
新しい年度が始まり、会員の皆様も新しい生活、業務

にお忙しく過ごされていることと思います。新型コロナ

ウイルス感染症は未だに終息が見えない状況が続き、研

修会開催もできない状態が続きます。今年度は ZOOM

等を活用した様々は事業、研修会を開催できるように

企画・実行して参りますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

●

2021 年度宮崎県臨床検査技師会定期総会は、5 月

30（日）に開催予定です。新型コロナウイルス感染拡大

等の状況を考慮し、今年度の定期総会でも特別講演は実

施せず、総会のみの開催といたします。また、皆様の安

全を考慮し出来る限り書面表決での参加をお願いし、参

加はご遠慮いただきますようお願いいたします。屋外で

の開催や定期総会の延期を余儀なくされることも考え

られます。開催形態、開催場所を変更する場合は、決定

次第ご案内いたします。

臨床検査のことと、それを担う私たち臨床検査技師の

ことを国民の皆様に広く知っていただくために、日本臨

床衛生検査技師会は、毎年 11 月に「全国検査と健康展」

を全国 47 都道府県で開催しています。今年度の中央会

場は宮崎県となりました。昨年は、新型コロナウイルス

感染症の拡大を受け、中央会場での開催を中止となりま

したが、イベントの開催等については、日臨技が策定し

た業種別ガイドラインおよび検査と健康展の開催前提

となる留意事項等に則した感染防止策を徹底した上で、

広く健康づくりや生活習慣病の早期発見への意識高揚

を図るとともに、小中高生の若い世代に臨床検査の世界

や臨床検査技師への興味をもっていただくための企画

とし、開催を計画しているところです。今年 11 月に開

催予定ですので、皆様の参加ご協力の程よろしくお願い

いたします。

4 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 26 名

＊WEB による検体採取基礎研修会修了者 1名

日 時：令和 3年 3月 30 日（火）19：00～20：15

場 所：ZOOM 会議 出 席： 12 名

報告事項 （抜粋）

１）会長

＊日臨技理事会（Web）2021 年 3月 26 日（土）出席

＊令和 3年度の各種研修会・講習会および試験開催

方針については Web 研修（オンデマンド）開催

＊認定試験は令和 3年 12 月 5 日（日）

＊臨床検査技師へのタスク・シスト/シェアに関す

る厚生労働省指定講習会は後日詳細案内あり

２）事務局

＊福岡県臨床検査技師から九州プール血清試料

作成依頼について、生物化学部門長へ確認

＊受領文書 48通

３）学術

＊ZOOM アカウントを取得し研修会マニュアルを

作成する。
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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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審議事項

１）全国「検査と健康展」中央会場（宮崎）について

＊開催日は 11月 21 日、11 月 28 日を予定

＊開催場所はイオンモール宮崎イオンホールを予定

＊事業内容は臨床検査模擬体験、健康チェック体験、

講演会を予定とする

＊全国「検査と健康展」のワーキングループを作成

＊講演内容は COVID19 や DMAT の講演を予定

２）定期総会について

＊開催日を 5月 30 日、5月 23 日を予定

＊今年度も極力、書面表決をお願いし Web 回答・集計

を検討

３）臨床一般部門長について

＊宮崎県内の候補者を検討する

４）その他

＊各施設責任者への臨床検査技師タスク/シフト/

シェアの説明会 6 月に行う

第 70 回日本医学検査学会の事前登録が開始されてお

ります。本学会は 5月 15 日（土）から 1か月間の、Web

開催となっておりますので、皆様の御参加をお待ちして

おります。奮ってご登録くださいますようお願い申し上

げます。

〇特別講演

『 健康な社会に向けて 』

演者：横倉 義武

（日本医師会 名誉会長／社会医療法人 弘恵会 理事長）

〇文化講演

『新しい価値と歴史を紡ぐ

～太宰府天満宮の取り組み』

演者：西高辻�信宏（太宰府天満宮 宮司）

特別講演、文化講演の他、新型コロナウイルス感染症関

連企画やジョイントシンポジウムなど魅力ある 51 本の

プログラムと 487 本の一般演題発表を予定しておりま

す。詳細はホームページでご確認ください。

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

＜入 会＞

204272 岩永 あゆみ けいめい記念病院

460244 福留 康夫 丸田病院 検査部

719255 赤澤 香菜 自宅

730693 中田 梢恵 済生会日向病院

731528 奥野 知世 宮崎大学医学部附属病院

＜異 動＞

715823 福永 侑香 都城健康サービスセンター

706157 若松 亜弥 宮崎県庁福祉保健部

719527 小川 敬子 宮崎県立延岡病院

454379 平野 香代 株式会社 ル・ベーシック

454499 川原 康彦 宮崎県立延岡病院

＜転 入＞

464226 竹山 朋希 都城医療センター

444275 佐藤 香 国立病院機構宮崎病院

＜転 出＞

281568 清水 慶久 石川県へ

730494 外山 香介 熊本県へ

716338 山口 郁奈 熊本県へ

405583 穴田 麗子 長崎県へ

722206 藤川 瑞稀 栃木県へ

454461 下田 直幸 大分県へ

713523 鬼塚 久弥 大分県へ

414127 石原 幸治 沖縄県へ

＜退 会＞

450185 内田 弘美 450003 坂元 栄子

450120 迫田 英一郎 724653 財部 美由紀

722966 笠原 桃花

＊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。

会員の動き （敬称略）

勉強会等のお知らせ

第 70回 日本医学検査学会 in 福岡



●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：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：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


