
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

＜直近の行事・研修会予定一覧＞   日臨技関係 

開催日 行事名 

12.18 タスクシフト/シェアに関する厚生労働大

臣指定講習会 実技実習 

12.22 第 1 回臨床一般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 

R5.1.15 第 14 回生物化学分析部門研修会 

R5.1.19 第 2 回都城地区生涯教育研修会 

R5.1.21 第 33 回血液検査部門研修会 

R5.1.28 病理細胞診検査部門研修会 

R5.1.28 第 1 回児湯地区生涯教育研修会 

R5.1.29 臨床検査総合部門研修会 

R5.2.5 第 21 回臨床生理部門研修会 

 

✧✧表 彰✧✧ 

11 月 5、6 日に開催された第 56 回日臨技九州支部

医学検査学会において、県立宮崎病院の岩切雄也 技

師が 2021 年度日臨技九州支部学術奨励賞を受賞！ 

演題名：「Ignatzchineria indica 菌血症 2 例」 

お祝い申し上げるとともに今後ますますのご活躍を

祈念いたします。 

 

●宮臨技会報の配布方法の変更について 

 会報の配布方法について、アンケートの集計結果

は、「メールもしくは紙のどちらでも可能」という意

見が 91％を占めました。つきましては、今月号より

紙配布を廃止し、電子版のみで配布とします。継続し

て紙配布を希望された会員の方へは大変ご不便をおか

けしますが、趣旨をご理解いただきご協力のほどよろ

しくお願いいたします。どうしても不都合な方は事務

局までご連絡ください。 

連絡先：miyaringi.jimu@gmail.com 

 

 

●【募集】全国検査と健康展 当日スタッフ 

2023年 1月 22日（日）にイオンモール宮崎で全国

検査と健康展を開催します。 

当日は、中学生向けの「検査技師のお仕事体験」や

認知症テスト、インボディまたは内臓脂肪、ベジチ

ェック、血管年齢等の体験を実施予定です。 

・お仕事体験参加募集（中学生向け）：

https://forms.gle/VWqyogqk9YEE1e3H9 

 

また、技師会では、これらの体験での当日スタッフ

を 20名程度募集しています。協力可能な会員の方

は、組織：坂下までご連絡ください。 

・当日スタッフ参加募集：http://www.miyazaki-

mt.or.jp/benkyoukai/2022-kensa-kenkou.pdf 

 

・連絡先：sakashita@miyakenkou.or.jp 

＊応募多数の場合、初めて協力の方を優先させてい

ただきます。〆切り：令和 5年 1月 6日（金） 

 

○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（参加の方へ） 

 

当日の注意事項については、日臨技へ登録してい

るメールアドレスへ文書を送付しています。   

各自ご確認をお願い致します。 

 

〇 臨地実習指導者講習会について 

  今年度は、九州支部での開催はありません。    

年度内に受講予定の方は他の支部の講習会への参加

をお願い致します。 

 

 

 

 

日時： 令和 4年 11月 16日（水）19:30～20:45  

ウェビナー試行 20:45～21:30 

場所： ZOOM会議  出席：11名、欠席：2名 

 報告事項 

 １）会長 

 ＊日臨技九州支部会議報告 

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 12 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７回常務理事会 （抜粋） 

mailto:miyaringi.jimu@gmail.com
https://forms.gle/VWqyogqk9YEE1e3H9
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-kensa-kenkou.pdf
http://www.miyazaki-mt.or.jp/benkyoukai/2022-kensa-kenkou.pdf
mailto:sakashita@miyakenkou.or.jp


＊タスク・シフト/シェア研修会 12／18（日）60名

の募集に対し 60 名申込あり。他に基礎講習修了

者 約 30名、受講中約 40名 

 ＊臨地実習指導者講習会九州支部は今年度行わない

ので他の支部の講習会への参加をお願い 

 ＊日臨技九州支部医学検査学会 1000 名以上の参加

者であった。次回、第 57回は佐賀県担当 

 ＊福岡県精度管理資料について（資料あり） 

 ＊今後の部門長会議について検討     《承認》 

               

 ２）渉外 

 ＊災害マニュアルについてのアンケート回答、研修

会開催予定であり、その後マニュアル作成に着手 

 ＊連盟会議に参加、ブロック長は持ち回りとなった。

(宮崎県は 10年後ブロック長の予定) 

 ＊連盟に Zoomのアカウントがある 

《承認》 

 ３）事務局 

 ＊公益財団法人宮崎県移植推進財団賛助会員の募集

について 

＊情報発信アンケート回収 10/31終了、回答率 48％ 

＊アンケートの結果は会員約半数の意見、施設ごと

に紙での受け取り希望 9％、メール若しくはどち

らでもいい 91％→紙配布希望の会員への対応を

検討 

＊アンケートでは、宮臨技LINE追加予定95名（38％） 

＊アンケートでは、宮臨技 HP 情報発信出来ている

123 名（51％）→HP容量の件、ホームページビル

ダーの件を検討 

＊施設連絡責任者に紙に出力して伝達するお願いで

94 施設中 67件の回答 95％が可能であると回答 

＊事務所の片付け 11/19（土）15時～17時で行う

予定、産業廃棄物処理費用について検討                         

《承認》 

 ４）会計 

 ＊公益財団法人宮崎県移植推進財団賛助会員振込は、

今後予算化を検討する 

 ＊九州支部会議参加の時など：自家用車の使用は極

力控え公共交通機関を利用し、やむを得ない場合

は、日臨技規定を用いる          《承

認》 

 

５）組織 

 ＊日臨技貢献賞（個人）の推薦について（依頼）   

11/25まで。該当者なし 

 ＊臨床衛生検査業務功労者の厚生労働大臣表彰実施

について（依頼）12/15まで。会長を提案 

 ＊2023年度第 58回「小島三郎記念技術賞」推薦 

2023年度第 42回「福見秀雄賞」推薦 

12/31まで。該当者なし 

＊全国検査と健康展グループ会議を 2回実施した。 

・一般参加者向けに日臨技より借用する認知症テスト 

インボディ又は内臓脂肪、ベジチェック、血管年齢 

・中学生向けは、昨年度の体験を同様に実施予定 

・技師会活動アンケートでお手伝いをしてみたいと意

見があったので、協力募集を行う 

・九州保健福祉大学生の協力がある 

・中学生の募集について検討中。来年度は教育委員会 

の協力が得られる予定 

＊宮臨技 HPについて現在 1Gプラン→100Gプランへの 

グレードアップについて検討。3月が更新。 

《承認》 

６）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： 11/18に印刷会社と打合せ予定 

＊坂下理事より、九州支部一般部門長会議にて玄海シ 

ンポジウムを終了する 2025年度宮崎県担当九州一般

検査シンポジウムを行うことが決定                                   

《承認》 

審議事項 

＊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：12/17午後準備し 18日開催、実務委 

員 2名（野中、岡次）、打合せ 11/30日（水）19時～、 

12/13（火）19時～鹿児島県の方 2名、実務委員参加 

・鹿児島の方の宿泊について寺原担当 

・当日の昼食についてメールにて検討予定 

＊会報についてアンケートの結果大多数がメールでと 

いう結果だったので、メールに変更し、どうしても不 

都合がある方は事務局に連絡する。完全移行するので 

対応をお願いする。 

＊宮臨技 LINEアカウントについて 

 →運用に関してもう少し検討する 

＊宮臨技事務所の片づけを 11/19に実施予定。ゴミ処 

理に費用がかかる可能性。片付けてから検討する。 

＊宮臨技 HPグレードアップについて更新時に行う。 

＊臨床衛生検査業務功労者の厚生労働大臣表彰実施に

ついて：花牟禮会長を推薦する。 

＊九州支部会議（11/4）の確認事項：機会をみて確認 

 →臨地実習指導者研修会について 

→他県の事務所の状況について 

＊施設連絡責任者会議 1月に開催予定：企画担当寺原 

 《承認》 

次回 令和 4年度第 8回理事会   

 令和 4年 12月 21日（水）19時 30分～   

                                                              

 

 

 

 

 

【日 時】令和 4年 12月 22日（木）19:00～ 

【会 場】web開催（Zoom使用） 

【内 容】「映えるパワーポイント作成のコツ」 

  ｢潰瘍性大腸炎における便中カルプロテクチン 

検査の意義｣  

勉強会等のお知らせ 

第 1 回臨床一般検査部門 生涯教育研修会 



案内文：2022-ippan-1-.pdf (miyazaki-mt.or.jp)  

当日参加：

https://us02web.zoom.us/j/87357462634?pwd=UDJ0YU

Y1TTlDZ2w0dnFxaWNkOGltUT09 

＊事前申込は不要です。 

 

 

 

【日 時】令和 5年 1月 19日（木）19:00～ 

【会 場】web開催 

【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・完成編～」 

 案内文：http://www.miyazaki-

mt.or.jp/benkyoukai/2022-miyakonojyo-2.pdf  

事前申込：

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

-ysrT8iG9eU1OCetmGsY7vKsQut8dHc 

 

 

 

【テーマ】臨床化学の初めの一歩から 

【日 時】令和 5年 1月 15日（日）9:00～13:00 

【会 場】web開催（Zoom使用） 

【定 員】100名    【受講料】会員 1,000円 

案内文：九州支部研修会プログラム.pdf (jamt.or.jp) 

事前申込（～12/31） 

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

 

 

 

 

【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】会員 1,500円 

 案内文：開催案内(九州支部卒後教育研修会 第 33 回

血液検査研修会).pdf (jamt.or.jp)  

事前申込（～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】会員 1,000円 

案内文：病理細胞診部門九州支部研修会開催プログ

ラム.pdf (jamt.or.jp)  

事前申込（～R5.1/20） 

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

 

 

 

【日 時】令和 5年 1月 28 日（木）16:00～17:30 

【会 場】web開催 

【内 容】「臨床検査技師と接遇」 

     「症例発表（超音波検査）」 

 案内文：http://www.miyazaki-

mt.or.jp/benkyoukai/2022-koyuchiku-1.pdf 

事前申込：

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

rT4oGNXP-q8F7VO9u5YG1OaTvB6f 

 

 

 

【テーマ】「救急医療と災害医療-臨床検査技師の新

たなる挑戦－」 

【日 時】令和 5年 1月 29 日（日）9:30～15:00 

【開催形式】web開催（Zoom 使用） 

【定 員】200名    【受講料】会員 1,000円 

案内文：単位取得証明書添付一覧 (jamt.or.jp)  

事前申込（～R5.1/13） 

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

 

 

 

 

【テーマ】「症例から読み解く～超音波検査～」 

【日 時】令和 5年 2月 5日（土）13:00～18:00 

【開催形式】web開催（Zoom 使用） 

【定 員】100名    【受講料】会員 1,000円 

案内文：第 21 回日臨技卒後研修案内(プログラ

ム）.pdf (jamt.or.jp)  

事前申込（～R5.1/31） 

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

 

 

 

 

 

※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 

 

〈今回より〉 

・県立延岡病院 

 

〈 前回より〉 

・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 

令和 4 年度日臨技九州支部卒後教育研修会 
「第 14 回生物化学分析部門研修会」 

令和 4 年度日臨技九州支部卒後教育研修会 
「第 33 回血液検査研修会」 

令和 4 年度日臨技九州支部卒後教育研修会 
「病理細胞診検査研修会」 

令和 4 年度日臨技九州支部卒後教育研修会 
「第 21 回臨床生理部門研修会」 

令和 4 年度日臨技九州支部卒後教育研修会 
「臨床検査総合部門研修会」 

第 2 回都城地区 生涯教育研修会 

第 1 回児湯地区 生涯教育研修会 
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https://www.jamt.or.jp/studysession/area/branch/kyusyu/docs/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%94%AF%E9%83%A8%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.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%E6%A1%88%E5%86%85%28%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%94%AF%E9%83%A8%E5%8D%92%E5%BE%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%20%E7%AC%AC33%E5%9B%9E%E8%A1%80%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%29.pdf
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https://www.jamt.or.jp/studysession/area/branch/kyusyu/docs/%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%A1%88%E5%86%85%28%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%94%AF%E9%83%A8%E5%8D%92%E5%BE%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%20%E7%AC%AC33%E5%9B%9E%E8%A1%80%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%29.pdf
https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx
https://www.jamt.or.jp/studysession/area/branch/kyusyu/docs/%E7%97%85%E7%90%86%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%A8%BA%E9%83%A8%E9%96%80%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%94%AF%E9%83%A8%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf
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