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現未登録施設の登録状況を確認後、10 月分よりメール文書発送を行う予定である

新臨技ニュース

２）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
〇検体採取実技研修会
講師として新潟大学医歯学総合病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科に相談・依頼中。

http://www.sinringi.or.jp/

〒950-0965

PPE 脱着の実技講師として県立がんセンター新潟病院の感染対策看護師に打診（日程確認の上、返答）

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

今後、講師の日程を確認し、土日開催で調整予定。

TEL.FAX 025-283-3470
事務局行動報告
09 月 12 日 第 4 回理事会（Web 開催）
10 月 10 日 10 月常任理事会（Web 開催）
連絡事項
総務部
＜日臨技・北日本支部＞
・都道府県技師会オンライン研修会における生涯教育点数付与の確認の変更について
Web 会議ツールの通信ログや研修会途中のログイン状況確認によって研修会参加が確認できた。
場合には、レポート提出を省略しても「可」とする。
・各都道府県技師会における PCR 検査研修状況（2020 年 9 月 24 日現在）
1）日臨技基礎学科研修
PCR 検査・・・申込者：2906 名（修了者：2130 名）
検体採取・・・申込者：698 名（修了者：508 名）
2）各都道府県実地研修開催状況
PCR 検査実技研修・・・計 628 名（自施設：244 名、都道府県：384 名）
検体採取実技研修・・・計 193 名（自施設：98 名、都道府県：95 名）
＜新潟県＞
・
「第 37 回がん征圧新潟県大会」の開催延期について（お詫び）

〇PCR 実技研修会
染色体・遺伝子部門に当日スタッフについて相談済み。
今後、必要試薬などの見積りを取り、実習予定施設と日程調整を行い早ければ 10 月末の土日祝くらいの開催に
向けて準備予定。
３) Zoom 契約（Web 研修・会議）について
ホストとして事務局メールアドレスを登録してあるが、Zoom 専用アドレスを作成する。
今後の各検査研究部門および各支部の研修会活動が増えることを見越し、Zoom 専用アドレス（1 ライセンス使用）
のスケジュール管理等を行う担当理事を選出。現段階では、近藤理事（広報・HP 担当理事）が適任である。
4）その他
・臨床検査総合部門員増員について
臨床検査総合部門として救急検査分野の活動を行うにあたり部門員増員の依頼があり承認された。
部門員：高橋政江技師（県立妙高病院）
・輸血細胞治療部門活動費増額について
実技研修会はニーズが高く、新潟県のレベルアップに寄与している一方で、実技研修会開催には多額の費用が
かかる。今後も継続・強化して取り組むにあたり、活動費の増額をお願いしたい。
今年度中に、実習を行う他部門の現状等を確認・検討した上で、次年度の検査研究部門長会議に間に合わせたい。
・執行理事の業務執行報告書が提出された。
・会員・施設変更リストについて
各支部担当者は確認を行う。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえて令和 3 年度に開催延期をする。
広報部
〈ホームページ〉随時更新
〈会誌〉会誌 10 月号は 10 月末には手元に届く予定
〈ニュース〉理事会終了後、発行予定

◇メール配信での文書発送の移行に伴うメールアドレス登録について◇

学術部
〈検査研究〉２部門から研修会案内あり
〈精度管理〉10/25 梱包作業、10/26 各施設試料着の予定
各支部
上越：メール審議にて役員会、12/12 オンライン研修会予定
中越：Zoom 会議（9/26）
、Zoom 研修会（12/19）開催予定
下越：Zoom 会議（10/16）役員会
新潟：Zoom 会議（9/23）
、10 月役員会は未定
協議事項
1）メール文書発送について（10 月 8 日現在）
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について未登録の施設（上越支部 4 施設、
中越支部 4 施設、下越支部 4 施設、新潟支部 12 施設）については、電話連絡にてお願いする。
自宅会員については、多数が未登録のため文書発送にて周知を継続する。

・各施設におけるメール配信用メールアドレスの登録はほぼ完了致しました。
ご協力頂いた施設の連絡責任者等の皆さんには感謝申し上げます。
・自宅会員の皆様
是非とも、新臨技ホームページをご確認の上、メール配信設定をお願い致します。
＊変更の無い限り、複数回の登録はご遠慮ください。
予定通り 10 月分よりメール配信を実施する予定です。
受信できないなど不都合がございましたらお知らせください。

日臨技会員情報の施設登録について

新潟医療生活協同組合

木戸病院

〒950-0862 新潟市東区竹尾 4 丁目 13-3

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

【募集内容】

正規職員 35 歳以下の方（長期継続によるキャリア形成を図るため）

【業務内容】

生理検査、検体検査等業務
※細菌検査業務経験あれば尚可

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。

【勤務時間】

8 時 30 分～17 時 00 分

※第 2・4 土曜日 8 時 30 分～12 時 30 分

【休日】

日、祝、その他

【待遇】

基本給 164,700～203,700 円
※基本給は当生協の給与表に基づき、決定されます。

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

掲載金額は未経験～経験５年程度で算定しています。

登録をお願い致します。

●待機番手当（1,000～2,000 円）
●危険手当（8,000 円）
●互助会手当（2,000 円）
＜求人情報＞

●通勤手当（上限月額 24,000 円 2km 未満不可）

社会福祉法人新潟市社会事業協会

その他、当生協の支給要件に基づき住宅手当や扶養手当 等あり

信楽園病院

詳細は、ハローワーク求人またホームページをご覧ください

〒950-2087 新潟市西区新通南 3 丁目 3 番 11 号
【募集内容】 正規職員（昭和 60 年 4 月 2 日以降生まれ）1 名
【業務内容】 検体、生理検査業務・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

（調整額含む）

189,800 円（調整額含む）

交通費

（2Km 以上から上限 35,000 円）

その他

（住宅、扶養、年末年始、時間外勤務手当など）

【応募期限】 令和 2 年 11 月 13 日（金）必着
【採用試験】 一次試験 令和 2 年 11 月 27 日（金）
二次試験 令和 2 年 12 月 10 日（木）

9：00～
14：00～

【必要書類】 履歴書、免許証コピー（A4）
【選考方法】 筆記試験、作文、面接
【見学】

＊応募多数の場合、書類選考あり

県内在住者のみ対応とさせていただきます。
※事前に電話連絡をおねがいします。

【担当】

総務庶務係

髙橋裕子

TEL: 025-260-8200

「履歴書 （写真貼付 、職務経歴書 」 を事前連絡の上ご郵送ください。

【選考方法】

書類選考、筆記試験、面接 （筆記試験・面接日は後日連絡致します）

【担当】

総務課 齋藤有加里
TEL: 025-273-2151

204,400 円

短大・専門

【必要書類】

FAX: 025-260-8199

FAX: 025-273-8360

