
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞宮臨技関係

開 催 日 行 事 ・ 研 修 会

6 月 5 日 日 宮臨技平成 28 年度定期総会

＊研修会の詳細および日臨技九州支部研修会、関連団体の

研修会等は、勉強会のお知らせをご覧ください。

熊本地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し

上げます。日臨技は「熊本・大分地震災害対策本部設

置準備室」を立ち上げ、支援活動および募金活動を実

施しています。当県技師会も日臨技からの要請を受

け、エコノミークラス症候群への対策のため下肢血管

エコーの出来る技師を派遣いたしました。災害に遭わ

れた皆様が、一日も早く普段の生活に戻れますよう願

っております。

さて、平成 28年 6月 5日（日）に、平成 28 年度宮

崎県臨床検査技師会定期総会を開催いたします。多数

の参加をお願いいたします。議案書は準備が整いしだ

い配付いたします。この定期総会では、役員の改選、

宮臨技定款の一部変更を予定しています。参加できな

い方は書面表決書の提出をよろしくお願いいたしま

す。
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勉強会等のお知らせ

会 期：平成 28 年 10 月 8 日（土）～9 日（日）

会 場：佐賀市文化会館（佐賀県）

＊詳細は、学会ホームページを参照して下さい。

http://saringi.jp/2016JAMT%20CONGRESS%20

Kyusyu.html

＊一般演題を募集中です。

募集期間：

平成 28 年 4 月 1 日（金）～5 月 31 日（火）

平成 28年度

日臨技九州支部医学検査学会（第５１回）

会員の異動等の手続

会員の異動等の手続は、原則、日臨技ホームページ

の会員専用ページより、各自で行うことになっていま

す。手続方法がわかりにくい場合は、宮臨技事務局で

も対応いたしますが、入会・退会については、宮臨技

事務局では対応できませんので、日臨技ホームページ

にて手続をお願いいたします。

平成 28年度日臨技九州支部病理細胞研修会

会 期：平成 28 年 8 月 6 日（土）12：30～17：55

会 場：熊本市医師会館 第２講義室

内 容：病理標本作製に必要な知識を習得する

（詳細は、配付済み案内を参照）

問い合わせ先：熊本市立熊本市民 病理検査センター

島本 浩二 技師

TEL096-365-1711（内線 1245）

E-mail:shimamoto.koji@cityhosp-kumamoto.jp

平成 28年度認定救急検査技師制度

第 1回指定講習会（九州・沖縄）

熊本地震災害をうけ、5 月 22 日（日）に開催予定

でありました平成28年度認定救急検査技師制度 第

一回指定講習会は延期になりました。詳細は、別紙

の「お知らせ」をご覧ください。



平成28年に開催される検体採取等に関する厚生労働

省指定研修会の予定についてお知らせいたします。

福岡会場（会場：純真学園大学）

平成 28 年 7 月 2 日（土）・3 日（日）

平成 28 年 10 月 1 日（土）・2 日（日）

平成 28 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）

沖縄会場（会場：琉球大学）

平成 28 年 9 月 18 日（土）・19 日（日）

平成 28 年の講習会を会員の皆様が受講されます

と、 九州支部の 9 割の会員が受講終了する予定で、

平成 29 年は開催回数が少なくなることが予想されま

す。十分の講習会が開催されているこの期間に受講さ

れますようお勧めいたします。

宮島よしふみFacebookページおよびホームページ

宮島よしふみ日臨技会長の Facebook を作成されま

したのでお知らせいたします。是非、ご覧ください。

また、宮島よしふみホームページについてもご覧い

ただきますようお願いいたします。

◎宮島よしふみ Facebook

https://www.facebook.com/ 宮 島 よ し ふ み

-766445450158601/

◎宮島よしふみホームページ

http://y-miyajima.com/

※ 日本臨床検査連盟のバナーからも入れます。

検体採取等に関する厚生労働省指定研修会

会員の動き

異動等で所属施設が変更になられた方で、日臨技の

ホームページで変更登録が未実施の方は、各自で変更

登録をお願いいたします。

日臨技会員は日臨技会員専用サイトで会員情報の変

更や都道府県技師会の入退会ができます。また、勤務

先や自宅のある都道府県に関係なく都道府県技師会を

選択できるようになり、複数の都道府県技師会に所属

することもできます。

＜入 会・再入会＞

434764 山口 輝樹 森山内科・脳神経外科

454320 新原 由布子 海老原総合病院

350616 伊藤 充幸 宮崎医療センター病院

444848 坂永 慶子 宮崎市郡医師会臨床検査センター

454337 坂本 彩子 宮崎市郡医師会臨床検査センター

714990 谷口 鈴香 平和台病院

＜転 入＞

405583 穴田 麗子 国立病院機構宮崎病院

430826 石本 哲人 国立病院機構宮崎病院

406937 小田澤 由貴 国立病院機構宮崎東病院

＜所属変更＞

450234 谷口 康郎 宮崎県立宮崎病院

454224 藪押 利香 宮崎県立宮崎病院

706090 宮田 志織 宮崎県立宮崎病院

454442 岩下 美幸 宮崎県立延岡病院

711128 小山 愛梨 宮崎県立延岡病院

354762 新田 真依子 宮崎県立日南病院

454338 福田 早織 宮崎県立日南病院

708060 北田 隆宏 臨床宮崎

450171 三浦 淳子 都城市郡医師会病院

450324 坂元 浩己 都城市郡医師会病院

454430 田中 康弘 都城市郡医師会病院

454444 水上 佳也子 都城市郡医師会病院

700226 木幡 春香 都城市郡医師会病院

706905 田中 里奈 都城市郡医師会病院

709852 宮内 沙耶香 都城市郡医師会病院

454445 杉尾 周子 愛泉会 日南病院

454007 松川 守 ル・ベーシック

＜転 出＞

284670 長瀬 美由樹 鹿児島県へ

406468 中野 ひとみ 福岡県へ

440305 髙瀬 哲 鹿児島県へ

454433 蒲牟田 靖司 福岡県へ

703105 佐藤 佑子 福岡県へ

＜退 会＞

450002 中村 香穂子 450080 染矢 ひとみ

450188 山口 真紀子 450195 永友 啓子

450236 東 基次 450264 成田 雄二

454467 野口 直紀

（敬称略）



求人募集 *お問い合わせは事務所まで！

募集を停止されている施設は

速やかにご連絡ください。

●求 人 先：宮崎市郡医師会臨床検査センター

所 在 地：宮崎市大坪西１－２－３

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 １名

勤務時間：10：00 ～ 19：00（応相談）

業務内容：検体検査業務等

●求 人 先：三州病院

所 在 地：都城市花繰町３街区１４号

採用条件：臨床検査技師 パート職員

勤務時間： 8：30～17：00 の間の 5 時間（応相談）

月 ～ 土 ４週７休

業務内容：主に生化学検査

●求 人 先：三州病院

所 在 地：都城市花繰町３街区１４号

採用条件：臨床検査技師 正職員

勤務時間：月～金 8：30 ～ 17：00

土曜 8：30 ～ 12：30

４週７休

業務内容：主に生化学検査

●求 人 先：池井病院

所 在 地：小林市真方８７

採用条件：臨床検査技師 正職員

勤務時間：平日 8：30 ～ 17：00

土曜 8：30 ～ 12：00

業務内容：院内検査全般

●求 人 先：野尻中央病院

所 在 地：小林市野尻町東麓１１７６

採用条件：臨床検査技師 正職員

勤務時間：平日 8：00 ～ 17：00

土曜 8：00 ～ 12：00

業務内容：院内検査、心電図、採血

超音波、眼底検査、MRI

（超音波、眼底、MRI は診療放射線技師も従事）

そ の 他：託児所あり

●求 人 先：（株）クリニカルパソロジーラボラトリー

所 在 地：鹿児島市城山 2 丁目 23－75

採用条件：臨床検査技師 正規職員（ﾊﾟ ﾄーﾀｲﾑ可）

勤務地 ：宮崎県内（延岡、日向、小林、宮崎、串間）

勤務時間： 8：00 ～ 20：00

（勤務場所による、相談応）

業務内容：臨床検査全般

●求 人 先：宮崎医療センター病院

所 在 地：宮崎市高松町２－１６

採用条件：臨床検査技師 正社員 １名

勤務時間：平日 8：30 ～ 17：00

業務内容：超音波検査業務等


