
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

12 月 15 日 第 3 回臨床微生物生涯教育研修会

＊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。

●

日臨技の時期課長候補者選挙が実施されます投票用

紙等は令和３年 12月 13 日に郵送されます。また投票サ

イトは令和３年 12月 15 日に開設されます。会員の皆様

投票にご協力のほどよろしくお願いいたします。

●

11 月 14 日（日）爽やかな秋晴れの日、ニューウェル

シティ宮崎にて全国検査と健康展を開催いたしました。

開会式では、花牟禮会長が検査業務で着用しているユ

ニフォームで登場。寺原副会長が、防護服を着用し、コ

ロナ渦における医療現場の感染予防の大変さを説明し

てくださいました。

座談会は、臨床検査

技師の資格を持つフ

リーアナウンサー高

瀬みち子さんを司会

にお迎えして、高校生

パネラーとして応募してくれた 3 人の高校生が感染症

のスペシャリスト忽那先生、大楠先生に熱い質問を投げ

かけ、新型コロナウイルス感染症について語り合ってく

ださいました。

終了後は、開会式、講演会、座談会をオンデマンド配

信いたしました。パネル展示動画、九州保健福祉大学と

のコラボ動画も期間限定で配信いたしました。

日臨技から配布されたリーフレットは、会場はもちろ

ん、近隣の中学校に配布いたしました。（約 600 部）

11 月は検査月間です。全国検査と健康展の活動を通

じて、臨床検査技師について知っていただけたのではな

いかと思っています。参加してくださった皆様に感謝い

たします。ご協力ありがとうございました。

（詳しくは、宮臨技会誌にて報告させていただきます）

●

日臨技では臨床検査技師を取り巻く社会情勢並びに

現状を、今後の日臨技事業活動の参考資料とするため、

標記調査を 2 年に 1 回実施しております。

今年が調査の年となっておりますので会員の皆様の

ご協力よろしくお願いいたします。調査は下記 QR コー

ドからも参加可能です。

事務局報告

事務局連絡

月月月月月月月

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

TEL&FAX ：０９８５・２４・８３３１

http://www.miyazaki-mt.or.jp

発 行 者 花牟禮 富美雄

編集責任者 佐多 章

＊原稿の申し込みは月末までにお願いします。

号号号号号

号号号号号号号号号



日 時： 令和 3 年 11 月 17 日（水）19：30～21：00

場 所： ZOOM 会議 出席者 12名

１.報告事項 （抜粋）

１）会長

＊全国「検査と健康展」宮崎中央会場は無事に終了し

た。協力頂いた方に感謝する

＊日臨技会長選挙を開催する（投票期間 12/15～23、

開票日 12/25）

＊11 月 5 日令和 3 年度九州支部会議開催：支部研修

会 細菌検査以外は開催、参加協力をお願いする

＊タスクシフト/シェア講習会：支部研修会 12/19 熊

本保健科学大学 前日に準備

今後、看護協会や潤和会記念病院佛坂先生にご挨拶

に伺い協力をお願いする

＊九州支部医学検査学会（第 55 回）の参加協力をお

願いする

＊第 56 回九州医学検査学会は 2022/11/5.6 福岡県久

留米市で開催（久留米シティプラザ）

＊第 70 回日本医学検査学会（福岡県）は参加登録者

6961 名で盛会にて終了

＊福岡県臨床衛生検査技師会は創立 70 周年記念式典

を来年の定期総会終了後に開催予定

＊令和 4 年 2 月福岡県（現地開催）にて幹事会検討中

＊タスクシフト/シェア講習会参加者変更 田中生物

化学分析部門長→竹ノ内常務理事

２）組織

＊全国「検査と健康展」宮崎中央会場へのご協力に感

謝する

＊講演会は WEB より実際に視聴した方が良かった

等の意見があった

＊11 月 30日までの動画配信アドレスを宮臨技 HP に

リンクをお願いしたい

＊各部門が作った検査紹介動画を宮臨技に保存して

おきたい

《承認》

３）学術

＊血液部門研修会終了、12/15 第 3 回微生物研修会

＊11/20〜12/18 九州支部臨床検査総合部門研修会は

オンデマンド配信

＊タスクシフト研修会は来年2月か3月に計画を予定

であり各部門研修会との調整が必要

＊2/27(日)福岡での臨地実習研修会を開催される

＊日臨技申請研修会は 11 研修会実施し残り 9 研修会

＊ZOOM 研修会備品購入を検討する

＊部門長にスケジュールを再度確認する

《承認》

２ 審議事項

＊九州支部タスクシフト/シェア講習会における追加

支出について

 実技講習会参加者（実務担当者）の受講料を宮臨

技が負担する。前日準備の日当も支給

 自家用車での交通費は不可

＊宮崎県におけるタスクシフト/シェア講習会の開催

計画等について

 看護協会と潤和会記念病院の佛坂先生のスケジ

ュールに合わせる

 看護師講師は看護協会からの推薦、もしくは各施

設からの推薦をお願いする

 令和 4年 2月か 3 月を予定、事前の WEB 研修受講

もあるので早めの募集が必要

 宮崎県での参加人数は少ない事が予想されるの

で理事施設で参加協力をお願いする

 会場の選定：九保大看護学校、看護大学、フィオ

ーレＫＯＧＡ看護専門学校等を検討する

＊宮臨技事務所等に関する意見について

 今後、宮臨技事務所売却等を鑑みて検討していく

必要がある

 事務所を継続していくか会員の意見聴取も必要

《承認》

【日 時】令和 3 年 12 月 15 日（水）18：00～19：00

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

WEB 実習：「NCBI BLAST を使用した BLAST 解析」

演者：都城医療センター 梅谷 昌司 技師

講演：

「イルミナ次世代シーケンサーを使用した新型

コロナウイルス(SARS-CoV-2)ゲノム解析について」

演者：イルミナ株式会社 営業本部技術営業部

シニアアプライドゲノミクススペシャリスト

小林 孝史 先生

※詳細は配布済みの案内文を参照

2021年度 第 6回常務理事会議

第 3回臨床微生物部門生涯教育研修会



【日 時】2021 年 11 月 20 日（土）～12 月 18 日（土）

【会 場】Web 開催

【テーマ】～ 臨地実習が変わる ～

「－それは学生のために

それは新たな技師を迎える検査部のために－」

※詳細は配布済み案内文を参照

【日 時】令和 4年 1月 8 日（土）12：50～17：30

【会 場】Web 開催

【テーマ】総合的に血液疾患を診れる技師へ

〜 血液の 3 密 を紐解く 〜

※詳細は同封済みの案内文を参照

＜入 会＞

735227 西山 ちひろ 株式会社 臨床宮崎

723514 沼田 光生 同心会 古賀総合病院

＊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を

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 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

求人募集
＊募集を停止されている施設は

速やかにご連絡ください。

会員の動き （敬称略）

●求人先：串間市民病院

所 在 地：串間市西方７９１７

採用条件：臨床検査技師 会計年度職員 １名

勤務時間： 8：30 ～ 17：15

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0987-72-1362（森）

日臨技九州支部第 32回血液検査研修会

日臨技九州支部臨床検査総合部門研修会

●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 正職員 若干名

R４．４．１～

勤務時間： 8：15 ～ 17：00

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0984-23-4711 事務部

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照

●求人先：株式会社オファサポート

所 在 地：宮崎市島之内３５３５－２

採用条件：臨床検査技師 正社員 ３名

勤務時間： 9：00 ～ 18：00

週休二日制、時間外労働なし

業務内容：コロナウイルス PCR 検査業務

宮崎県委託事業

問合せ先：TEL：0985－71－0006(人事部 小倉)

●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 正社員 １名

採 用 日：Ｒ４年 4月 1日(応募締切 R3,12,24)

勤務時間： 8：30 ～ 17：15

業務内容：検体検査、心電図、超音波検査ほか

問合せ先：TEL：0985－38－5512(総務部 日高)



●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：①任期付臨床検査技師 １名

②臨床検査技師 非常勤職員 １名

雇用期間：①R3 年 7 月 15 日～R4 年 5 月 18 日

②採用日～R4 年 3 月 31 日(1年毎の更新有)

勤務時間：①平 日 8：30 ～ 17：15

8：00 ～ 16：45

②平 日 8：30 ～ 15：30（６Ｈ）

8：00 ～ 15：00（６Ｈ）

※②は応相談

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



令和 3年 11月吉日 

会員各位 

(一社)日本臨床衛生検査技師会九州支部  

支部長 佐藤 元恭 

学術部長 百田 浩志 

臨床検査血液部門長 津田  勉  

実務担当 波野 真伍 

 

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 32 回血液検査研修会』のご案内 

 

会員の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。この度、日臨技

九州支部卒後研修会 「第 32回血液検査研修会」を下記の要項にて開催いたします。今回

の研修会は新型コロナウイルス感染症の影響で Webでの開催となります。会員の皆様の多

数のご参加をお待ちしております。 

記 

 

デーマ：総合的に血液疾患を診れる技師へ 〜血液の 3密を紐解く〜 

会 期：令和 4年 1月 8日(土曜日) 12時 50分〜17時 30分 

方 式：Web開催 

定 員：200名   

受講料：2000円 

申込方法：日臨技ホームページの会員専用ページからお申し込み下さい。 

申し込み締切：2021年 12月 15日(水) ※定員になり次第締め切らせていただきます。 

入金先：鹿児島銀行 桜ヶ丘支店 (店番：143) 

    普通預金 口座番号：3059906 口座名：第 32回血液検査部門九州卒後セミナー 

問い合わせ先：国立病院機構 鹿児島医療センター 臨床検査科 波野 真伍 

       E-mail: karingi.ketsueki@gmail.com 

本研修会では症例提示においてセラビジョン・ジャパン株式会社のソフトを使用致します。そのため、参

加申込頂いた方の個人情報（氏名、メールアドレス）をセラビジョン・ジャパン株式会社へ提供し、セラ

ビジョン・ジャパン株式会社より各参加者へソフトの使用権限(ID/PW)が配信されます。参加申込にあた

っては個人情報提供への同意をお願い致します。提供された個人情報はセラビジョン株式会社により適正

に管理され、本研修会の目的以外には使用されません。同意頂けない場合には、症例提示画像の事前確認

等が出来ませんが、当日の講演視聴は可能です。あらかじめご了承頂きますようお願い申し上げます。 



プログラム 

 

1月 8日（土曜日） 

12:50〜13:00 開講式・オリエンテーション 

 

13:00〜14:00 講演 1 

座長：熊本赤十字病院 エスアールエル検査室 津田 勉 技師 

「臨床検査データ及び血液形態からの血液疾患へのアプローチ」 

講師：国立病院機構 九州がんセンター 臨床検査技師長  

牟田 正一 技師 

 

14:10〜15:10  症例提示（セラビジョン社の画像閲覧ソフトを使用） 

コメンテーター：九州がんセンター 臨床検査技師長  牟田 正一 技師 

            熊本赤十字病院 エスアールエル検査室 津田 勉 技師 

 

症例 1 鹿児島市立病院 臨床検査技術科        藤垣 大輔 技師 

症例 2 熊本赤十字病院 エスアールエル検査室    林 健斗 技師 

症例 3  宮崎県立延岡病院 臨床検査科          久方 倫子 技師 

 

*事前に各症例の細胞画像をセラビジョンの細胞鑑別ソフト（WebPRO）にて配信します。 

ソフトの使用方法及び、IDとパスワードを各参加者のメールアドレスへ送信します。 

 

15:20〜16:20  講演 2 

座長：鹿児島大学病院 検査部 技師長 政元 いずみ 技師 

「血液疾患診療における検査結果の見方と解釈」 

講師：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血液・膠原病内科学分野 准教授 

 吉満 誠 先生 

16:30〜17:30  講演 3  

座長：医療法人三州会 大勝病院 検査部 部長 岡崎 智治 技師 

「凝固検査の心得（仮）」 

講師：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学 教授 

橋口 照人 先生 

 

17:30〜17:40  閉講式 

 



個人情報等の取り扱いに関して 

 

セラビジョン・ジャパン株式会社は、お客様の個人情報等の取り扱いについて、下記のとお

りお約束いたします。 

記 

 

１.個人情報の使用目的について 

日臨技九州支部卒後研修会 第 32 回血液検査研修会において提示いただいた名前とメール

アドレス、その他のお客様個人にかかわる情報（以下、「個人情報等」という）を、当該研

修会の目的のために使用させていただき、お客様の承諾なく、他の目的には使用いたしませ

ん。 

 

２.個人情報の第三者提供について 

お預かりした個人情報等を、お客様の承諾なく第三者へ提供することはありません。 

 

３.個人情報の開示等について 

個人情報等の開示、変更、削除の求めがあった場合にはお客様ご本人であることをご確認さ

せていただいた上で、速やかに対応いたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 



日臨技 令和３年度 

「会員意識調査」 
会員の皆様のご協力をお願いいたします 

 
 
 
 
 
 
 

 
「会員意識調査の QR コード」 

または、日臨技ホームページ（www.jamt.or.jp）のバナーから 

 

皆様のご協力が 

臨床検査技師の力になります 


