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〈検査研究〉順次、研修会案内など、ホームページに掲載依頼。

新臨技ニュース

各支部
上越：4/26 役員会開催。次回 5/30 開催予定
中越：4/26 役員会開催。次回 5/24 開催予定。7/7 支部フォーラム開催予定。
6/3 父の日企画のボランティア募集。5/14 第 32 回糖尿病を知るつどい打ち合わせ予定。

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

下越：4/27 役員会開催。次回 6/22 開催予定。8/4 支部研修会予定。

Tel.FAX 025-283-3470

佐渡：5/17 役員会開催。6/10 糖尿病ウォークラリー2018。8/4 研修会予定
新潟：5/9 役員会開催。次回 6/20 開催予定。6/23 支部研修会。

事務局行動報告
04 月 21 日

第１回理事会

04 月 22 日

新潟県臨床検査技師会 ニューリーダー育成研修会開催

04 月 28 日

第１回表彰委員会開催

05 月 12 日

第 36 回篠川至賞選考委員会

05 月 12～13 日

第 67 回日本医学検査学会（浜松市）の役員として坂西副会長出席

05 月 18 日

平成 29 年度検査技師会監査

05 月 19 日

第２回理事会

連絡事項
総務部
＜日臨技・北日本支部＞
・「平成 30 年度 都道府県地域ニューリーダー育成研修会」の開催について
本年度の開催有無を日臨技へ報告する（担当：坂西副会長）
・平成 30 年度全国「検査と健康展」の実施について
本年度の企画書・予算書を今月末までに日臨技に報告（担当：畔上理事）
・「平成 30 年度 初級・職能開発講習会」について
各支部単位で 1～2 県で開催。昨年度は宮城県、北海道が担当。

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）
・メインテーマを会誌およびホームページにて会員より一般公募中。
・現在、ランチョンセミナー5 社、機器展示に 4 社申込あり。
・業務担当理事として、会場担当（佐藤事務局次長）、機器展示担当（草間中越支部長）
、ランチョンセミナー
担当（本間佐渡支部長）
、演題管理（中村理事）を中心に準備していくこととなった。
・7 月 31 日に一般演題締め切り予定。目標演題数：40 演題
・特別講演（案）が提示され、今後、交渉予定である
公益事業について
・現在、把握している公益事業（10 事業）の企画予定の報告があった。
・近日中に打ち合わせ会議のある公益事業が多数のため、詳細は次回理事会時に報告する
・全国「検査と健康展」平成 30 年 11 月 23 日（金・祝）イオンモール新潟南に打診する。
その他
・
「臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会 B」開催について
寺島理事より、目的、企画・日程案について報告がなされた。
県内の認定認知症領域臨床検査技師有資格者 4 名とも相談し、日程等決めていきたい。

・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。
今後、開催回数の縮小等が考えられる未受講者に促して頂きたい。
新潟県修了率：55.3％。全国：61.1％（平成 30 年 4 月 17 日現在）
＜新潟県＞
・平成 30 年度臨床検査精度管理協議会委員の推薦について（ご依頼）
2 名推薦（坂西技師：魚沼基幹病院、草間技師：県立十日町病院）
＜その他＞
・検査研究部門のパソコンについて
現在使用のパソコンの OS（Windows Vista）が古くなってきたため、リース契約等の見積もりを提示。台数を増
やした場合の見積もりで再度検討予定。
・（一社）新潟県臨床検査技師会名誉会員条件について
現在、年齢 60 歳以上・会員歴 25 年以上役員歴 15 年以上の条件について、もう少し厳しい条件へと再検討予定。
広報部
〈会誌〉新臨技会誌 4 月号を発送。次回 7 月号の編集会議を 5 月末に開催予定
〈ホームページ〉県学会のテーマ・案内を掲載。北日本支部学会のバナーを追加。
〈ニュース〉理事会終了後、発行予定。

◆会誌に配布方法の変更について

検体採取等に関する厚生労働省指定講習

本年度より会誌の配布は、印刷会社
への委託となり、4 月号は 4 月 23 日
13 時時点での会員登録データを基に発
送しました。
お手元に届かなかった方は、今一度日
臨技ホームページの会員専用ページ
（ログイン ID、パスワード必須）から

会の受講率促進のお願い
平成 30 年 4 月 17 日現在、新潟県の修
了率は 55.3％（全国 61.1%）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

登録を確認したうえ、会誌再送付の依

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

頼は、異動前の職場、または事務局へ
ご連絡願います。

願い申し上げます。

平成 30 年 5 月 27 日（日）新潟ユニゾンプラザにて、第 10 回臨床検査セミナー、第 36 回篠川至

医療法人 敬愛会 末広橋病院

賞授賞式、篠川至賞記念講演、平成 30 年度通常総会が開催されました。
〒950-0041

第 10 回臨床検査セミナー

【募集内容】

正規職員

【業務内容】

〇臨床検査技師業務

～診療報酬改定から見えてくるもの～」
講師：（一社）日本臨床衛生検査技師会
横地常弘

〇病院経験 3 年以上あれば尚可

・心電図、聴力、脳波検査等の業務（血液検査は外注しています）

演題：「これからの検査室が目指す方向性

副会長

新潟市東区臨港町 2 丁目 25-1

先生

【勤務期間】

通年

【勤務時間】

8：30～17：15

【休日】

土日祝

【待遇】

月額：200,000 円
交通費：毎月 20,000 円まで
その他手当等（賞与：前年度実績

年 2 回・4.5 カ月）

【必要書類】職務経歴書
【選考方法】面接、その他（書類選考）
【担当】

事務長

佐藤春夫

TEL: 025-274-6311

FAX: 025-274-6368

第36回篠川至賞授賞式
・特別功労部門

松田和博技師

・学術賞部門

菅原芳秋技師

医療法人社団 白美会 白根大通病院
〒950-1203

誠におめでとうございます。

篠川至賞記念講演

【募集内容】

正規職員

【業務内容】

入院・外来患者の検査業務

【勤務期間】

通年

【勤務時間】

8：30～17：30

【休日】

土、日、祝日、夏季、年末年始

【待遇】

月額：165,300 円～経験により決定します。

検体検査・生理検査（主に心電図）

交通費：病院規程により支給
【必要書類】

演題：
「半分以上…？！」
（日頃の出来事から）
演者：新潟大学医学部標本センター

新潟市南区大通黄金 4 丁目 14 番地 2

その他：資格免許証コピー

大谷内健二技師

平成30年度通常総会
委任状1016名を得て、平成30年度通常総会が開催されました。
最初に各受賞者が表彰されました。
・永年会員功労者表彰（年齢50歳以上かつ通年25年以上の会員在籍者が対象）： 44 名 氏名省略
・特別功労者表彰（永年会員要件を満たし、理事・監事歴5年以上）

履歴書

1名

桑原喜久男技師

・生涯教育奨励賞（平成28年度の生涯教育取得者の上位3名）
林真也技師（440点） 小野篤史技師（410点） 石塚浩章技師（400点）
・生涯教育新人賞（同様に20代の最高得点） 野中拓技師（340点）
誠におめでとうございました。
その後、平成 30 年度の事業報告、収支決算報告、監査報告が行われ報告どおり承認されました。

【選考方法】

面接

【担当】

総務課

梅津

TEL: 025-362-0260

FAX: 025-362-0272

