
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

＜直近の行事・研修会予定一覧＞ 宮臨技関係 

開催日 行事名 

10.15 第 2 回臨床血液部門生涯教育研修会 

10.22 第 5 回臨床生理部門生涯教育研修会 

10.26 第 6 回臨床生理部門生涯教育研修会 

10.27 第 1 回臨床微生物部門生涯教育研修会 

10.28 第 3 回臨床血液部門生涯教育研修会 

11.2 第 1 回都城地区生涯教育研修会 

11.9 第 7 回臨床生理部門生涯教育研修会 

11.19 第 1 回輸血細胞治療部門生涯教育研修会 

11.23 第 2 回臨床微生物部門生涯教育研修会 

11.25 第 1 回日南・串間地区生涯教育研修会 

 

日臨技九州支部関係 

開催日 行事名 

11.5-6 第 56 日臨技九州支部医学検査学会 

 

●アンケート調査について 

 7 月より実施している「宮臨技会報など情報発信に関

するアンケート」調査は、現在の回答率が 39.8％です。

10/31 をもって回答を締切ります。未回答の方は、期間

内の回答をお願いいたします。なお、技師会活動等に関

するアンケートにつきましては、回答受付を終了しまし

た。ご協力ありがとうございました。             

（宮臨技関係） 

○タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定 

講習会について（実技講習のご案内） 

 

延期となった実技講習は以下のとおり開催予定です。

参加者数には制限（60 名）があるため、4/24 に受講予

定であった方を優先し、先着順となります。募集人数を 

超えた場合は次回の実技講習を受講して頂くことにな

りますのでご了承下さい。詳細につきましては後日改め

てご案内いたします。 

日時：2022年 12月 18日（日） 

場所：南九州大学 

 

 

〇臨地実習指導者講習ワークショップについて  

（各施設 1名限り） 

 

 座学終了者（各施設 1 名限り）が対象となります。九

州支部での開催について、現在のところ具体的な連絡は

ありません。座学終了された方は、どちらのブロックで

もワークショップの受講が可能です。尚、宮崎県内での

開催はありません。九州支部での開催につきましては、

情報入手次第ご案内予定です。＊ワークショップの受講

費は、2023 年度末を目処に、当面 1 施設 1 回限り、日

本臨床検査学教育協議会より助成されますので、個人の

負担はありません。2022 年入学生が臨地実習を行う

2024 年以降、施設に臨地実習指導者の在籍なしでは、

実習生の受け入れができなくなるのでご注意ください。 

 

（日臨技関係） 

〇令和 4 年度地域医療介護総合確保基金（事業区分 6）

の追加募集について【施設への連絡】 

 

 標記については、厚生労働省医政局医事課医師等医療

従事者働き方改革推進室から各都道府県医療勤務環境

改善担当者へ 8 月 4 日付けで事務連絡が発出されてい

ます。また、各医療施設へは県より既に文書が配信され

ております。この追加募集に係る基金の使用用途のひと

つとして、臨床検査技師のタスクシフトシェア講習会も

示されています。各医療施設におかれましては、ご自身

の所属する施設が追加募集の申請対象となるか各医療

施設の総務課等へご確認頂き、補助を受けることができ

る場合には、タスクシフト/シェア実技講習会の受講料

の申請計画を交渉してください。尚、各施設で別の予算

枠から受講料の負担をして頂ける場合もあるかと思わ

れますので必ずしも今回の基金から捻出してもらわな

ければならないわけではなく、各施設の判断に委ねられ

ます。 

 

＊詳細な資料は日臨技 HP→タスクシフト/シェアに関

する厚生労働大臣指定講習会→行政情報よりご参照く

ださい。県担当者への申請期限にもご注意ください。（県

担当者から厚生労働省への提出期限は 10/28です）。 

 

事務局報告 

事務局連絡 

毎月１０日発行 

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会  

事務所 ： 〒880-0844 

宮崎市柳丸町 56 番１ ｺｱﾏﾝｼｮﾝ江平Ⅱ 502 号  

TEL&FAX ： ０９８５・２４・８３３１ 

         http://www.miyazaki-mt.or.jp 

発 行 者   花牟禮 富美雄 

編集責任者  櫻井 涼子 

＊原稿の申し込みは月末までにお願いします。 

宮臨技会報  

2022 年 10 月号 
TEL&FAX ： ０９８５・２４・８３３１ 

         http://www.miyazaki-mt.or.jp 

発 行 者   日髙 忠良  

編集責任者  花牟禮 富美雄 

＊原稿の申し込みは月末までにお願いします。 



○台風 14号の被害はありませんでしたか？ 

 

 猛威を振るった台風 14 号。会員の皆様におかれまし

ては大きな被害はなかったでしょうか。 

地震、台風、水害等の天災地変により経済的損失を被っ

た会員には、翌年度の会費が減免される制度があります。 

詳細は日臨技 HP→日臨技共済制度→被災者会費減免

制度よりご確認頂き、該当の方は、日臨技へ申請をお願

いします。 

 

 

 

 

日時： 令和 4年 9月 14日（水）19:30～20:25 

場所： ZOOM会議  出席者： 13名 

 

 報告事項 

１）会長 

 ＊宮崎県慢性腎臓病対策推進会議 (Mz‐ CKDI)参加； 

補助金協力 50,000円（別紙資料あり） 

 ＊プライマリケア学会への原稿依頼提出済み 

 ＊令和４年度地域医療介護総合確保基金（事業区分６）

の追加募集等について説明会 2名参加予定 

 ＊事務所から郵便物を理事へ送る際に、現在の運用で

は時間がかかってしまうのでのでスキャナーを検討 

 ＊タスク・シフト/シェア研修会         

12 月 18日（日） 南九州大学で計画 《承認》 

 ２）渉外 

 ＊連盟九州ブロック長；熊本県滝口様 

 ＊パソコン学術用は貸出可能；竹ノ内副会長管理 

 ＊災害マニュアル作成中        《承認》 

 ３）事務局 

 ＊事務局記録、公文書 4通 

＊一斉メール配布 502 名/522 名、不達リスト 7 名                                          

《承認》 

 ４）会計 

 ＊賛助会員の入金確認；申込あって、入金がない朝

日サイエンス、ラジオメーター《承認》 

５）組織 

＊医療功労者知事表彰式 9月 1日終了；2名 

  ＊令和 4年度公衆衛生事業功労者表彰（厚生労働大臣

表彰）の推薦 9月 12日まで該当者なし 

 ＊令和 4 年度宮崎県公衆衛生功労者表彰の被表彰者

の推薦 10月 14日まで 

 ＊結核研究奨励賞候補者の推薦 12月 2 日まで 

 ＊みやざき健康ふくしまつり；不参加 

 ＊全国検査と健康展；令和 5 年 1 月 22 日（日）    

イオンモール宮崎 2階催事場（イオンホール） 

 予約制で行い体験は小、中、高校生を検討。 

会場費が 10 万円。机・椅子・パネルなど備品は無料

で借りられる 

＊都城地区研修会 11/2    《承認》 

 ６）学術 

 ＊宮臨技セミナー日程調整アンケート；専門学会等 

日程を記入して 11月～12月で計画予定 

 ＊会誌；会長の原稿、Reversed CPC など今月集めて 

来月に発行予定 

 ＊宮崎県精度管理 2月か 4月に計画中   《承認》 

 

３ 審議事項 

 ＊宮崎県臨床検査技師会 LINE 公式アカウントを常 

務理事で確認し運用予定 

 ＊会報デジタル化についてはアンケートを集計して 

次回の理事会にて検討 

 ＊会誌に医療功労者知事表彰式、公衆衛生表彰、昨年 

の全国検査と健康展を掲載 

＊タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定 

講習会について詳しく決まったら報告する 

 ＊業務記録を引き続き記入する 

 ＊事務所に届いた文書を出来るだけ早くの理事に届 

けるためスキャナーを購入してメールで送るように 

してもらう（スキャナー購入は花牟禮会長、設定は竹 

ノ内副会長） 

 ＊座長依頼時の参加費＋日当を検討（予算をどうする 

か）施設の出張費が出ない方のみ対象→次回理事会へ 

保留 

 ＊賛助会員トーアサイエンス確認する 

 ＊九州支部学会宿泊の件確認する 

 ＊宮臨技セミナースケジュール検討（9 部門 30 分） 

 ＊血液部門の卒後セミナーウェビナー予約日程調整 

 ＊Zoomアカウントが1つなので早く計画が出された

研修会が優先される 

 《承認》 

４ 次回 令和 4 年度第 6 回理事会   

令和 4 年 10 月 12 日（水）19 時 30 分～   

 

 

 

 

                                                                  

 

 

【日 時】令和４年 10月 26日（水）19:00～20:00 

【会 場】web開催（Zoom使用） 

【内 容】 

「脳波のきほん 7～正常範囲の脳波、異常脳波（全般

性・局所性異常脳波、てんかん性異常脳波）～」 

 

＊事前申込＊ 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldOGur

zIrGd0kbP2eiJ166EXaRPdKfeRW 

＊案内文＊ 

http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-

seiri-6.pdf 

 

 

 

 

 

 

勉強会等のお知らせ 

第 6 回臨床生理部門 生涯教育研修会 

2022 年度 第 4 回常務理事会 （抜粋） 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldOGurzIrGd0kbP2eiJ166EXaRPdKfeRW
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldOGurzIrGd0kbP2eiJ166EXaRPdKfeRW
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-seiri-6.pdf
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-seiri-6.pdf


 

 

 

【日 時】令和４年 11月 9 日（水）19:00～20:00 

【会 場】web開催（Zoom使用） 

【内 容】 

「脳波のきほん 8～実際に脳波を見てみましょう～」 

 

＊事前申込＊ 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuiurz

kiEtfz9J4lENn9qbh3q3G_PTtN 

＊案内文＊ 

2022-seiri-7.pdf (miyazaki-mt.or.jp) 

 

 

   

 

【日 時】令和４年 10月 27日（木）18:00～19:00 

【場 所】web開催（Zoom使用） 

【内 容】「NGSのライブラリ調整ってなに？」 

【資 料】「GitHub」で公開中。閲覧方法は案内文参照 

 

＊事前申込＊ 

https://bit.ly/3SWk6uU 

＊案内文＊ 

 2022-saikin-1.pdf (miyazaki-mt.or.jp) 

 

 

 

 

【日 時】令和４年 11月 23日（水）18:00～19:30 

【場 所】web開催（Zoom使用） 

【内 容】「孵卵器を IoT化して自動で撮影した画像を 

閲覧してみる」 

   「AIモデルを使用した細菌の同定の取り組み」 

【資 料】「GitHub」で公開中。閲覧方法は案内文参照 

 

＊事前申込＊ 

https://bit.ly/3dAQnaH 

＊案内文＊ 

2022-saikin-2.pdf (miyazaki-mt.or.jp) 

 

 

 

 

【日 時】令和４年 11月 19日（土）14:00～ 

【場 所】web開催（Zoom使用） 

【内 容】「緊急時の輸血対応（入院患者編）」 

「ABO,Rh血液型検査の基礎と予期せぬ反応」 

＊事前申込 

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

mqrzsjHtcfKDLd0CyiTkYLebH7P8et 

＊案内文＊ 

2022-yuketusaibou-1.pdf (miyazaki-mt.or.jp) 

 

 

 

 

【日 時】令和４年 11月 2 日（水）19:00～ 

【場 所】web開催（Zoom使用） 

【内 容】「日常業務で役立つ Excelの使い方～機器管

理点検表の作成～」 

 

＊事前申込＊ 

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

O6rqz4oE9wu92oTLIrooZspbhAL4L4w 

＊案内文＊ 

2022-miyakonojyou-1.pdf (miyazaki-mt.or.jp) 

 

 

 

 

【日 時】令和４年 11月 25日（金）17:45～19:15 

【場 所】web開催（Zoom使用） 

【内 容】 

「新型コロナウイルス感染症～PCRの基礎 

からゲノム解析まで～」 

 

＊事前申込＊ 11/19まで 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rd-

quqD8tGdKLKd9U3Qxy5viYz_BPu7ss 

＊案内文＊ 

2022-nichinan-kusima-1.pdf (miyazaki-mt.or.jp) 

 

 

 

【日 時】令和４年 12月 3 日（土）～4日（日） 

【場 所】web開催（Zoom使用） 

【テーマ】もう一度血尿について学ぼう 

【定 員】100名（定員に達し次第締め切り） 

【申込方法・期間】日臨技 HPの会員サイト 11/18迄 

【参加費】2,000円（会員のみ） 

 

＊事前申込＊ 

ログイン (jamt.or.jp) 

＊案内文＊ 

2022-nichiringisibu-1.pdf (miyazaki-mt.or.jp) 

 

  

 

【日 時】令和４年 10月 22日（土）14:00～17：00 

【場 所】宮崎県赤十字血液センター及び web配信

【内 容】          (Microsoft Teams) 

① さあ困った！こんな時どうする？（副作用対応 RBC 編） 

② 輸血副作用と対策（仮） 

③ モビリティの進化と血液事業（仮） 

 

＊事前申込＊ 

 https://forms.office.com/r/JvbDgBVvmE 

 

第 1 回都城地区 生涯教育研修会 第 7 回臨床生理部門 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 

第 1 回臨床微生物部門 生涯教育研修会 

第 2 回臨床微生物部門 生涯教育研修会 

第 1 回日南・串間地区 生涯教育研修会 

令和 4 年度日臨技九州支部臨床一般部門研修会 

令和 4 年度 第 10 回宮崎県輸血懇話会 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuiurzkiEtfz9J4lENn9qbh3q3G_PTtN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuiurzkiEtfz9J4lENn9qbh3q3G_PTtN
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-seiri-7.pdf
https://bit.ly/3SWk6uU
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-saikin-1.pdf
https://bit.ly/3dAQnaH
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-saikin-2.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYucumqrzsjHtcfKDLd0CyiTkYLebH7P8et
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYucumqrzsjHtcfKDLd0CyiTkYLebH7P8et
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-yuketusaibou-1.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkdO6rqz4oE9wu92oTLIrooZspbhAL4L4w
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkdO6rqz4oE9wu92oTLIrooZspbhAL4L4w
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-miyakonojyou-1.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rd-quqD8tGdKLKd9U3Qxy5viYz_BPu7ss
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rd-quqD8tGdKLKd9U3Qxy5viYz_BPu7ss
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-nichinan-kusima-1.pdf
https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-nichiringisibu-1.pdf
https://forms.office.com/r/JvbDgBVvmE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
●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 

問合せ先：TEL：0985－47－3744  

 

●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 １名 

勤務時間： 9：00 ～ 18：00 週休二日制、時間外なし 

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) 

求人募集 

●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：採用日～R5 年 4 月 26 日（予定） 

※育児休業代替のため 

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：15 

      

業務内容：検査業務全般  

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照  

 


