
＊重要＊ 

メール配信で文書発送の移行に伴う施設メールアドレス登録のお願い 

 

・メールアドレス登録開始日：2020 年 8 月 11 日（火）～ 随時受付（新臨技ホームページ） 

・メール文書配信開始日：2020 年 10 月分～ 

 ＊2020年 10月発送分よりは施設への紙面の文書発送は行わない予定。 

 

＊詳細は、別紙の発送文書ならびに新臨技ホームページをご確認くださいますようお願い申し上げます。 
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事務局行動報告 

 06月 27日 第 2回理事会（書面開催） 

 06月 29日 公益社団法人新潟県健康づくり財団第 18回定時評議会へ渡邊会長出席 

 07月 04日 日臨技理事会へ桑原副会長 Web出席 

 07月 07日 ピンクリボンホリデー2020実行委員会へ五十嵐理事 Web出席 

 08月 01日 第３回理事会（Web開催） 

連絡事項 

総務部 

＜日臨技・北日本支部＞ 

・日臨技感染拡大予防ガイドライン（ご案内） 

事務局ならびに日臨技が主催する会議、研修会、講習会並びに不特定多数が集まる催しの開催（日臨技事務・ 

事業）に適用するものとし、各都道府県技師会においても参考とされたい。 

・新型コロナウイルス感染症の検査体制の強化支援員募集の登録方法変更並びに研修会募集・申込への移行に 

ついて（周知） 

・フェイスシールドの送付について 

各都道府県技師会に飛沫感染防止用フェイスシールドを 100部配布 

・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（通知） 

オンライン研修会等に関する暫定措置の通知があった。 

・新型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査（PCR等）の研修について並びに臨床検査技師による新型コロナ 

ウイルス感染症の診断を目的とした PCR検査のための鼻腔・咽頭ぬぐい液の採取に関する研修会について  

（都道府県衛生主管部局等との連携について調査） 

・検体採取等に関する厚生労働省指定研修会の受講受付開始について（ご案内） 

平成 27年 1月から令和元年 12月までの開催で延べ 229回（59,965名）が受講された。 

本講習会について、病院、診療所に勤務している約 3割弱が受講していない状況のため、全ての臨床検査技師に 

おいて受講して頂きたい。11月に本講習会を再開する。 

＜新潟県＞ 

・許可書 

公益目的支出計画の完了予定年月日の変更申請に対し、花角県知事より許可書が届いた。 

・令和 3年春の叙勲・褒章候補者の推薦について（依頼） 該当者なし 

・高齢者叙勲及び死亡叙勲・叙位候補者の推薦について（依頼） 該当者なし 

・一般社団法人日本公衆衛生協会が行う令和 2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 

・「第 73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 

 広報部 

〈ホームページ〉県学会中止の案内、求人情報など随時更新。 

〈ニュース〉理事会終了後、発行予定。 

学術部 

〈検査研究〉検査研究部門長会議も未実施のため、今後 Zoom等を用いてオンライン会議を予定 

      研修会の実施、参加費について検討したい。 

〈精度管理〉2020年 8月 4日に打ち合わせ会議予定。 

昨年 3月の精度管理報告会が行われなかったのでオンライン開催など検討していきたい。 

各支部 

  上越：2/22支部研修会・支部総会。3月～7月の役員会はメール審議。今後、オンライン研修など検討 

中越：2/29 支部研修会・支部総会→中止。3 月～7 月の役員会はメール審議。今後、オンライン研修など検討。

今後の公益事業について中止および未定 

下越：2/22支部研修会・支部総会。3月以降の役員会はメール審議。今後、オンライン研修など検討 

 佐渡：役員会は必要に応じてメール審議。 

協議事項 

●2020年新潟県糖尿病週間の後援について 

 新潟県糖尿病協会より件名について後援依頼があり、承認された。 

●メール文書発送について 

 メール配信での文書発送の移行に伴う施設メールアドレス登録のお願い文書を作成 

 メールアドレス登録開始日は 2020年 8月 11日から随時受付 

 案内文並びにホームページにて広報し 10月発送分より運用を開始する。 

●新型コロナウイルス都道府県衛生主幹部局等との連携調査及び検体採取実施研修・PCR実施研修について 

 新潟県福祉保健部医務薬事課の担当者と調整・協議し、新型コロナウイルス PCR実技研修の準備を進めたい。 

 行政主体での実技研修の実施並びに国・県での予算組の中で諸経費の捻出をお願いしたい。 

● Zoom契約（Web研修・会議）について 

 Zoom契約については、「プロ」での契約で検討。 

 ・100人までの参加者が可能 

・ミーティング時間が 24時間まで可能 

 ・ユーザー管理ができる 

 ・レポーティング・・・チャット機能・録画機能など 

 ・ファイル配布が可能 

 今後の理事会などの各種会議並びに検査研究部門研修会の開催での使用を視野に 3ライセンスでの契約としたい。 

 １ライセンス中に３アカウント（検査研究部門等を割り振る）を設け、計 3ライセンス（9検査研究部門＋事務局）

での契約とした場合の経費が、18,000円/月（216,000円/年）必要となる。 

 検査研究部門研修会開催にあたり、慎重に協議を重ねる。 

オンライン研修会が可能となった際は、本年度に関しては参加費徴収を行わない形式での実施を検討したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各種表彰者について 

 

例年、通常総会時に行われている篠川至賞授与式ならびに各種表彰式が新型コロナウイルス

の影響により表彰することができなかったため、下記の対応とさせて頂きます。 

・各種表彰者の表彰状については郵送致します。 

・各種表彰・表彰者名について一覧で会誌等に掲載予定です。 

 

※重要※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 9 月 4 日～令和 3 年 12 月 9 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 193,743 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・9 月 4 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  

 

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施設

登録をお願い致します。 

一般社団法人 下越総合健康開発センター   

〒957-0054 新潟県新発田市本町 4丁目 16-83 

【募集内容】  正規職員 

【業務内容】  

健診業務全般 

（心電図、視力検査、採血、血圧測定など） 

健診業務に係わる事務処理、受付など 

細胞診検査全般（標本作製から細胞診判定まで） 

＊細胞診判定は細胞検査士免許有の業務 

病理組織診検査の標本作製 

【勤務時間】  
8 時 30 分～17 時 00 分、8 時 30 分～12 時 15 分  

健診繁忙期は早出勤務あり   

【休日】    日曜日、祝日、4 週 6 休 年間休日数 94 日 お盆休暇、年末年始休暇 

【待遇】   
月額 192,400～248,800 円 新卒から経験 10 年で記載 

その他手当（危険手当、通勤手当、住宅手当、扶養手当等あり） 

【必要書類】  
履歴書 

その他（臨床検査技師免許証の写し、卒後 3 年以内の方は最終学歴の成績・卒業証明書） 

【選考方法】  面接、その他（書類選考、面接 2 回） 

【担当】  

集団検診課 片貝清子 

 TEL: 0254-24-1145 

 FAX: 0254-22-0492 

病理・細胞診検査課 姫路 由香里 

 TEL: 0254-24-1145 

 FAX: 0254-22-0492 

 

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】  
正規職員 契約職員 

通年 

【業務内容】    臨床検査業務全般、採血、日当直勤務 など 

【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 日額 9,022 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） 

【必要書類】  

履歴書、 

その他（卒業証明書または卒業見込証明書・成績証明書・臨床検査技師免許証の写し（既得者の

み）・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）  

  業務実績と研究業績の一覧 

※応募の際は封筒に「臨床検査技師（正規職

員）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（契約職

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  

 


