
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

＜直近の行事・研修会予定一覧＞   宮臨技関係 

開催日 行事名 

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 

12.8 第 1 回 病理細胞部門生涯教育研修会 

 

日臨技九州支部卒後教育研修会関係 

開催日 行事名 

12.3 臨床一般検査部門研修会 

R5.1.15 第 14 回生物化学分析部門研修会 

R5.1.21 第 33 回血液検査部門研修会 

R5.1.28 病理検査部門研修会 

 

●宮臨技会報など情報発信に関するアンケート調査の

集計結果について（回答率：48％） 

詳細は HP をご参照ください。 

http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/jyouhou-anketo.pdf 

 

○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（受講料等に関する注意事項） 

 

＊4月の講習会に申込みの方 

・今回の受講登録がされています。 

・参加できない方は、12/12迄に各自で日臨技の会員

ページでキャンセル手続きをお願いします。受講料の

返金は不可。次回以降の講習会申込時に充当されます。 

＊新規で申込される方 

・支払方法（コンビニ or郵便局）の選択は 11/28迄。    

※選択期限日以降は、クレジット決済のみ可能。 

・入金締切: 12/8まで。 

・支払方法の選択が開催 20 日前に近い場合は、シス

テムの関係上、コンビニでの手続きをお願いします。 

 ※払込票は、白色の窓あき封筒「みずほファクター」

と記載された封筒で届きます。日臨技名での封筒では

ありませんので、ご留意ください。 

【 第 72回日本医学検査学会 演題募集 】 

日時：2023年 5月 20日(土)・21日(日)  

 

会場：群馬県高崎市の Gメッセ群馬・高崎芸術劇場 

◎ 演題募集の締切日：2022年 11月 30日（水） 

学会ホームページ 

https://convention.jtbcom.co.jp/72jamt/ 

演題募集 

https://convention.jtbcom.co.jp/72jamt/registration/in

dex.html 

 

 

 

日時： 令和 4年 10月 12日（水）19:30～20:33 

場所： ZOOM会議       出席者： 13名 

     

報告事項 （抜粋） 

１）会長 

 ＊事務所のスキャナーを購入。 

 ＊タスク・シフト/シェア研修会について 

→南九州大学へ施設借用願いを郵送した 

  →日臨技行事登録 12/18（日）を行った 

 ＊日臨技理事会に出席した 

＊日臨技 HP に宮島会長からのメッセージが掲載され

た。会員サイトで視聴できる。 

＊技師会活動等に関するアンケートの結果は、2022 

年度日臨技九州支部医学検査学会のシンポジウ

ムで利用させて頂く        《承認》              

２）渉外 

＊連盟会議 10月 19日に参加予定 

＊災害マニュアルの読み込みする 

＊政策渉外関連事項等における現状把握のための調

査協力施設の選定について協力をお願いした 

 ・大病院（500床以上）：宮崎大学医学部附属病院 

 ・中病院１（200床～500床未満）：独立行政法人地域

医療機能推進機構 宮崎江南病院 

 ・中病院２（100床～200床未満）：済生会日向病院 

 ・小病院（100床未満）：地方独立行政法人 西都児

湯医療センター           《承認》 

３）事務局 

＊一斉メール配布 505名/523名、不達リスト 9名 

・情報発信に関するアンケート：10月末日で集計。 

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 11 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。 

2022 年度 第 6 回常務理事会 （抜粋） 

http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/jyouhou-anketo.pdf
https://convention.jtbcom.co.jp/72jamt/
https://convention.jtbcom.co.jp/72jamt/registration/index.html
https://convention.jtbcom.co.jp/72jamt/registration/index.html


・技師会業務に関する；123名回答（9/16）終了 

 ＊LINEについて別紙検討事項      《承認》                

５）会計 

 ＊賛助会員すべて入金確認できた 

 ＊パソコン購入：10万円以下消耗品扱いになる 

 ＊減価償却に上がっている古いパソコンを確認後、 

使用停止にする            《承認》 

６）組織 

 ＊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：該当者なし 

 ＊結核研究奨励賞候補者の推薦：該当者なし 

 ＊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） 

九州保健福祉大学学生、教員の協力申し入れあり 

    →Zoom会議行い計画を進めて行く予定 

 ＊タスク・シフト/シェア研修会（鹿児島県）10/15に

実務員として参加する        《承認》 

 ７）学術 

 ＊宮臨技セミナー：11/27（日）13：00～15:30、    

7部門（生化学部門のみ録画） 

 ＊会誌：見積もり中、広告を確認、表紙の色を検討                                  

《承認》 

３ 審議事項 

 ＊宮崎県臨床検査技師会 LINE 公式アカウントは、

常務理事にて試験運用中 

→運用開始後の状況で料金プランを検討する 

→メッセージで研修会案内が十分に出来るように

検討する 

→問い合わせの対応ができれば会員へ公開する 

 ＊タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定

講習会について：準備ができ次第、会報などで案内 

 ＊九州支部会議（11/4）での確認事項 

  ・臨地実習指導者研修会について 

・各県精度管理調査時、検体採取の同意書について 

・他県の事務所の状況について 

＊県医師会精度管理調査検体 10/19 発送、10/20 日午

前中到着 

＊宮臨技 HP に会員専用サイト作成は可能なのか 

 →会員のみに限定したい時などの対策の検討 

 →ファイル便を利用するなど検討    《承認》 

４ 次回 令和 4 年度第 7 回理事会   

令和 4 年 11 月 16 日（水）19 時 30 分～   

 

 

  

                                                                

【日 時】令和４年 12月 8日（木）18:00～19:00 

【会 場】web開催（Zoom使用） 

【内 容】「免疫染色の適切な運用を目指して」  

案内文： 

http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-byouri-1.pdf 

事前申込： 

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

upqD0oGd2QBf8ghvRmxZphqnG_oMt3 

 

 

 

【日 時】令和４年 11月 27日（日）13:00～15:30 

【会 場】web開催（Zoom使用） 

【内 容】各部門でのポイント及び基礎的内容 

案内文： 

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

事前申込：

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x73bUXGrTIObQaF2

DImQeg 

 

 

【テーマ】「造血器腫瘍の細胞形態 

～気づく技師を目指して～」 

【会 期】令和 5年 1月 21日（土）12:50～17:45 

【開催形式】web開催（Zoom使用） 

【定 員】200名      【受講料】1,500円 

 案内文： 

http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-tetueki-sotugo-1.pdf  

事前申込（10/24～12/16） 

https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx 

 

 

 

【テーマ】「病理検査の標準化に向けて～退屈だけど

ISOつかさないでね～」 

【日 時】令和 5年 1月 28日（土）13:00～17:00 

【開催形式】web開催（Zoom使用） 

【定 員】100名    【受講料】1,000円 

【申込期間】12/5～1/20 （準備中） 

案内文：

https://www.jamt.or.jp/studysession/area/branch/kyusyu/docs/%E9%9

6%8B%E5%82%AC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83

%A9%E3%83%A0.pdf 

 

 

 

【テーマ】「未定」 

【日 時】令和 5年 1月 15日（土）9:00～13:00 

【開催形式】web開催（Zoom使用） 

【定 員】100名    【受講料】1,000円 

【申込期間】12/1～12/31 （準備中） 

案内文：準備中 

 

 

 

※雇用条件等、詳細は HPよりご確認ください。 

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

 

・日向市東郷診療所 

・JCHO 宮崎江南病院 

・株式会社オファサポート 

・潤和会記念病院 

 

                                                                        

求人募集 

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 

令和 4 年度 これだけは知っておきたい宮臨技セミナー 

令和 4 年度日臨技九州支部臨床血液部門研修会 

令和 4 年度日臨技九州支部病理細胞診部門研修会 

令和 4 年度日臨技九州支部生物化学分析部門研修会 

http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-byouri-1.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvc-upqD0oGd2QBf8ghvRmxZphqnG_oMt3
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvc-upqD0oGd2QBf8ghvRmxZphqnG_oMt3
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022miyaringisemina.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x73bUXGrTIObQaF2DImQeg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x73bUXGrTIObQaF2DImQeg
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-tetueki-sotugo-1.pdf
https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx
https://www.jamt.or.jp/studysession/area/branch/kyusyu/docs/%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf
https://www.jamt.or.jp/studysession/area/branch/kyusyu/docs/%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf
https://www.jamt.or.jp/studysession/area/branch/kyusyu/docs/%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf
http://www.miyazaki-mt.or.jp/kyujin.html

