
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

6 月 4日 第 1 回臨床血液部門生涯教育研修会

＊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。

新型コロナウイルス感染症は県内でもクラスター発

生、変異株確認など未だに終息が見えない状況が続いて

おります。この状況を鑑みて、宮臨技として ZOOM ラ

イセンス購入しました。今後、Web を活用した事業、

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）に開催します。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電磁的議決権行使、又は書面表決で

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。定期総会議案書は後日配布いたします。

4 月 30 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 28 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 4月 14 日（水）19：00～20：15

場 所：ZOOM 会議 出 席： 11 名

報告事項 （抜粋）

１）会長

＊全国「検査と健康展」宮崎会場の実施要綱を日臨技

に送付し了承を得た

＊日臨技定時総会の資格審査員を宮臨技からは寺原

副会長を選出する

２）事務局

＊令和３年度「宮崎県医療功労者知事表彰」候補者の

推薦依頼あり

＊日臨技より臨床検査技師教育の見直しについての

通知あり

＊受領文書 17通

３）学術

＊ZOOM アカウントを取得したので研修会マニュアル

を作成中

審議事項

１）全国「検査と健康展」中央会場（宮崎）について

＊ワーキンググループを立ち上げ役割分担を行う

２）定期総会について

＊開催日を 5月 30 日（日）10：30～11：30

会場は宮崎市北部記念体育館

＊書面表決をお願いし Web 回答・紙回答で集計する

３）その他

＊令和 3 年度「宮崎県医療功労者知事表彰」候補者は

奥野理事を推薦、検討する

＊ZOOM ライセンスを追加購入し部門研修会が重な

らないようにする

＊ZOOM 研修会企画会議も行動費として認める

＊今後の事業は常務理事で各ワーキングループを立

ち上げて遂行していく
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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：令和 3 年 6 月 4 日（金） 19：00～

開催方式：web 開催

（申し込み方法、視聴方法は別紙参照）

内 容：症例検討会（第 83 回）

※詳細は同封の案内をご参照ください。

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＞

732167 志水 杏里紗 宮崎市郡医師会病院

732208 永田 楓 宮崎市郡医師会病院

732285 黒木 莉奈 宮崎市郡医師会病院

＜異 動＞

454381 五郎丸 亜希 宮崎大学医学部附属病院

723373 佐藤 采郁 宮崎県立日南病院

725726 外山 貴浩 自宅

711045 松元 英里 国民健康保険高原病院

720390 岩切 雄也 宮崎県立宮崎病院

708459 川原 茜 宮崎県立宮崎病院

713614 池田 真子 宮崎県立日南病院

454224 薮押 利香 宮崎県立延岡病院

454338 福田 早織 宮崎県立宮崎病院

＜転 入＞

700428 津波 瞳 自宅

＜転 出＞

727521 浦本 晴香 福岡県へ

474627 水口 誠 埼玉県へ

＊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

令和3年度第1回臨床血液部門生涯教育研修会



●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：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年４月１日～

勤務時間： 8：15 ～ 17：00

業務内容：臨床検査業務全般

そ の 他：応募締切 R3年 5月 31 日

問合せ先：TEL：0984-23-4711 事務部

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 5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 3 年度第 1 回臨床血液部門生涯教育研修会のご案内

新緑の輝く季節になり、早くも昼間は汗ばむほどになりました。新型コロナワクチン接種が始まった

とはいえいまだ終息の兆しは見えず、会員の皆さまにおかれましては気が抜けない日々を送られている

ことと存じます。

本年度第 1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。本年度最初の血液疾

患検討会となります。いろいろ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 の感染拡大の影響を鑑み、web 開催とさせていただきます。Teams を用いた web 研修

会となります。参加申し込み、視聴方法等は後日郵送にて送付します。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「名前を入力」の欄には必ず施設

名と氏名を入力してください。イニシャル等のみの入力では参加確認が困難となり、参加登録ができま

せんのでよろしくお願い致します。

記

日 時：令和 3年 6月 4 日（金） 19：00～

開催方式：web 開催 （申し込み方法、視聴方法は別紙参照）

内 容：症例検討会（第 83回）

症例 No.875

症例 No.876

症例 No.877

＊症例検討会の前に講演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）

勤務先：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


