
●

日臨技宮島会長から臨床検査技師が新型コロナウイ

ルスワクチン接種の担い手としての、渉外対策の状況等

について報告及びお願いがありましたので、下記に掲載

します。尚、会員サイトでも参照できます。

会員各位

会員の皆様方におかれましては、医療現場等において

日夜ご活躍のことと存じます。さて、既に報道等でご存

じのことと思いますが、政府は新型コロナウイルス感染

症の制圧に向けて、一日１００万回のワクチン接種の

目標を立て、国内の医療資源を総動員して取り組むこ

とになりました。その中で、医行為であるワクチン接種要

員（担い手）を、医師・看護師に加え、特例で認めた歯

科医師の他に、臨床検査技師と救急救命士にも拡大

する方針が示されました。このことについて、日臨技は

先月から情報収集するとともに、担当省庁と法制度上

の課題等について協議しており、全く驚くことではありま

せん。接種要員として薬剤師がその候補に挙がったこ

とで、会員内外から「臨床検査技師が実施すべき」と

の指摘が多く寄せられた 一方、慎重な意見もあったが、

５月１９日関係省庁に 臨床検査技師を担い手 として

活用を求める要望書を提出しました。政府の方針に基

づき、５月２５日厚生労働省から本会に、これを進める

ための検討会への委員派遣を依頼され、本会から横

地副会長を派遣し私達の考えを反映することにしました。

そして、５月２６日、第 1 回の検討会が開催され、急ピッ

チで作業が進むと思われます。今後、予想される展開

として、法的に特例で認めた歯科医師と同様に、資格

法改正ではなく、「違法性の阻却」との措置で行い、一

定の条件下で臨床検査技師にワクチン接種を認める

ことになるかと考えます。一定の条件下については、

２～３時間ほどの基礎・実技研修と接種場所を集団

接種会場に特定すること等が阻却の論点になるかと

思います。一日も無駄にできない緊迫した状況ですの

で、６月初旬には結論がでるのではないかと思います。

今後、新たな情報がありましたら、随時ご報告します。

詳しい説明もして参ります。５月２１日タスクシフト関係の

法案が国会で成立し、臨床検査技師の業務拡大が

図られ、日臨技の執行部・事務局も各種通知の処理

や厚生労働大臣が指定する研修を受講することが求

められていますので、当該研修の指定の告示を当会

が受けるべく準備を進めており、慌ただしくなる中でこのよ

うな事態を迎えています。更に、会員の皆様にとっても

増大する検体採取や PCR検査で負担が増している中

で誠に恐縮ですが、現況をご理解いただき、今後の対

応についてご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

私達、臨床検査技師に政府も国民からも期待され、

注目もされています。今まで培ってきた技術・知識・経

験をもって皆様で結集すれば、この社会的要請に十分

応えられます。今こそ、「国難に立ち向かう臨床検査技

師」を目指して、勇気を持ってしっかりと取り組んで参りま

しょう。日臨技も役員一同頑張ります。どうかよろしくお願

いします。

令和３年５月２７日

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会

代表理事会長 宮島 喜文

●

2021 年度宮崎県臨床検査技師会定期総会は、5 月

30(日)に開催しました。新型コロナウイルスの感染拡大

防止のため、電磁的表決書または書面表決での参加をお

願いし、296 名の表決書と 22 名参加により 2021 年度
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の事業計画と予算が承認されました。これから 1 年間

意欲的に活動していく予定ではありますが、当面の間は、

新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、Zoom 等

を活用しながら出来る範囲での活動になりそうですの

で、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。

5 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 5月 19 日（水）19：00 ～ 20：15

場 所：ZOOM 会議 出 席： 14名

１．報告事項 （抜粋）

１）会長

＊2021 年 4月 24 日（土） 9：30 ～ 12：40

日臨技理事会（Web）参加

1）臨地実習ガイドライン 2021 について

現行の「臨地実習ガイドライン 2013」を改訂する

2）組織運営規程の改定について

役員の報酬等及び費用に関する規程の改定に伴い、

改定する

２）事務局

＊「臨床検査技師へのタスク・シフト/シェアに

関する指定講習会」実技講習備品について

事務所納品時に立会い検収が必要

＊令和 3年度「宮崎県医療功労者知事表彰」候補者

の推薦依頼ついて

奥野理事を推薦し宮崎県福祉保健部長へ提出

＊受領文書 35通 公文書 １通

３）会計

＊定期総会 会計監査が終了。監査の指摘なし

４）組織

＊全国「検査と健康展」宮崎会場の会議を４回の

Zoom 会議、メール会議等にて協議

５）学術

＊令和 3年 6月 4日（金）令和 3年度

第 1 回臨床血液部門生涯研修会 承認

＊研修会マニュアルを作成完了。

各部門長へ配布 予定

＊宮崎県医師会精度管理試料作成について宮崎市

郡医師会検査センターにて試料作成可能

２．審議事項

１）令和 3 年度宮臨技定時総会 について

＊宮臨技事務所を会場とする。会長が会場参加し、

常務理事は Zoom 会議参加、他は参加希望者

＊進行・議長・書記・議事録署名人の役員配置、

役割分担はメール会議にて審議

＊日臨技行事登録を行い参加登録も行う。

２）全国「検査と健康展」について

＊入場者制限、感染防止策等を勘案しニューウェル

シティ宮崎に会場を変更する

＊入場制限 100 名まで感染対策のため事前予約制を

採用

＊ライブ配信とオンデマンド開催予定。講演会は対談

方式かウエビナーを使用予定

＊中央会場では有線 LAN 等の設備が必要であり、イベ

ント制作会社へ依頼する

＊SNS へも発信予定、公式アカウントを開設する

＊各部門に依頼し QR コード付きパネル作成し動画を

制作。各ワーキングループを作成する

＊宮臨技公益事業としての講演会も計画する

＊九州保健福祉大学へも依頼、了承済み

＊全国「検査と健康展」の会計を健康づくり協会の

篠原技師と吉本技師に依頼する

３）臨床一般部門長について

＊該当者不在な為、引き続き検討する

４）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（施設責任者向け）について

＊施設責任者会議も兼ねて 6 月に開催予定

５）その他

＊各部門研修会費は企画申請書承認後にその都度

支給する

＊会議費も数回分をまとめて支給する

＊今年度は Zoom を使った研修会を多数企画する

＊支部学会部門長会議出席の学会費用支給について

検討事項とする

2021年度第 2回常務理事会



一般演題募集要項

会 期：【現地】2021 年 11 月 6日(土)・7 日(日)

【Web】 2021 年 11 月 6日(土)～12 月 5 日(日)

会 場：沖縄コンベンションセンター

開催形式：現地＋Web（状況次第では Web のみ開催の

可能性あり）

Ⅰ．一般演題募集について

1. 一般演題の申込、抄録原稿提出は、日臨技ホーム

ページを利用した Web による受付とします。

Web による申込には、会員 No、パスワードが必要

ですので事前に確認して下さい。

2. 賛助会員、学生の発表につきましては、学会事務

局へお申込み下さい。

Ⅱ．受付開始及び締め切り日

演題： 2021 年 5 月 10 日（月）～6月 30 日（日）

抄録： 2021 年 5 月 10 日（月）～6月 30 日（日）

＜入 会＞

732261 齋藤 嬉和 宮崎大学医学部附属病院

732851 坪根 知也 宮崎善仁会病院

733269 田久見 翼 宮崎市郡医師会臨床検査

センター

＜異 動＞

405207 野口 陽介 桑原記念病院

454068 矢野 浩司 宮崎県衛生環境研究所

450251 鈴木 千代子 宮崎市立田野病院

708060 北田 隆宏 自宅

454457 佐保 智代 自宅

＊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

求人募集

会員の動き

*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。

（敬称略）

勉強会等のお知らせ

●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

2021年度日臨技九州支部医学検査学会（第55回）

●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：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）



2021年度日臨技九州支部医学検査学会（第55回） 一般演題募集要項 

 

会   期 ： 【現地】2021年11月6日（土）・7日（日）  

   【Web】 2021年11月6日（土）～12月5日（日） 

会   場 ： 沖縄コンベンションセンター  

開催形式 ： 現地＋Web（状況次第ではWebのみ開催の可能性あり） 

 

Ⅰ． 一般演題募集について  

1. 一般演題の申込、抄録原稿提出は、日臨技ホームページを利用したWebによる受付とします。 

Webによる申込には、会員No、パスワードが必要ですので事前に確認して下さい。  

2. 賛助会員、学生の発表につきましては、学会事務局へお申込み下さい。  

 

Ⅱ． 受付開始及び締め切り日  

 

演題： 2021年5月10日（月）～6月30日（日）  

抄録： 2021年5月10日（月）～6月30日（日）  

 

 

Ⅲ． インターネット利用による一般演題申込・抄録原稿登録について  

≪日臨技会員の登録方法≫  

1. Webにて日臨技ホームページ（JAMT：http://www.jamt.or.jp/）より、「会員専用ページ」を 

クリック。  

2. 会員専用サイトには、会員No、パスワードを入力しログイン。  

※パスワードが不明な方は日臨技に再発行申請し、必ず本人のパスワードを使用して下さい。  

 

問い合わせ先  

日臨技事務局 TEL：03-3768-4722  

 

3．日臨技会員メニューの「学会演題発表・査読・講義資料アップロード」→「演題・抄録登録」 

をクリック。  

4．Step 1 学会の選択で「2021年度日臨技九州支部医学検査学会（第55回）」を 選択＞＞演題の 

新規登録 をクリック。  

5．Step 2 利益相反（COI）の確認を入力・申請後 ＞＞次へ をクリック。  

6．Step 3 演題の入力に関し必要事項を入力し＞＞次へ をクリック。  

※メールアドレスは間違えのないよう正確に入力して下さい。また、メールアドレスの確認ま 

で入力して下さい。 

※抄録を後から登録する場合は＞＞確認して登録するをクリックして Step 5 へ進みます。  



※後日、演題名変更や抄録登録をする場合は Step 1 から同じ手順で行って下さい。  

7．Step 4 抄録の入力またはアップロードにて、抄録登録方法を選択し入力を行う。  

※抄録は26文字×18行×2段組 936文字以内で入力下さい。  

※ファイルアップロード登録する場合は、抄録本文のフォント、サイズ（明朝体10.5P）は 

  変更しないで下さい。 

※末尾に連絡先を必ず入力して下さい。  

8．Step 5 入力内容確認で抄録 PDFの確認をクリックし、内容確認して下さい。  

確認後 ＞＞次へ登録・変更をクリックすると受付番号が表示され、登録完了メールが自動配 

信されます。  

 

≪日臨技会員以外の登録方法≫  

1．パスワード申請（登録用パスワードを取得する）  

日臨技申請フォームから登録用パスワードの申請をします。「SSL暗号化通信する」に☑して 

入力して下さい。  

必要事項を入力後、「申請する」をクリック。申請を完了すると、パスワードを記載した申請 

受領メールが自動送信されます。  

会員専用ページ →「SSL暗号化通信する」に☑して→ ＞＞パスワード忘れた方  

学会発表→非会員向け演題募集受付専用サイトログイン申請  

（http://jamtjamtis.jamt.or.jp/jamtis/Apply/EndaiHappyoushaHikaiin.aspx）  

2．演題募集受付専用サイトへログインする  

演題募集受付専用サイトに、取得した登録用パスワードでログインし登録して下さい。  

※演題登録方法は会員同様です。  

 

Ⅳ． 注意事項  

1. 一般演題発表について  

・ 会員および賛助会員は申し込み時点で会費を完納している会員または賛助会員であり、発表 

時においても会員である必要があります。  

・ 検査技師の資格を有し学校に在籍する学生、医療業界に籍を有する有資格の非会員は、会員 

外扱いとなり1演題につき5,000円を申し受けます。  

・ 共同演者は筆頭発表者に準じ、医療業界に籍を有する非会員の場合、抄録掲載料として1名に 

つき5,000円を申し受けます。なお、振込手数料は各自でご負担下さい。  

2. スライド作成・発表用スライドデータ受付に関しては、本学会ホームページより、ご確認下さ 

い。  

 

＜2021年度日臨技九州支部医学検査学会（第55回）学会事務局＞ 

一般社団法人 沖縄県臨床検査技師会事務所 

〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-5-11 安河アパート103 

TEL/FAX：098-870-0702  E-mail：office@okiringi.or.jp 

担当：山内 恵（琉球大学病院）、田盛 仁（沖縄県立中部病院） 


