
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

2 月 19 日 第 2回臨床血液部門生涯教育研修会

2 月 27 日 宮臨技セミナー

＊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。

5 月 15 日（土）、16 日（日）開催予定の第 70 回日本

医学検査学会（福岡県）の開催様式は現地開催から、Web

開催（オンデマンド開催）に変更になりました。詳細は、

随時ホームページに公開します。九州での開催となりま

すので、多数のご参加・ご協力をお願い致します。

 会期：2021 年 5月 15 日（土）から 6 月 14 日（月）

 形式：Web 開催（オンデマンド配信）

※一部プログラムを 5 月 15 日（土）にライブ配信いた

します。https://site2.convention.co.jp/jamt70/

先月号でもお知らせしましたが、2 月中に宮臨技にお

いて第 5 講「勤務環境を改善し臨床検査技師へのタス

ク・シフティング推進について」の方策を議論する必要

があります。協議日程については後日、お知らせいたし

ますので、会員の皆様には、事前に第 1講〜第 4 講の日

臨技 HP 掲載のビデオ等を視聴して頂くよう、再度お願

い致します。詳細につきまして、下記に掲載いたします。

記

1.事業名：臨床検査技師に対するタスク・シフティング

業務啓発事業

2.実施期間：令和 3年 1月〜2 月の間

3.実施事業の概要：

（第 5 講以外は事前に日臨技 HP 上のビデオをご視聴

ください）

●第 1講 開会挨拶

宮島会長 ビデオ又は現地挨拶

●第 2講 タスク・シフティング業務啓発並びに病院

管理者への協力依頼(仮題)

日本病院会 相澤会長 ビデオ(日臨技 HP視聴)

●第 3講 臨床検査技師に対するタスク・シフティング

業務の説明

日臨技 丸田副会長 ビデオ(日臨技 HP視聴)

●第 4講 タスク・シフティング業務の好事例

支部内の好事例を活用するか。

出来ない場合はビデオ(日臨技 HP視聴)

●第 5講 勤務環境を改善し臨床検査技師への

タスク・シフティング推進について

事前に第 1 講〜第 4 講の日臨技 HP 掲載のビデオ等を視

聴して、タスク・シフティング推進等方策を議論する。

以上

※事業内容をご理解いただき、是非ご視聴くださるよう

お願いいたします。日臨技 HP の会員サイトの事前参加

申請よりご視聴できます。ご視聴後は日臨技生涯教育履

修点数基礎 20単位が付与されます。

2 月 1 日現在の標記修了人数は下記になります。受講

の申し込みは、日臨技会員、非会員（臨床検査技師等）

を問いませんが、受講修了者に対しては、一定の条件が

あるので、「核酸増幅検査基礎学科研修 受講申込条件」

を必ずご確認してから、日臨技ホームページよりお申し

込みください。（http://www.jamt.or.jp）

＊核酸増幅検査(PCR 等)基礎学科研修修了者 24 名

＊WEB による検体採取基礎研修会修了者 1名

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会

事務所 ：〒880-0844

宮崎市柳丸町 56番１ ｺｱﾏﾝｼｮﾝ江平Ⅱ 502号
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＊原稿の申し込みは月末までにお願いします。
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日 時：2021 年 2月 4日（木）19：00～

場 所：ZOOM 会議

日 時：令和 3年 2月 19 日（金） 19：00～

場 所：＊web 開催予定

内 容：第 2 回血液疾患検討会

※詳細は同封の資料、宮臨技 HP をご覧ください。

日 時：令和 3年 2月 27 日（土）13：30～ 開催予定

場 所：＊web 開催予定

内 容：学術各部門基礎講演

※詳細については同封の資料をご覧ください。

会 期：2021 年 5 月 15 日（土）から 6 月 14 日（月）

形 式：Web 開催（オンデマンド配信）

※一部プログラムを 5 月 15 日（土）にライブ配信

いたします。

※詳細はホームページでご確認ください。

https://site2.convention.co.jp/jamt70/

＜異 動＞

709305 茭口 朋恵 潤和会記念病院

450333 冨田 雅士 池井病院

＜転 出＞

707384 稲田 直樹 長崎県へ

＜退 会＞

450224 梯 雄二 450295 福田 智之

708261 山下 三統

＊異動等により所属施設が変更になられた方で、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。

施設連絡責任者は、施設名のみでなく部署名まで登録お

願いいたします。

また、宮臨技からの配付物等は、配付作業の簡素化と

コスト抑制のため勤務されている方は施設へ送らせて

いただきたいと思います。勤務されている方で、施設登

録がされず自宅会員で登録されている方がいらっしゃ

います。施設の登録と都道府県技師会からの郵送物送付

方法の登録を施設へ郵送でお願いいたします。施設番号

がわからない方は、事務所までお問い合わせください。

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。

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。

2020年度第 3回常務理事会

令和2年度第2回臨床血液部門生涯教育研修会

会員の動き
（敬称略）

●求人先：小林市立病院

所 在 地：小林市細野２２３５－３

採用条件：臨床検査技師 非常勤職員 １名

雇用期間：採用日～Ｒ3年 3月 31 日

勤務時間：平日 8：15 ～ 17：00（応相談）

業務内容：臨床検査業務全般

問合せ先：事務所 TEL 0984-23-4711

勉強会等のお知らせ

第 70回 日本医学検査学会 in 福岡

令和 2年度これだけは知っておきたい宮臨技セミナー

●求人先：財団法人宮崎県健康づくり協会

所 在 地：宮崎市霧島 1－１－２

採用条件：臨床検査技師 正職員 １名

Ｒ３年４月１日～

勤務時間： 8：30 ～ 17：15

業務内容：臨床検査業務全般

そ の 他：応募締切 R3年 1月 29 日

問合せ先：TEL 0985-38-5512 日高

●求人先：宮崎県立宮崎病院

所 在 地：宮崎市北高松町 5-30

採用条件：臨床検査技師 会計年度任用職員

①採用日～R3年 3月 31 日 2名

②R3年 4月 1日～R4 年 3月 31 日 2 名

勤務時間：①平 日 8：30 ～ 16：20

②平 日 8：30 ～ 17：15

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0985-24-4181 釘宮



●求人先：JCHO 宮崎江南病院

所 在 地：宮崎市大坪西 1－2－1

採用条件：臨床検査技師 非常勤職員 １名

雇用期間：採用日～R3 年 3 月 31 日

※1年毎の更新（原則更新あり）

勤務時間：平 日 8：30 ～ 15：30（６Ｈ）

8：00 ～ 15：00（６Ｈ）

※勤務時間は相談可

業務内容：検体検査、心電図、超音波検査ほか

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照

●求人先：社会福祉法人愛泉会 日南病院

所 在 地：日南市大字風田３６４９番２

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 １名（最長１年間）

勤務時間：8：30 ～ 17：30

業務内容：臨床検査業務全般、心電図、採血

そ の 他：院内託児所あり

問合せ先：TEL 0987-23-3131 総務課 谷山

●求人先：潤和会記念病院

所 在 地：宮崎市大字小松 1119

採用条件：臨床検査技師 正職員 1名 嘱託職員１名

勤務時間：① 8：30 ～ 17：30

② 8：00 ～ 17：00

業務内容：検査業務全般

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照

●求人先：宮崎県立日南病院

所 在 地：日南市木山１－９－５

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 １名

Ｒ2年 12 月～Ｒ4 年 3 月（予定）

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：15（応相談）

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0987-23-3111 山田

●求人先：宮崎県保健所

募集職：宮崎県会計年度任用職員（検査技師が望ましい）

勤務地：県域保健所（中央（高鍋保健所分含）、日向、延岡、

小林、都城、日南、高千穂）※勤務場所は応相談

業務内容：新型コロナウイルス PCR 行政検査の検体搬送

及び保健所業務のサポート。

任用期間：決定日から令和３年３月３１日まで

勤務時間：平 日 9：00 ～ 16：50（6：50）

※勤務日数については相談可能

（毎日ではなくても可能）

※詳細は配布済み資料を参照



令和 3年 1月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

臨床血液部門長 久方 倫子

令和 2 年度第 2 回臨床血液部門生涯教育研修会のご案内

新たな年が始まり、寒さが一段とつのってまいりました。新型コロナは終息どころか勢いが増し、

会員の皆さまにおかれましてはご多忙な日々を送られていることと存じます。

先の見通しがつきづらい状況の中ではありますが、本年度第 2 回目の血液部門研修会を下記の日

程で開催するはこびとなりました。本年度最後の血液疾患検討会となります。様々な症例を経験す

るよい機会となりますので、多数の参加をお待ちしております。

なお、COVID-19 の感染状況を鑑み、web 開催へ変更することとなりました。Teams を用いた web

研修会となります。参加申し込み、視聴方法等の詳細は各施設へ送付の案内文をご確認ください。

参加登録には日臨技の会員番号が必要となります。参加申し込みの際は「会員番号、氏名、施設

名」を記載していただきますようお願い致します。また、参加をする際の名前入力は施設名と氏名

を入力してください。イニシャル等のみでは参加確認が困難となりますので、よろしくお願い致し

ます。

記

日 時：令和 3年 2月 19 日（金） 19：00～

内 容：症例検討会（第 82 回）

症例 No.872

症例 No.873

症例 No.874

＊講演会の後に症例検討会を予定しております。

参加費：無 料（非会員の方は 3,000 円徴収いたします）

県立延岡病院 臨床検査科 久方 倫子

TEL：0982-32-6181（内線 2275）

E-mail：ketsueki_miyazaki@yahoo.co.jp



令和 3年 1月吉日 

会員各位 

（一社）宮崎県臨床検査技師会 

会長 花牟禮 富美雄 

 

令和 2年度 これだけは知っておきたい宮臨技セミナーのご案内 
  

 初春の候、皆様におかれましては新型コロナウィルス感染拡大による抗原、PCR検査等々お忙しい

ことかと思います。早い感染終息を願うばかりです。研修会開催もままならず、皆様にご迷惑をお掛

けしておりますが、下記の通り、令和 2年度これだけは知っておきたい宮臨技セミナーを計画致しま

した。各部門の基礎的な内容となっておりますので、検査再確認のためにも是非ご参加頂きますよう

お願い致します。 

 

記 

 

【日 時】 令和 3年 2月 27日（土） 13：30～18：00   (13:00からログイン可能) 

【内 容】 

  司   会 寺原 孝弘（済生会日向病院） 

 会長挨拶 宮崎県臨床検査技師会会長 花牟禮 富美雄（JCHO 宮崎江南病院）  13:30～13:40 

講演 1. 臨床検査総合部門「日本国内における TSH値ハーモナイゼーションについて」            

13:40～14:20 

             講師 高木 久哉（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社） 

講演 2. 臨床一般部門「流れ作業にしない尿検査 2020」             14:20～15:00 

             講師 宮﨑 悠太（藤元中央病院） 

講演 3. 臨床微生物部門「PCR検査の小さな知識」                15:00～15:40 

      講師 梅谷 昌司（国立病院機構 都城医療センター） 

  講演 4. 輸血細胞治療部門「「さあ困った！こんな時どうする？」        15:40～16:20 

講師 永原 宏記（県立宮崎病院）                                

    講演 5. 臨床血液部門「ここに注目！血液データ」                      16:20～17:00 

      講師 久方 倫子（県立延岡病院） 

講演 6. 生物化学分析部門「検査値を判断するものさし」             17:00～17:40 

講師 田中 康弘（都城市郡医師会病院） 

  質 疑                                  17:40～18:00 

※非会員については会費 3,000円を徴収いたします。 

 

 

〈連絡先〉 

済生会日向病院 臨床検査室 

     寺原 孝弘 

℡0982-63-1321 FAX0982-63-4370 

Mailt.terabaru@hyuga.sasieikai.or.jp 

共催 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

https://roche.zoom.us/webinar/

register/WN_H4LJxGe7Seevb0s

SP_1Wtg 

◀ 参加用 QRコード 

（事前登録可能） 

mailto:t.terabaru@hyuga.sasieikai.or.jp

