
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

2 月 11 日 第 2回 輸血細胞治療部門 生涯教育研修会

2 月 18 日 第 3回 臨床血液部門 生涯教育研修会

2 月 19 日 第 4回 臨床血液部門 生涯教育研修会

2 月 26 日 第1回 生物化学分析部門 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。

〇令和 3 年度宮崎県公衆衛生事業功労者表彰について

標記については、公益財団法人宮崎県健康づくり協会

の篠原貴子技師が受賞されました。篠原技師は細胞検査

士として細胞診の分野で長年がん検診・公衆衛生の向上

に努められたことが認められての表彰となりました。お

めでとうございます。

〇宮崎県におけるタスクシフト/シェアに関する厚生労

働大臣指定講習会の開催計画等について

標記については、新型コロナウイルス感染症第６波を

考慮し令和 3 年度中の開催を断念いたしました。現在、

令和 4 年 4 月 24 日（日）を開催予定として準備を進め

ており決定しだい日臨技 HP 等にて案内する予定です

（新型コロナウイルスの感染状況により延期する場合

もあります）。

講習会（実技）に参加申込するためには、事前に日臨

技 HP より基礎研修（700 分）を申込、受講終了してお

く必要があります。実技講習は定員 60 名（参加申込順）

で開催いたしますが、50 名以上の参加者が無い場合は

開催を延期することになります。令和4年2月8日現在、

基礎研修受講終了者 11名、受講中の方が 22 名です。700

分の基礎研修は、視聴動画中に出てくるキーワードと数

問のテストを受ける必要がありますので、早めに受講い

ただけますようお願いいたします（基礎研修は無料で

す）。

日 時： 令和 4 年 1 月 18 日（火）19：30～20：15

場 所： ZOOM 会議 出席者 12名

１ 報告事項 （抜粋）

１）会長

＊公益目的支出計画について審議をお願いする

＊タスクシフト講習会 WG 会議を 1/14 開催、次回

WG 会議は 1/28 開催。決定事項は理事会に随時報告

＊タスクシフト講習会は第 1 候補：令和 4 年 4 月 24

日（日）、第 2 候補：令和 4 年 5 月 15 日（日）

＊宮崎医療管理専門学校へアンケート調査結果を報

告した 《承認》

２）事務局

＊地域ニューリーダー育成研修会は寺原副会長参加

＊令和 4・5 年度日臨技理事候補者→花牟禮会長推薦

＊令和 4 年度九州支部連絡会議は会長、寺原副会長、

事務局長、佐々木臨床検査総合部門長が参加

＊宮崎県公衆衛生事業功労者表彰式中止により表彰

状と記念品は職場へ送付 《承認》

３）庶務

＊特記事項なし 《承認》

４）会計

＊特記事項なし 《承認》

５）組織

＊特記事項なし 《承認》

６）学術

＊1/19・26 臨床生理部門研修会 2/18・19 臨床血液部

門研修会、2/11 輸血細胞治療部門研修会開催

＊1/19 宮崎県医師会精度管理調査実行委員会に参加

事務局報告

事務局連絡

月月月月月月月

2021年度 第８回常務理事会議
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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



＊次年度の部門長・副部門長を把握するために各部門

にメール連絡する

＊臨床微生物部門長へ決算報告書作成方法を再度周

知する

＊次年度の染色体・遺伝子部門長は臨床血液部門長兼

務から変更する 《承認》

３ 審議事項

＊公益目的支出がコロナ禍により計画通り進まず、今

年度中の終了が不可能であり、支出計画の変更を行う

＊2022 年度日臨技九州支部医学検査学会（第 56 回）

シンポジストのお願い：会長・副会長から選出

＊役員推薦委員へ連絡し 3 月の常務理事会議で新役

員の案を検討する 《承認》

４ 次回 第 2 回理事会および部門長合同会議

令和 4 年 2 月 24 日（木）19：30～ ZOOM 会議

【日 時】令和 4年 2月 11 日（金）14:30～

【会 場】宮崎県赤十字血液センター＆Web 開催

【内 容】『新生児溶血性疾患の病態と検査』

講師：松浦 裕 技師（県立日南病院）

『血液型・不規則抗体検査の基礎と応用』

講師：柿沼 幸利 先生

（バイオラッド・ラボラトリー株式会社）

※詳細は配布済みの案内文を参照

【日 時】令和 4年 2月 18 日（金）19:00～21:00

【会 場】Web 開催に変更になりました。

【内 容】症例検討会

※詳細は同封の案内文を参照

【日 時】令和 4 年 2 月 19 日（土）13:30～16:30

【会 場】Web 開催

【内 容】『凝固検査を理解する～自信を持って

結果を報告できる技師を目指して～』

講師：高木 覚 技師

（宮崎大学医学部附属病院）

『形態観察～形態では難しいリンパ系！

そのヒント・ポイントも探してみよう～』

講師：松本 恵美子 技師

（国立病院機構都城医療センター）

※詳細は配布済みの案内文を参照

【日 時】令和 4 年 2 月 26 日（土）14：30～

【会 場】Web 開催

【内 容】『仮）項目検討・データー集計の基礎』

講師： 緒方 良一技師

（宮崎大学医学部附属病院）

『IL-6 測定の臨床的有用性』

講師： 田島 悠也先生

（ロシュダイアグノティクス株式会社）

※詳細は同封の案内文を参照

＜退 会＞

454318 神田 一夫

710333 塚本 祐美

405207 野口 陽介

454076 河合 一史

450081 石黒 隆一

＊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

録をお願いいたします。

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）

第 2回輸血細胞治療部門生涯教育研修会

第１回生物化学分析部門生涯教育研修会

第４回臨床血液部門生涯教育研修会

勉強会等のお知らせ

第３回臨床血液部門生涯教育研修会



●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

求人募集
＊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：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：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：JCHO 宮崎江南病院

所 在 地：宮崎市大坪西 1－2－1

採用条件：任期付臨床検査技師 １名

雇用期間：R4 年 5 月 10 日～R5 年 4 月 26 日（予定）

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：15

8：00 ～ 16：45

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：株式会社オファサポート

所 在 地：宮崎市島之内３５３５－２

採用条件：臨床検査技師 正社員 ３名

勤務時間： 9：00 ～ 18：00

週休二日制、時間外労働なし

業務内容：コロナウイルス PCR 検査業務

宮崎県委託事業

問合せ先：TEL：0985－71－0006(人事部 小倉)

●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 正社員 １名

採 用 日：Ｒ４年 4月 1日(応募締切 R3,12,24)

勤務時間： 8：30 ～ 17：15

業務内容：検体検査、心電図、超音波検査ほか

問合せ先：TEL：0985－38－5512(総務部 日高)



令和 4年 1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 3 回臨床血液部門生涯教育研修会のご案内（変更あり）

謹啓

会員の皆様方におかれまし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いたします。実際に標本を観察することができ、貴重な症

例を経験するよい機会となります。

ご多忙中とは存じますが、是非多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。

なお、COVID-19 の感染拡大を鑑み、Teams を用いた Web 開催へ変更させていただくこととなりまし

た。参加申し込み、視聴方法等は各施設へ郵送の案内文及び別紙ご参照ください。

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。

謹白

記

【日 時】令和 4年 2月 18 日（金） 19：00～

【場 所】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 85 回）

症例 No.881

症例 No.882

症例 No.883

※症例検討会の前に講演会を予定しております。

※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＞

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



会員各位 

令和 4年 1月 吉日 

（社）宮崎県臨床検査技師会 

生物化学分析部門長 田中 康弘 

 

第 1 回 生物化学分析部門研修会のご案内 

 

  謹啓 

謹んで新春をお祝い申し上げます。旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。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。下記、日程・内容で部門研修会

を開催致します。 会員皆様ご多忙中とは存じますが、是非出席頂きますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

 

【日 時】 令和 4年 2月 26日（土） 14時 30分～ 

【会 場】 Web開催（Zoom） 

【内 容】  

●講演 1 「 仮）項目検討・データー集計の基礎 」 

       演者：宮崎大学医学部附属病院 緒方 良一 技師 

 

●講演 2 「 IL-6測定の臨床的有用性 」 

       演者：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

                     カスタマーフロント本部 

                     第４統括 第７フィールドグループ フィールドサイエンティスト 

                     田島 悠也 先生 

 

        共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

        宮崎県臨床検査技師会 生物化学分析部門 

以上 

 

参加希望の方は 2/19（土）までに https://forms.gle/x1brRNN4wio874Bm7 

もしくは右記載 2次元バーコードよりお申し込みください。 

後日、ZOOMの招待メールを送付いたします。 

※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。 

 

連絡先：都城市郡医師会病院 田中 康弘  

Tel：0986-36‐8300   

E-mail：meg_ryan0213@yahoo.co.jp 


