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・新潟栄養・食生活学会から、新潟栄養・食生活学会役員推選についてお願いがあり、渡邊会長を推薦することが、
確認された。

新臨技ニュース

・にいがた乳腺超音波研究会から、にいがた乳腺超音波研究会の後援についてお願いがあり、承諾された。
・新潟市医師会より、「第 17 回コロキウム虚血性心疾患 in 新潟」について後援依頼があり、承諾された。

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

〒950-0965

・新潟県糖尿病協会より、
「平成 28 年度新潟県糖尿病週間」について後援依頼があり、承諾された。

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

・新潟県糖尿病協会より、第 26 回新潟糖尿病セミナーの共催依頼があり、承諾された。

Tel.FAX 025-283-3470

・新潟県在宅ケアを考える会より、
「第 9 回在宅ケアを考える集い in 越後 2016」について後援依頼があり、承諾さ

事務局行動報告
04 月 16 日 第 1 回理事会
05 月 10 日 ピンクリボンホリデー実行委員会へ佐藤理事出席
05 月 14 日 篠川至賞選考委員会
05 月 19 日 平成 27 年度技師会監査
05 月 22 日 第 2 回理事会
05 月 22 日 組織強化セミナー・平成 28 年度総会
05 月 23 日 健康寿命延伸にかかる多職種協働推進委員会へ坂西副会長出席
05 月 23 日 日臨技宮島会長施設訪問に桑原副会長同行
06 月 06 日 健康寿命延伸フォーラム打ち合わせ会へ桑原副会長出席
06 月 18 日 第 3 回理事会
総務部
・平成 28 年度通常総会からのアンケート結果と回答について、会誌に掲載することが報告された。
日臨技
・平成 28 年度定時総会の成立に関する協力について、議決権行使の重要性周知と総会出席率の向上に向け、議決権
受領状況を「会員サイト」
「都道府県技師会運用サイト事務メニュー」で確認できるよう、お願いがあったことが

れた。
・新潟未病食養研究会より、新潟未病食養研究会第 2 回公開セミナーの後援・協賛のお願いがあり、後援すること
で承諾された。
・エコノミークラス症候群予防検診支援会より、中越沖地震にけるエコノミークラス症候群フォローアップ検診の
協力のお願いがあり、協力することが確認された。
・坂西副会長より、健康延命寿命にかかる多職種協働推進委員会について、書面により報告があった。
・桑原副会長より、健康寿命延命フォーラムに関する打合せ会について、報告があった。
・北海道臨床衛生検査技師会より、書面により役員就任のご挨拶があったことが、報告された。
・新潟県作業療法士会より、書面により平成 28 年・29 年度役員体制につてお知らせがあったことが報告された。
新潟支部
・乳がん予防啓発事業（ピンクリボンホリデー2016）の企画書・予算書が提出された。
・平成 28 年度第 1 回新潟支部研修会および意見交換会の開催について報告があった。
・糖尿病を知る集いについて企画書・予算書が提出された。
・無料 HbA1c 測定会について企画書・予算書が提出された。
その他
・各種研修会の案内が報告された。

報告された。
・平成 28 年度助成金について通知がったことが報告された。今年度より都道府県技師会主催の「新入会員研修会」
が助成対象となった。
・平成 28 年度『検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会』について、実施要領が報告された。また、開催
後調査のお願いあったことが報告された。
・平成 28 年全国「検査と健康展」の実施について依頼があり、今年度実施することが確認された。
・平成 28 年度日臨技標準化事業についてお知らせがあったことが報告された。
・第 65 回日本医学検査学会一般演題の座長について、同学会委員会より直接依頼されることが報告された。

平成 28 年度日臨技北日本支部医学検査学会
会期：10 月１・２日
場所：朱鷺メッセ

第5回

（土・日）

新潟県
・平成 28 年度知事表彰候補の推薦について、依頼があったことが報告された。
・平成 29 年度春の叙勲・褒賞候補者の推薦について、依頼があったことが報告された。
・知事表彰の潜在候補者の調査について、依頼があったことが報告された。

ただいま日臨技ホームページより、事前登録を受付けております。
事前登録にご協力をお願いします。

・一般財団法人日本公衆衛生協会が行う平成 28 年度公衆衛生事業功労者の表彰候補者の推薦について、依頼があっ
たことが報告された。
その他の団体
・新潟市より平成 28 年度日本臨床衛生検査技師会北日本支部医学検査学会 第 5 回について、後援承諾通知があっ
たことが、報告された。
・県知事より、新潟県救急搬送・受入協議会委員について、渡辺二美理事が委嘱されたとの通知があったことが、
報告された。
・新潟県医師会より平成 28 年度臨床検査制度管理協議会委員の推薦について、依頼があったことが報告された。

裏面につづく

求人案内

労働者健康安全機構

燕労災病院

新潟医療福祉大学

医療技術学部 臨床技術学科

新潟県立中央病院

〒959-1228

〒950-3198

〒943-0192

新潟県燕市佐渡 633

新潟市北区島見町 1398

上越市新南町 205

【募集内容】臨時職員

【募集内容】教員（助手）

【募集内容】臨時職員

【業務内容】

【業務内容】実習補助（臨床検査技師および臨床

【業務内容】検体・生理検査・採血業務

特に腹部超音波、心電図などの生理検査、
当直業務（月に数回）
【勤務期間】～29 年 3 月（更新の可能性あり）

工学技士養成課程の実習補助等）

【勤務時間】8：30～17：15

【勤務期間】

【休日】土日祝

通年（任期あり）

【勤務時間】8：15～16：00

【休日】本学カレンダーによる

【休日】土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）

【必要書類】履歴書

【待遇】

【選考方法】書類選考、面接等

時給：990 円以上（経験年数を考慮）
交通費：当院規定により支給

【勤務期間】28 年 8 月～9 月（更新あり）

資格免許証の写し

応募資格、応募方法、応募期限などについては、
本学ホームページ「教員候補者の募集について」

【待遇】
月額：185,703～250,320 円
日額：8,843～11,920 円
交通費：上限 44,100 円
その他：住宅手当・地域手当

【必要書類】履歴書・資格証の写し

よりご確認をお願いします。

【必要書類】履歴書

【選考方法】面接

【担当】

【選考方法】面接

総務部

【担当】
総務課長

人事課 船山論

TEL: 025-257-4424

本木潤

FAX: 025-257-4456

【応募期間】28 年 6 月 30 日

仁和会

聖園病院

社会福祉法人

新潟市社会事業協会 信楽園病院

〒950-2002

〒950-2087

新潟市西区青山 7-9-10

新潟市西区新通南 3-3-11

【募集内容】正規職員

【募集内容】正規職員

【業務内容】入院・外来患者の臨床検査業務

【業務内容】検体・生理検査業務

【勤務期間】通年

【勤務期間】通年

【勤務時間】8：45～17：15

【勤務時間】8：30～17：15

【休日】土・日・祝祭日・夏休（8/13・他 2 日）

【休日】年間 124 日（リフレッシュ休暇含む）

年末年始（12/30～1/3）
【待遇】月額：171,700～260,700 円（基本給）

【待遇】月額（調整額込）：
大卒 198,900、短大・専門 3 年 184,100

交通費：上限 25,000 円

交通費：2Km 以上から支給 上限 35,000 円

その他：住居手当・扶養手当（共に当院規定に

その他：住宅・扶養・年末年始・時間外勤務手

よる）

当等

【必要書類】履歴書・職務履歴書

【必要書類】履歴（市販）
・免許証のコピー（Ａ４）

【選考方法】面接・書類選考

【選考方法】面接・筆記試験・作文

【担当】
総務課

応募者多数の場合、書類選考あり
三村浩一

TEL: 025-267-0171

【担当】総務課庶務係
FAX: 025-267-0175

楯舞子

TEL: 025-522-7711

FAX: 025-521-3720

【応募期限】28 年 7 月 15 日

TEL・FAX: 0256-64-5111(代表)

医療法人社団

【担当】庶務係

TEL: 025-260-8200

高橋裕子
FAX: 025-260-8199

