
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

７月７日 第１回病理細胞部門生涯教育研修会

7 月 12 日

７月 31 日

第１回臨床検査総合部門生涯教育研修会

オンデマンド配信

７月 29 日 第 2 回病理細胞部門生涯教育研修会

8 月 26 日 第１回輸血細胞治療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。

●

厚生労働省の事務連絡において、「新型コロナウイル

ス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨

床検査技師、救急救命士による実施のための研修につ

いて下記のような事務連絡が発出されました。

記

1.座学研修について

日本臨床衛生検査技師会のホームページのWebページ

「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種基礎研修

座学 」受講。6月 18 日（金）から受講可能、所定の講

義内容、確認試験を修了した者には、「座学研修受講証

明書」を各自で出力可能とする。

※「個人情報の利用に関する同意」を必ず確認し、同

意のもと受講すること。

※座学研修の受講者は「座学研修受講者修了者リスト」

として管理し日臨技、都道府県技師会、厚生労働省、

都道府県担当部局、市区町村担当部局で共用、活用さ

れる。

2.実技研修について

実技研修は都道府県、市区町村実技研修は都道府県、

市区町村（これら自治体から委託を受けた者）が実施

いたします。研修の内容は「講義+シミュレータを用い

た実技」とされ、当該「実技研修」を実施したものか

ら「実技研修受講修了証」が発行されると共に、「実技

研修受講修了者リスト」として管理し、日臨技、都道

府県技師会、厚生労働省、都道府県担当部局、市区町

村担当部局で共用、活用される。

※「座学研修受講修了者リスト」に登録された者が全

て実技研修を受講できるものではないこと、また、全

ての都道府県、市区町村で実技講習を実施するとは限

らないことをご承知ください。

●

6 月 24 日（木）に「新型コロナウイルスワクチン接

種基礎セミナー」と題して宮崎大学医学部医療人育成

センター宮内俊一先生にご講演いただきました。80 名

を超える参加者があり、会員からも「大変分かりやす

く参考になった」との意見があり、先生のご厚意もあ

りオンデマンド配信を行うことになりました。詳細に

つきましては、同封案内をご覧ください。

●

Zoom 研修や事前登録を行う場合、必ず本名で登録し

て下さい。また、姓と名を入れ替えて登録して下さい。

研修会参加登録ができない場合がありますので、ご協

力をお願い致します。

※ Zoom→設定→プロフィール編集

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会
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＊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
月月月月月月月

事務局報告

事務局連絡



株式会社ル・ベーシックの奥野吉克技師が長年の宮

臨技活動を通し宮崎県の医療に貢献したとして、宮崎

県医療功労者知事表彰を受賞されました。おめでとう

ございます。

日 時：令和 3年 6月 16 日（水）19：00 ～ 20：00

場 所：ZOOM 会議 出 席： 26名

１．報告事項 （抜粋）

１）会長

＊新型コロナウイルワクチン接種の日臨技の説明会

があり接種会場にて接種者が不足する場合に臨床

検査技師が行う。日臨技の座学での研修会と実技

研修が必要

＊6/24 臨床検査総合部門にてワクチン接種基礎セミ

ナーの講演を行うので参加をお願いしたい

＊タスクシフトの講習会は 8 月に各県の指導者が受

講し 9月に各県で講習会を開催

＊講師の看護師は日本看護協会から派遣予定である

が、不在の場合は各県で依頼する

＊直腸肛門機能検査、内視鏡検査の日臨技講師は潤

和会記念病院の佛坂正幸先生の承諾が得られた

２）事務局

＊ZOOM ライセンスを購入したので ZOOM を利用した

研修会を多数企画して頂きたい

＊日臨技の定時総会は電磁的方法又は書面による事

前の議決権行使のご協力をお願いしたい

＊MZ-CKDI から「CKD 連携 in 宮崎 2021」の事前参加

登録をお願いしたい

３）会計

＊送付した研修会会計・領収書資料ファイルを確認

していただきたい

＊研修会は２月までに決算が終わるように計画をお

願いしたい

＊研修会を企画、承認された後に各部門・地区へ研

修会費を支給する

４）組織

＊令和 3年度全国「検査と健康展」の中央会場（宮

崎）での協力をお願いしたい

＊5回の組織理事での会議を開催し各ワーキンググ

ループを作成した

５）学術

＊ZOOM 研修会設定マニュアルを作成した。ZOOM を使

った事前登録マニュアルを後日送付する

＊臨床血液部門研修会の決算報告書を承認、病理細

胞部門予算申請書を承認した

＊各部門・地区の年会計画を作成していただきたい

＊宮臨技セミナーは 9 月に予定しているので講師、

演題名の連絡ただきたい

＊宮臨技セミナーもZOOM開催を予定 集合型研修も

今後考慮していきたい

＊日臨技ホームページのワクチン座学講習の受講を

お願いしたい

＊ALP・LD 測定法の技師会でのアンケート調査は可能

である

２．審議事項

＊臨床一般部門長は宮崎江南病院 谷口聖英技師に

お願いし承諾を得た 副部門長はなし

＊全国「検査と健康展」中央会場(宮崎県)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した、入場制限 100 名ま

で感染対策のため事前予約制を採用

※開催日は 11月 21 日(日) 11 時～16 時

＊タスク・シスト/シェアに関する厚生労働省指定講

習会について

宮崎県から福岡県の研修に参加し運営する理事を

4～5名決定する

今後 5年間に年 2 回程度開催予定

講師の看護師を看護協会か大学に依頼する

タスクシフト/シェアに関しては各施設責任者に

説明を予定

＊学会部門長会議の出張費用算出の件は、九州支部

会議で学術部に問い合わせる

＊ZOOM 研修会でも謝金税金等の入金の出入りがあ

るので講師選出は各部門で考慮して頂きたい

＊11 月開催予定の沖縄県での九州支部医学検査学

会の演題登録・参加のご協力をお願いしたい

2021年度第１回理事会および部門長合同会議



【日 時】令和 3 年 7 月 7日（水） 18：00～

【会 場】Web(ZOOM)開催

【内 容】

講演：「呼吸器領域の基礎」

宮崎大学病理学講座 腫瘍・再生病態学講座

田中 弘之 先生

※詳細は配布済み案内を参照

【配信期間】令和 3年 7月 12 日（月）～7 月 31 日（土）

【会 場】オンデマンド配信

【内 容】

講演：「新型コロナウイルスワクチン接種基礎セミナー」

演者：宮崎大学医学部 医療人育成推進センター

宮内 俊一 先生

※詳細は同封の案内文を参照

【日 時】令和 3 年 7 月 29 日（木） 17：30～

【会 場】Web(ZOOM)開催

【内 容】

講演：「婦人科領域の基礎」

宮崎大学医学部病理学講座 構造機能病態学分野

盛口 淸香 先生

※詳細は同封の案内文を参照

【日 時】令和 3 年 8 月 26 日（木） 17：40～

【会 場】Web 開催

【内 容】

講演 1「宮崎県の供給状況と最近の話題」

演者：宮崎県赤十字血液センター

染矢 香代 先生

講演２「愛泉会日南病院の輸血状況報告」

演者：社会福祉法人愛泉会 日南病院

橋本 務 技師

講演３「血液型・不規則抗体検査の基礎と対応例」

演者：バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

柿沼 幸利 先生

※詳細は同封の案内文を参照

気付いてる？日常検査の落とし穴

～watch out for pitfalls～

Web 開催

2021.8.22 ライブ配信

2021.9.1～2021.9.30 オンデマンド配信

※詳細は同封の案内文を参照

＜入 会＞

733494 髙木 夏純 宮崎県立宮崎病院

733533 宮原 聖奈 宮崎県立日南病院

733630 出水 菜々子 都城市郡医師会病院

＜異 動＞

454466 上野 貴美子 自宅

708060 北田 隆宏 ビー・エム・エル宮崎

450026 渡邊 浩子 自宅

731528 奥野 知世 宮崎大学医学部附属病院

輸血・細胞治療部

732261 齋藤 嬉和 宮崎大学医学部附属病院

輸血・細胞治療部

700935 柏田 奈菜 若草病院

454444 水上 佳也子 都城健康サービスセンター

＜退 会＞

720827 山口 佳子

＊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

会員の動き
（敬称略）

第 2回 病理細胞部門生涯教育研修会

第１回 輸血細胞治療部門生涯教育研修会

日臨技九州支部卒後教育研修会

「第１３回生物化学分析部門研修会」

勉強会等のお知らせ

第 1回 病理細胞部門生涯教育研修会

第１回臨床検査総合部門生涯教育研修会

オンデマンド研修会



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。

●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

●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）

●求人先：谷口病院

所 在 地：日南市風田３８６１

採用条件：臨床検査技師 パート職員 １名

勤務時間：平 日 8：15 ～ 13：15（応相談）

業務内容：検査業務全般

問合せ先：（午後）TEL：0987-27-3022 河野



令和 3 年 6 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

病理細胞部門長 猪股 美佳

第 1回病理細胞部門生涯教育研修会(細胞検査士養成研修会)のご案内

謹啓

会員の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、標記研修会を宮崎県臨床細胞学会と共催で、下記の要領にて開催します。

内容は細胞診専門医より臨床検査技師に知っておいてほしい解剖学・病理学的な知識等に

ついて講義していただく予定です。

形態検査に興味がある方、細胞検査士取得を考えている方、細胞検査士の方は是非ご参加

ください。ご多忙のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非多数ご参加下さいま

すようご案内申し上げます。

謹白

記

【日 時】令和 3年 7月 7 日（水） 18：00 ～

【会 場】Web(ZOOM)開催

【内 容】

講演 「呼吸器領域の基礎」

宮崎大学病理学講座 腫瘍・再生病態学講座 田中 弘之 先生

以上

※参加希望の方は、7/4(日)までに https://forms.gle/29mY3FYbp3WDKgjS9 からお申込み

ください。後日、ZOOM の招待メールを送付します。

※参加費：技師会会員、学生 無料

非会員の方は勉強会参加時、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

<問い合わせ>

宮崎市郡医師会病院 臨床検査科 寺田 一弥

Tel：0985-77-9113 E-mail：kazuyacyto@gmail.com



令和 3 年 6 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

病理細胞部門長 猪股 美佳

第２回病理細胞部門生涯教育研修会(細胞検査士養成研修会)のご案内

謹啓

会員の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、標記研修会を宮崎県臨床細胞学会と共催で、下記の要領にて開催します。

内容は細胞診専門医より臨床検査技師に知っておいてほしい解剖学・病理学的な知識等に

ついて講義していただく予定です。

形態検査に興味がある方、細胞検査士取得を考えている方、細胞検査士の方は是非ご参加

ください。ご多忙のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非多数ご参加下さい

ますようご案内申し上げます。

謹白

記

【日 時】令和 3年 7月 29 日（木） 17：30 ～

【会 場】Web(ZOOM)開催

【内 容】

講演 「婦人科領域の基礎」

宮崎大学医学部病理学講座 構造機能病態学分野 盛口 淸香 先生

以上

※参加希望の方は、7/25(日)までに https://forms.gle/py8GMja48ABbZDx78 からお申込み

ください。後日、ZOOM の招待メールを送付します。

※参加費：技師会会員、学生 無料

非会員の方は勉強会参加時、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

<問い合わせ>

宮崎市郡医師会病院 臨床検査科 寺田 一弥

Tel：0985-77-9113 E-mail：kazuyacyto@gmail.com



令和 3 年 7 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

輸血細胞治療部門長 永原 宏記

第 1回輸血細胞治療部門生涯教育研修会のご案内

謹啓

会員皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、標記研修会を下記の要領にて開催します。

会員皆様ご多忙中とは存じますが、是非多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。

謹白

記

【日 時】令和 3年 8月 26 日（木） 17：40～

【会 場】Web 開催

【内 容】

講演 1 「宮崎県の供給状況と最近の話題」

演者：宮崎県赤十字血液センター 染矢 香代 先生

講演２ 「愛泉会日南病院の輸血状況報告」

演者：社会福祉法人愛泉会 日南病院 橋本 務 技師

講演３ 「血液型・不規則抗体検査の基礎と対応例」

演者：バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 柿沼 幸利 先生

以上

※参加希望の方は、8/22(日)までに https://forms.gle/dD9UJarFFaUB1EV17 からお申込みく

ださい。後日、ZOOM の招待メールを送付します。

※講演３につきましては、事前課題があります。参加者は、各自ホームページより印刷して

下さい。パスワードは、参加申請後お知らせします。

※参加費：技師会会員、無料

非会員の方は,参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

<問い合わせ>

宮崎県立宮崎病院 輸血管理室 永原 宏記

Tel：0985-38-5054 E-mail：soukankou@yahoo.co.jp



令和３年７月吉日

会 員 各 位

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会

臨床検査総合部門長 野中 真由美

第１回 臨床検査総合部門生涯教育研修会（オンデマンド配信）のご案内

謹啓

会員皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、6月 24 日に下記内容で行われた臨床検査総合部門研修会をオンデマンドにて配信いたし

ます。新型コロナワクチン接種業務については、今後、実施指定講習会が開催される予定ですが、

この研修会はワクチン接種についての基礎知識を多くの皆様に習得していただくことを目的と

して開催いたします。ご多忙中とは存じますが、下記申込方法にて、是非視聴いただきますよう

お願い申し上げます。

謹白

記

【配信期間】 令和３年７月１２日（月）～７月３１日（土）

【会 場】 オンデマンド配信

【内 容】

講 演：「新型コロナウイルスワクチン接種基礎セミナー」

演者：宮崎大学医学部 医療人育成推進センター 宮内 俊一 先生

以上

申込方法

① 参加希望の方は、宮臨技ホームページからお申込みください。

② パスワードは miyaringivaccine です。

③ 必要事項を入力、登録後に Zoom より宮臨技バナーメールが届きます。

④ 返信メールにオンデマンド研修会の URL が記載されていますので、視聴してください。

※宮崎県会員限定ですので、パスワード、視聴 URL を他者へ教える事はご遠慮ください。

※返信メールに記載されている７月 31日の ZOOM 開催はありませんのでご注意ください。

※非会員の方は、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

<問い合わせ>

宮臨技事務局

小林市立病院 検査室 神谷 英輝

E-mail：miyaringi.jimu@gmail.com



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（延長） 

 

会   期 ： 【現地】2021年11月6日（土）・7日（日）  

   【Web】 2021年11月6日（土）～12月12日（日） 

会   場 ： 沖縄コンベンションセンター  

開催形式 ： 現地＋Web 

 

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。  

3. 今回の一般演題発表形式に関しては、コロナウイルス感染を配慮し、Web（オンデマンド）の 

  形とさせていただきます。ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

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） 

       2021年5月10日（月）～7月25日（日） 

抄録： 2021年5月10日（月）～6月30日（日）  

       2021年5月10日（月）～7月25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） 



日臨技九州支部卒後教育研修会 

「第 13 回生物化学分析部門研修会」 

 

気付いてる？日常検査の落とし穴 ～watch out for pitfalls～ 

 

Web 開催 

2021.8.22  ライブ配信 

2021.9.1～2021.9.30 オンデマンド配信 

 

開講式 

・・・・・10：00～10：10 

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部支部長   佐藤 元恭 

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部生物化学分析部門長 中村 政敏 

講演.1 

・・・・・10：20～11：00 

「意外と知らない？分析前の落とし穴」 

座長 大分市医師会立アルメイダ病院 大塚 哲大 

講師 長崎大学病院   臼井 哲也 

講演.2 

・・・・・11：10～11：50 

「これで安心！日当直のプチトリビア」 

     座長 大分三愛メディカルセンター 園田 文憲 

講師 宮崎大学病院   緒方 良一 

講演.3 

・・・・・12：00～13：00 

「日常検査にプラスα」  座長 熊本大学病院   山内 露子 

 認定臨床化学免疫化学精度保証技師について 

講師 熊本大学病院   嶋村 啓太 

  肝疾患コーディネーターについて 

講師 上天草総合病院   富田 浩平 

教育講演 

・・・・・13：10～14：10 

「watch out for pitfalls ! ～あんな症例こんな症例～」 

     座長 JCHO 南海医療センター  疋田 直 

講師 徳島大学病院   三好 雅士 

  



【受講料】 

受講料 3,000 円 

【開催方法について】 

Web 研修会（8 月 22 日はライブ配信、9 月 1 日～9 月 30 日の期間はオンデマンド配信となります。） 

【申込方法】 

1. 日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp/)から会員専用ページにログインする。 

2. 参加申請の事前参加申込より第 13 回生物化学部門研修会を選択し、事前参加申請を押す。 

3. 必須事項に漏れがないように入力し、保存して閉じる。登録完了。 

4. 登録したメールアドレスに受付完了のメールが届く。 

5. 事務手続きのため、下記申し込み先に以下の項目についてメールにてご連絡下さい。 

①氏名 ②性別 ③会員番号 ④施設名 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス 

6. 折り返し受講料振込先をお知らせします。 

*1 週間以上経過しても返信がない場合にはご連絡下さい。 

【募集人員】 

70 名 

【申込期間】 

2021 年 7 月 1 日（木）～2021 年 8 月 10 日（火） 

【視聴期間】 

2021 年 8 月 22 日（日）10：00～ライブ配信 

2021 年 9 月 1 日（水）～2021 年 9 月 30 日（木）オンデマンド配信 

【申込・問い合わせ先】 

〒876-0835 大分県佐伯市鶴岡町 1-11-59 

長門記念病院 検査科 濱野 貴磨 

TEL：0972（24）3000 FAX：0972（20）5483 

E-mail：hamano@nagato.or.jp 

 

 

� 認定臨床化学・免疫化学精度保証管理技師更新指定講習会も兼ねることとなっております。 

認定取得者の参加者に対しては、B+C 10 単位の取得が可能となります。 



2021年 6月 

第54回細胞検査士資格認定試験実施のお知らせ 

（2021年） 

 

細胞検査士委員会委員長 都築豊徳 

 

第54回細胞検査士資格認定試験を下記の要領で実施する。 

第１次試験は大阪で実施する。 

第２次試験は第１次試験に合格した者および2020年度第２次試験に不合格で受験資格を有

し受験を希望する者を対象に、東京で実施する。 

 註：2019年度第２次試験不合格で受験資格を有し受験を希望するも、COVID-19関連で 

2020年度第２次試験が受験できなかった者も受験対象となる。 

 

１． 試験期日 

第１次試験・・・2021年10月30日（土曜日） 

 

第２次試験・・・2021年12月4日（土曜日）、5日（日曜日） 

 

２． 試験場 

第１次試験・・・大阪（CIVI研修センター新大阪東・新大阪丸ビル別館） 

第２次試験・・・東京（虎ノ門ヒルズフォーラム） 

３．試験科目 

第１次試験・・・筆記、細胞像試験（カラープリント） 

第２次試験・・・実技 

 

試験の詳細については 2021年 7月頃、学会ホームページ等にてお知らせいたします。 

 


