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〈生涯教育〉北日本支部研修会の受付バーコード等について出力できなかった。北日本支部役員でないと出力で

新臨技ニュース

きない等の制限があるのか確認する。
各支部
上越：8/9 役員会開催。8/18 支部研修会。次回 10/4 開催予定

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

〒950-0965

中越：8/23 役員会開催。12 月ふれあい研修会開催予定

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：8/4 支部研修会・役員会開催。次回 10 月中旬予定。12/1 第 2 回支部研修会予定

Tel.FAX 025-283-3470

佐渡：8/4 研修会。次回役員会未定
新潟：次回 9/12 役員会開催予定。10/6 第 2 回支部研修会開催予定

事務局行動報告

●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）

07 月 21 日 第３回理事会
07 月 23 日 第 10 回新潟県救急搬送・受入協議会に古谷理事出席
07 月 23 日 県学会の打合せ（朱鷺メッセ）に佐藤事務局次長出席
07 月 25 日 ピンクリボンホリデー2018 の打合せに五十嵐理事 WEB 参加
07 月 25 日 第 1 回臨床検査精度管理協議会に草間理事出席
08 月 26 日 8 月常任理事会

・各担当者より、進捗状況の報告がされた。
●公益事業について
・第 32 回糖尿病をしるつどい決算書・報告書が提出された。
・ピンクリボンホリデー2018 の予算書・見積書が提出された。
・今後の公益事業関連のボランティ募集等について案内文の発送を行う。

連絡事項

第 92 回新潟県臨床検査学会ご案内

総務部
多数の演題をお寄せいただき、誠にありがとうございました。学生からも演題を募り、全体で一般演題が34演題となりまし

＜日臨技・北日本支部＞
・
「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」について
新潟県修了者：56.6％（全国平均 61.9％） 平成 30 年 7 月末現在
・
「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省令の整備に関する省令の施行について」お願い
・平成 30 年度定時総会議決権行使書回収手数料の送金について
新潟県受領率：57.57%（有効受領数：767 件×50 円＝38,350 円）
・平成 30 年度 全国「検査と健康展」開催助成金について
全国「検査と健康展」開催にあたり、500,000 円が送金された。
・平成 30 年度日臨技北日本支部医学検査学会第 7 回
臨床微生物部門：千味和宏

一般演題座長推薦について

技師（済生会新潟第二病院）

臨床一般部門：松雪咲身 技師（長岡赤十字病院）
＜新潟県＞
・
「平成 30 年度公衆衛生事業労働者に対する厚生労働大臣表彰者の推薦について」（依頼）
：該当者なし
・
「第 10 回新潟県救急・搬送受入協議会」の報告：古谷理事（新潟市民病院）
・
「第 28 回新潟糖尿病セミナー」の共催について：共催承諾
・
「にいがた乳腺エコー研究会第 10 回講習会」の後援依頼について：後援承諾
＜その他＞
・検査研究部門及び各支部用の新しいパソコンレンタルにと伴い、D-Sub 端子の接続ができなかったため、D-Sub

た。ランチョンセミナー6講演、特別企画2講演、パネルディスカッション１、教育講演5講演を予定しております。詳細は、
新臨技ＨＰ、新臨技会誌10月号でご確認ください。多くの皆様よりご参加いただけますようお願い申し上げます。

・期日 平成30年10月28日（日） 9：10～15：30予定（8：30～受付開始）
・会場 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ３階
・参加費 会員 2000円 、賛助会員 2000円、非会員 6000円、学生 無料
お願い 当日は会員証をご持参ください。

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

【業務内容】

病理検査

【業務内容】

院内における臨床検査業務

【勤務期間】

平成 30 年 12 月 1 日～平成 32 年 1 月 31 日

【勤務時間】

8：30～17：15（休憩時間 1 時間）

【勤務期間】

通年

【休日】

年間 124 日（リフレッシュ休暇含む）

【勤務時間】

8：30～17：15

原則として週休 2 日

【休日】

土日祝

【待遇】

月額： 大卒
手当：交通費
住宅手当

11/12 新潟県臨床検査技師会精度管理試料発送予定。血液像のサーベランス実施予定

（生理検査・検体検査）

※月に１～２回程度、救急対応の日直あり

調整額含む、

186,600 円

調整額含む

【待遇】

4 年制卒 183,900 円～
病院の検査技師経験 15 年で約 275,000 円

2Km 以上から 限度額 35,000 円、

その他:職種別調整手当 基本給の 8％

最高支給限度額 27,000 円

手当：交通費

賞与：支給日 6 月 15 日・12 月 15 日在職者で

〈ホームページ〉随時更新。

〈精度管理〉7/25 精度管理協議に出席。

201,400 円

短大・専門 3 年

〈会誌〉9/19 会誌編集会議予定。

〈検査研究〉順次、研修会案内など、ホームページに掲載依頼。

新潟県魚沼市日渡新田 34

臨時職員

広報部

学術部

〒946-0001

【募集内容】

変換アダプタを購入することとした。

〈ニュース〉理事会終了後、発行予定。

新潟市西区新通南 3 丁目 3 番 11 号

国民健康保険 魚沼市立小出病院

限度額 55,000 円

３ヶ月以上勤務者支給あり

【必要書類】

履歴書（当院ホームページにある申込書）

【必要書類】 履歴書（市販）、職務経歴書、免許証コピー（A4）

【選考方法】

面接

【選考方法】

後日連絡致します。（応募者多数の場合、書類選考あり）
【担当】

その他：事前提出の作文、適性検査

随時面接＊詳細については、履歴書受領後、

事務部庶務係 西畔
TEL: 025-792-2111

総務課庶務係 髙橋
TEL: 025-260-8200

【担当】

FAX: 025-260-8119

FAX: 025-793-7349

