
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

8 月 24 日 第 3 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

9 月 11 日 2021 年度第 1回児湯地区研修会

9 月 18 日 令和 3年度宮臨技セミナー

＊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。

●

医療の働き方改革のため、医療関係職種の業務範囲

を見直しタスク・シフト/シェアを推進することで、医

師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を

活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行うため

の、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確

保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」

の公布、「臨床検査技師等に関する施行令の一部を改正

する政令が公布され、さらに、当該改正法及び改正政

令等に基づく、厚生労働大臣が指定する研修が告示指

定されました。当該研修については、現在７月下旬に

は「タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣告示

研修会」として、日臨技ホームページに掲載すべく作

業を進めています。

宮臨技としても、9 月 25 日に福岡で開催される「タス

ク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」

「実務講習会」に 5 名選出し参加予定です。今後、参

加者が「運営コーディネーター」として運営を行って

いきますので、会員のご協力をお願い致します。

●

2022 年 4 月入学生から臨床検査技師養成施設の教

育内容が新たに開始されるに際し、臨床検査技師臨地

実習の充実が行われます。これに伴い、臨地実習施設

には厚生労働省指定の臨地実習指導者講習会を受講し

た勤務年数５年以上の臨床検査技師が「臨地実習指導

者」として１名以上の設置が条件となりました。日本

臨床衛生検査技師と日本臨床検査学教育協議会では

「臨地実習指導者育成協議会」を発足し、臨地実習指

導者講習会を開催致します。宮崎県からも１名参加し

参加者は、その後各支部で開催される「臨地実習指導

者講習会」の運営に協力いただくことになります。こ

ちらも会員のご協力をお願い致します。

●

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。日臨技から「新しい生活様式」

の下、宮崎県臨床検査技師会が中央会場に選ばれまし

た。開催は、新型コロナウイルスの感染予防対策を講

じて実施いたします。今回は、新型コロナウイルス感

染予防対策として、不特定多数の来場を避け、事前予

約制にする準備を進めています。当日入場できなかっ

た方にも視聴していただきたいことから、オンライン

配信も行います。感染状況によっては、会場開催がで

きない場合があります。その場合は、Web 開催（オンデ

マンド開催）に内容を切り替えます。皆様の参加、ご

協力の程よろしくお願い致します。

開催日時：2021 年 11 月 14 日（日） 10:00～16:00

開催場所：ニューウェルシティ宮崎

開催内容：

○講演会：コロナウイルスに関する情報を国内で

著名な先生方から中高生にわかりやすく

伝えていただく

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会
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○座談会：専門医と検査技師と高校生参加の座談会

講師：

・忽那 賢志 先生

大阪大学大学院医学系研究科感染制御医学講座教授

兼大阪大学医学部付属病院感染制御部教授）

・大楠 清文 先生（東京医科大学微生物分野教授）

座長：山中 篤志 先生

（宮崎県立宮崎病院内科部長兼感染管理科医長）

総合司会・座談会司会：高瀬 みち子さん

座談会出演：県内の高校生数名

○県内高校生対象の「臨床検査技師 お仕事体験」

○検査技師養成校とのコラボによる

「臨床検査技師」のお仕事説明

○パネル展示

（血液部門、微生物部門、生理部門、病理細胞部門）

○検査機器展示

○みんなの臨床検査の動画配信（日臨技）

※只今、各ワーキングチームを立ち上げて、チームで

開催に向けて奮闘しています。

全国「検査と健康展」のアイコン募集します。採用者

には、クオカード「5,000 円」差し上げます。皆様、

どしどしご応募いただきますよう、よろしくお願いい

たします。（詳細は同封案内をご覧ください。）

454102 緒方 良一 宮崎大学医学部附属病院

454106 山口 佳織 宮崎県衛生環境研究所

454214 吉田 万恵 宮崎県立日南病院

454224 藪押 利香 宮崎県立延岡病院

454244 坂下 香代子 宮崎県健康づくり協会

おめでとうございます。

【日 時】令和 3 年 8 月 24 日（火） 18：00～

【会 場】Web 開催

【内 容】講演：「消化器領域の基礎」

宮崎大学医学部病理学講座 構造機能病態学分野

前川 和也 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

※詳細は配布済みの案内文を参照

【日 時】令和 3 年 9 月 11 日（土） 16：00～

【会 場】Web 開催

【内 容】「心エコーの基本から

虚血性心疾患までのポイント」

【講 師】医療法人相愛会 桑原記念病院

野口 陽介 技師

※詳細は同封の案内文を参照

【日 時】令和 3 年 9 月 17 日（金）19：00～

【会 場】Web 開催

【内 容】「ファブリー病の

マルベリー細胞検査の経験と現状」

【講 師】鹿児島大学 検査部 竹之下 梢 先生

他

※詳細は同封の案内文を参照

【日 時】令和 3 年 9 月 18 日（土） 13：30～

【会 場】Web 開催

【内 容】各部門 基礎的な内容

※詳細は同封の案内文を参照

第 3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

令和 3年度これだけは知っておきたい宮臨技セミナー勉強会等のお知らせ

宮崎ファブリー病 フォーラム

2021年度 第１回 児湯地区研修会



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

※詳細は配布済みの案内文を参照

＜入 会＞

454233 峰松 映子 宮崎大学医学部附属病院

724641 田辺 みずき 宮崎県立日南病院

734575 海野 仁希 古賀総合病院

734684 北田 千尋 自宅

734544 牧之瀬 純菜 医療法人愛誠会 昭南病院

733452 二見 早紀 宮崎市郡医師会臨床検査

センター

＜異 動＞

454450 稲村 純子 医療法人誠和会 和田病院

708060 北田 隆宏 自宅

138181 木下 秀智 藤元総合病院

454062 佐々木 英代 都城市郡医師会病院

＊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。

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」

会員の動き
（敬称略）

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 7 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３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 8月 24 日（火） 18:00 ～

【会 場】 Web(ZOOM)開催

【内 容】

講演 「消化器領域の基礎」

宮崎大学医学部病理学講座 構造機能病態学分野 前川 和也 先生

以上

※参加希望の方は、8/22(日)までに

https://forms.gle/Gvu1h8nC6MkM1rLU7

もしくは２次元バーコードよりお申込みください。

後日、ZOOM の招待メールを送付します。

※参加費：日臨技会員、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



2021 年 7 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

児湯地区理事 山元 のり子

2021 年度第 1 回 児湯地区研修会のご案内

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、下記日程、内容で児湯地区研修会を開催いたします。

心エコーの基本から、カンファレンスまで皆様の知りたい、聞きたい内容になって

いると思います。

御多忙中とは存じますが、是非ご出席いただきますようお願い申し上げます。

謹白

記

【日 時】 2021 年 9 月 11 日（土）16：00 ～ 17：00

【内 容】 「心エコーの基本から虚血性心疾患までのポイント」

【講 師】 医療法人相愛会 桑原記念病院 野口 陽介 技師

【申 込】 今回はオンライン（Zoom）での開催となります。

メールにて返信いただければ、URL を申込受付後にお知らせします。

【意見交換会】 今回はオンラインで行います。

参加の有無を申込時にメールで連絡ください。

【申込期限】 8 月 31 日（火）

以上

〈問い合わせ〉

宮崎県農業共済組合 山元 のり子

Mail：n.yamamoto@nosai-miyazakiken.jp

TEL：0983－35－1116



令和 3年 8月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

会 長 花牟禮 富美雄

令和 3 年度 これだけは知っておきたい宮臨技セミナーのご案内

盛夏の候、皆様におかれましては新型コロナウィルス感染よる検査等々お忙しいことかと思います。

早い感染終息を願うばかりです。下記の通り、令和 3 年度これだけは知っておきたい宮臨技セミナーを

計画致しました。各部門の基礎的な内容となっておりますので、検査再確認のためにも是非ご参加頂き

ますようお願い致します。

記

【日 時】 令和 3年 9月 18 日（土）13：30～18：00 Web 開催 (13:00 からログイン可能)

【内 容】

司 会 釘宮 弘子（県立宮崎病院）

会長挨拶 宮崎県臨床検査技師会 会長 花牟禮 富美雄（JCHO 宮崎江南病院） 13:30～13:40

講演 1. 臨床血液部門 「血算データを読む」 13:40～14:20

講師 久方 倫子（県立延岡病院）

講演 2. 輸血細胞治療部門 「知って役立つ！製剤取り扱いの要点と使用指針」 14:20～15:00

講師 櫻井 涼子（県立延岡病院）

講演 3. 生物化学分析部門 「(仮)臨床化学の基礎」 15:00～15:40

講師 田中 康弘（都城市郡医師会病院）

講演 4. 病理細胞部門 「病理・細胞診標本作成のちょっとしたコツ」 15:40～16:20

講師 猪股 美佳（潤和会記念病院）

講演 5. 臨床生理部門 「(仮）エコーで頚部を見てみよう～甲状腺を中心に～」 16:20～17:00

講師 田爪 聡子（古賀総合病院）

講演 6. 臨床微生物部門 「(仮）微生物検査 up to date」 17:00～17:40

講師 佐多 章（県立宮崎病院）

質 疑 17:40～18:00

※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。

※ZOOM Pro 登録のため登録者が 100 名を超えると参加登録できない場合がありますので

ご注意下さい。

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkceqhqTwrEtDPMX4q0GdDQlzDx7OOkykj

〈連絡先〉

済生会日向病院 臨床検査室 寺原 孝弘

℡：0982-63-1321 FAX：0982-63-4370

Mail：t.terabaru@hyuga.sasieikai.or.jp

◀ 参加用 QRコード



第14回宮崎輸血細胞治療セミナー（案）

日本輸血･細胞治療学会認定医制度
日本輸血･細胞治療学会認定輸血検査技師制度
臨床輸血看護師制度

<取得単位>

謹啓 時下、先生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。
この度、安全な輸血･細胞治療と血漿分画製剤の適正使用を推進する目的で、下記要綱にて「第14回宮崎輸
血･細胞治療セミナー」を開催させて頂く事になりました。是非ともご出席賜りますようご案内申し上げます。 謹白

代表世話人 宮崎大学医学部 内科学講座 消化器血液学分野 教授 下田 和哉 先生

日時：2021年9月4日（土）17:00～19:00（仮）
場所：宮崎商工会議所コンベンションホール 「中会議室」

宮崎市錦町1-10 KITENビル8階 TEL 0985－78－5810

共催：宮崎輸血･細胞治療セミナー・日本輸血･細胞治療学会九州支部
宮崎県臨床検査技師会・臨床輸血看護師・一般社団法人 日本血液製剤機構
参加費：500円
※当日はお弁当をご用意しています。※所属するご施設の院内規定をご確認の上、ご対応をお願い申し上げます。
尚、お車でご来場の方には三進パーク宮崎駅西口駐車場の駐車券をご用意しております。

教育講演 17:00～17:30（予定）

一般演題 17:30～18:00（予定）

特別講演 18:00～19:00（予定）

「未定」

「未定」

「未定」

「未定」

「小規模医療機関に関わる輸血療法の現状と課題」

都城医療センター 中央検査部 臨床検査技師長 松本 恵美子 先生

宮崎大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 講師 久冨木 庸子 先生

青森県立中央病院 臨床検査部 部長 北澤 淳一 先生

座長 「未定」

座長 「未定」

座長 宮崎大学医学部 内科学講座 消化器血液学分野 教授 下田 和哉 先生



三進パーク宮崎駅西口駐車場



全国検査と健康展
令和３年１１月１４日（日）
ニューウェルシティ宮崎

全国検査と健康展の中央会場に宮崎が選ばれました。
イベントの内容等をYouTube・Twitter・InstagramなどのSNSを
利用して情報発信を行っていきます。
全国の方に情報を発信して、アクセスしてもらいたい。

ここで欠かせないのが、『アイコン』です。
一目見てわかるようなアイコンを募集します。
宮臨技の顔となるアイコンのデザイン待ってます。

採用された方には、クオカード５，０００円差し上げます

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会
〒880-0844 宮崎市柳丸町56-1 コアマンション江平Ⅱ-502

E-mail ｓ54826＠outlook.jp

アイコン
募集

締切：８月３１日（火）
たくさんのご応募待ってます

応募方法 下記のE-mailに氏名・所属先を明記の上、デザイン画を
添付（EXCEL、PowerPointなど）し、送信してください。

（ご不明な点は、下記のE-mailにお問い合わせください）

メール✉ は

こちら


