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広報部
〈会誌〉6/28 会誌編集会議開催予定。

新臨技ニュース

〈ホームページ〉県学会の演題募集を近日中にアップ予定。日臨技からの PR 動画のバナーを追加。

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

〒950-0965

学術部

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

〈検査研究〉順次、研修会案内など、ホームページに掲載依頼。

Tel.FAX 025-283-3470

〈精度管理〉5/19 第 1 回精度管理委員会開催。11 月初旬～中旬に試料発送予定。7/25 精度管理協議に出席予定

〈ニュース〉理事会終了後、発行予定。

各支部

事務局行動報告

上越：5/30 役員会開催。次回 6/28 開催予定。8/18 研修会予定

05 月 19 日 第 2 回理事会

中越：5/24 役員会開催。次回 6/28 開催予定。7/7 支部フォーラム開催予定。7/21 糖尿病を知るつどい打合せ。

05 月 22 日 新潟はっぴー乳ライフ実行委員会へ五十嵐理事出席
05 月 30 日 健康寿命延伸にかかる多職種協働推進委員会へ桑原副会長出席
06 月 05 日 新潟市糖尿病週間第 1 回イベント会議へ畔上理事出席
06 月 19 日 第１回精度管理委員会
06 月 23 日 ６月常任理事会

佐渡：8/4 研修会予定
新潟：6/20 役員会開催。次回 7/11 開催予定。6/23 支部研修会。
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）
・メインテーマについて公募のあった候補より後日、理事のメール投票により決定予定

連絡事項

・現在、ランチョンセミナー6 社、機器展示に 4 社申込あり。

総務部

・7 月 31 日に一般演題締め切り予定。目標演題数：40 演題

＜日臨技・北日本支部＞
・
「平成 30 年度定時総会の成立に関するご協力について」のお願い

新潟県の議決権行使書回収率：約 53%

・検体採取等に関する厚生労働省指定講習会受講促進のための PR 動画の差し替えについて
一部修正のあった PR 動画を DVD-R にて送付、またホームページへのバナー、リンク公開について依頼があった。
・
「一般社団法人日本臨床衛生検査技師会新入会員向け動画」の配信について
ホームページへのバナー、リンク公開について依頼があった。
＜新潟県＞
・平成 30 年度知事表彰候補者の推薦について ： 該当者なし
・知事表彰の潜在候補者の調査について ： 該当者なし
・平成 30 年度春の叙勲・褒章候補者の推薦について ： 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 ： 該当者なし
・一般社団法人日本公衆衛生協会が行う平成 30 年度公衆衛生事業功労者の表彰候補者の推薦について：確認中
・平成 31 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 創意工夫功労賞受賞候補者の推薦について ： 該当者なし
・新潟県救急搬送・受入協議会委員の委嘱について

下越：6/22 役員会開催。8/4 支部研修会予定。

常任理事 古谷晴子 （新潟市民病院）

・平成 30 年度新潟県がん検診研究会会費の納入について

個人会員（1,000 円）納入済み

・平成 30 年度新潟県糖尿病対策推進会議会費の納入について
団体会員（10,000 円）
・個人会員（1,000 円）納入済み
・
「平成 30 年度新潟県糖尿病週間」後援について（お願い）
： 承認
・
「第 19 回コロキウム虚血性心疾患 in 新潟」後援依頼について ： 承認
・平成 30 年度通常総会からのアンケートに関する返答について

・特別講演（案）3 演題が提示され、今後、2 講演に関しては内容を詰め、1 講演に関しては交渉予定である。
公益事業について
・ピンクリボンホリデー2018：岩室地区公民館講堂（平成 30 年 10 月 21 日）
・無料 HbA1c 測定会：新潟駅南キャンパスときめいと（平成 30 年 10 月 27 日）
・糖尿病を知るつどい：新潟市民プラザ（平成 30 年 11 月 11 日）
・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スカイコート。
・健康寿命延伸フォーラム：新潟ユニゾンプラザ（平成 30 年 11 月 4 日）
県学会翌週であること、また前後でも公益事業が立て込んでいるため本年度は見送ることとした。

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院
〒950-2087
【募集内容】

正規職員（卒後 15 年以内）

【業務内容】

検体、生理検査業務 ＊生理検査業務経験者尚可

【勤務期間】

通年

【勤務時間】

8：30～17：15

【休日】

年間 124 日（リフレッシュ休暇含む）

【待遇】

月額： 大卒
短大・専門 3 年

・公益事業に関わる備品購入について

交通費：2Km 以上から支給

唾液アミラーゼモニター（ニプロ株式会社）を今後の公益事業にて使用するため、2 台（27,000 円×2）購入する
ことが承認された。
・当会の各研究部門などで使用しているパソコンの更新について
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。12 台分の
リース契約で承認された。5 年リース（23,700 円/月）並びにその後の再リース（2,370 円/月）

新潟市西区新通南 3 丁目 3 番 11 号
2名

201,400 円

調整額含む

186,600 円

調整額含む

最高下限度額 35,000 円

その他手当等（住宅、扶養、年末年始、時間外勤務手当等）
【必要書類】

履歴書（市販）、免許証コピー（A4）

【選考方法】

面接、筆記試験、作文 ＊ただし、応募者多数の場合、書類選考在り

【担当】

総務課庶務係 髙橋

裕子

TEL: 025-260-8200

FAX: 025-260-8199

