通費 上限 55,000 円  

 その他（住居手当 ※上限 27,000 円、 

扶養手当、年 2 回賞与 ※4.45 ヶ月分） 

【必要書類】  

履歴書、 

その他（卒業証明書・成績証明書・臨床検査技師免許証の写し・業務実績と研究業績の一覧・小論文

「あなたは大学病院に就職して何をしますか」800 字以内）  

※応募の際は封筒に「臨床検査技師（臨時的採用

職員・７月 27 日以降採用）応募書類在中」と朱

書き願います。       

※応募の際は封筒に「臨床検査技師（臨時的採用

職員・10 月 3 日以降採用）応募書類在中」と朱書

き願います。          

【選考方法】  面接、書類選考、他 

【担当】  総務課人事係 熊倉徹八   TEL: 025-227-0882  FAX: 025-227-0719  

 新潟大学医歯学総合病院   

〒951-8520 新潟市中央区旭町通 1 番町 754番地 

【募集内容】 パート職員 通年 

【業務内容】 主に採血、その他臨床検査関連業務  ※詳細は HPを参照願います。 

【勤務時間】 9時 00 分～16時 00分 （シフト勤務あり） 

【休日】   週休二日制 

【待遇】   時給 1,164～1,667 円 ※経験年数等による   交通費 上限 55,000円  

【必要書類】 履歴書、その他（卒業証明書・成績証明書＊卒後 6 年以上経過している方は不要・臨床検査技師

免許証の写し  

※応募の際は封筒に「臨床検査技師（パートタイム職員）応募書類在中」と朱書き願います。        

【選考方法】 面接、書類選考、他 

【担当】   総務課人事係 熊倉徹八   TEL: 025-227-0882  FAX: 025-227-0719  

医療法人 青松会 浜松病院   

〒950-3121  新潟市北区浜松町 3396 

【募集内容】 正規職員 

【業務内容】 検査業務全般（生化学・血液・一般検査・生理検査） 

【勤務時間】 8 時 50 分～17時 00分 

【休日】   週休二日制 

【待遇】   月給 188,220 円  交通費 規定による  賞与 年 2回 4.2 カ月 

【必要書類】 履歴書     

【選考方法】 面接 筆記試験 

【担当】   総務課 田村正哉   TEL: 025-258-4501   FAX: 025-258-4710  

tel:0259-23-5111
tel:0259-23-5111


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日臨技会員情報の施設登録について 

今一度、確認をお願い致します。 

・新入会時に施設番号が不明で自施設の登録をし忘れている方 

・施設に勤務されている会員で自施設の登録をし忘れている方 

 

日臨技ホームページの会員専用ページより編集が可能です。会員情報の勤務先に施設番号を入力

するだけで施設名等が表示されます。＊不明な場合は、検索ボタンより検索してください。 

 

自施設登録が未記入の場合、自宅会員として登録されます。 

大変恐れ入りますが、県のみ会員（日臨技未加入）以外で、施設に勤務されている会員の方は可

能な限り施設登録をお願い致します。 

 

下越病院   

〒956-0814 新潟市秋葉区東金沢 1459-1 

【募集内容】 正規職員 

【業務内容】 検査業務全般、休日出勤、当直、拘束業務があります。 

【勤務時間】 8 時 30分～17時 15分、8時 30分～12時 30分、8 時 30分～翌 9 時 

【休日】   指定休日制 

【待遇】   月額 197,200～235,200 円 その他手当（危険手当、当直手当、拘束手当） 

【必要書類】 履歴書、その他（臨床検査技師免許証の写し）       

【選考方法】 面接、作文 

【担当】   検査課 髙橋真帆 

 TEL: 0250-22-4711（代表） 0250-24-4711（直通 4135）  FAX: 0250-21-1032  

医療法人社団 山本医院   

〒947-0035 小千谷市桜町 5147-9 

【募集内容】 正規職員 

【業務内容】 採血、検体検査、生理検査等 

【勤務時間】 8 時 30分～18時 00分、水曜日・土曜日：8時 30分～12時 30分 

【休日】   水、土曜日の午後、月曜祝日 

【待遇】   月額 174,000～234,000 円 

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金  交通費 上限 10,000 円 

【必要書類】 履歴書     

【選考方法】 面接 

【担当】   理事長 山本潔 

 TEL: 0258-81-7717   FAX: 0258-81-7718  

医療法人 まきの乳腺クリニック   

〒950-0861  新潟市東区中山 6 丁目 13 番 48号 

【募集内容】 パート職員  通年 

【業務内容】 乳腺の超音波検査 

【勤務時間】 14時 30分～18時 00分（曜日により午前中の場合もあり） 

【休日】   水、土曜日の午後、日、祝日 

【待遇】   時給 1,500 円  交通費 上限 10,000円 

【必要書類】 履歴書     

【選考方法】 面接 

【担当】   牧野 千賀子 

 TEL: 025-250-1800   FAX: 025-250-0131  

【第 94 回新潟県臨床検査学会の中止について】 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の動向を踏まえ、第 94 回新潟県臨床検査学会を中止する

事といたしました。 

・感染拡大を防ぐため三密を避け、ソーシャルディスタンスを保ち、飛沫感染防止等に取り組む事が求

められ、今までの参加者数を受けいれられるか疑問が残ること。 

・学会を介し感染拡大を引き起こされる可能性が否定できず、参加会員や当会の被るリスクが大きい事。 

・感染拡大の第 2 波、第 3 波が予想されている状況で学会の開催準備を進め、直前に中止になると関係

者に多大な迷惑をお掛けする事。 

これらを総合的に判断し、中止の判断となりました。 

 

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院   

〒950-2087 新潟市西区新通南 3丁目 3番 11号 

【募集内容】 産休代替   （令和 2 年 11月 1日～令和 3 年 12月 31日） 

【業務内容】 検体検査業務・採血業務 

【勤務時間】 8時 30 分～17時 15分 

【休日】   年間 121日 

【待遇】   月額 大卒  204,400 円 （調整額含む） 

   短大・専門  189,800 円（調整額含む） 

＊経験年数により加算あり 

交通費２Km以上から上限 35,000円、住宅手当、時間外勤務手当など 

【必要書類】 履歴書、免許証コピー（A4） 

【選考方法】 随時面接実施  ＊応募多数の場合、書類選考あり 

【担当】   総務庶務係 髙橋 

 TEL: 025-260-8200   FAX: 025-260-8199  

 

tel:0259-23-5111
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