
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年頭所感 
一般社団法人宮崎県臨床検査技師会 

                          会 長  花牟禮 富美雄 

新年明けましておめでとうございます 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大後 3 度目の新年を迎えましたが、過去最

高の感染者数が報告される状況になっています。宮崎では人口 10万人辺り新規陽性者数が全国でワースト１（1

月 6日現在）となっており、各施設でも毎日のように感染者が確認される状況であろうと思います。経済との両

立、with コロナ、行動制限がない年末年始と、新型コロナウイルスへの対応も変化していますが、自分が感染

しているかもしれない、対面している相手も感染しているかもしれないと思い、医療従事者としての自覚をも

って基本的な感染対策を行い、感染者や濃厚接触者にならないような行動をお願いいたします。 

さて、2022 年は Web での研修会開催が多い中、ハイブリッドや現地での学会開催なども行われるようになり

ました。久留米市で開催された日臨技九州支部医学検査学会（第 56回）は、新型コロナウイルス感染者数が減

少していた時期でもあり久しぶりに現地開催され、1000名を超える参加者があったと聞いております。今後も、

群馬県で開催される第 72 回日本医学検査学会、佐賀県で開催される日臨技九州支部医学検査学会（第 57 回）

は現地開催の予定となっており、研修会も現地開催が増えてくることも予想されますが、参加しやすい Web の

メリットを考慮した企画も必要であろうと思っています。また、「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(令和 3年法律第 49号)」の成立により、臨床検査技師

等に関する法律の一部が改正され、令和 3年 10月 1日から施行されました。それに基づき、タスクシフト・シ

ェアとして追加された 10行為の業務を行おうとする場合は、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければなら

ないとされています。宮崎県においては令和 4年 12月 18日（日）に第 1回目の講習会を開催し 59名の方が受

講されました。この他、Web講習（座学）を受講終了された方が 46名、Web講習（座学）を受講中の方が 42名

いらっしゃいますので、第 2 回目の講習会の準備を進める予定です。令和 3 年度厚生労働行政推進調査事業に

おいて報告された「医療関係職種の実働人数把握のための推計式構築について～医療機関における需要推計～」

では、臨床検査技師の就業者数は 2053年に向けて増加し、その後一定数を維持する一方で、臨床検査技師が行

う検査の件数は人口減少の影響で 2027年をピークに減少に転じる結果が報告されました。将来的には臨床検査

技師数（供給）が検査件数（需要）を上回り過剰になることを示唆する結果で、タスクシフト・シェアによる業

務拡大が重要と考えています。タスクシフト・シェアに関する講習会は「検体採取に関する厚生労働省指定講習

会」と同じく国家資格そのものの権限になる重要な内容ですので、必ず受講されるようお願いいたします。 

 最後に、今年も当会の事業計画の遂行のために、会員・賛助会員・関係各位のご支援およびご協力を宜しくお

願い申し上げ、簡単ではありますが年頭の挨拶と致します。 
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＜直近の行事・研修会予定一覧＞   宮臨技関係 

開催日 行事名 

1.14 第 8 回臨床生理部門 生涯教育研修会 

1.19 第 2 回都城地区生涯教育研修会 

1.25 第 9 回臨床生理部門 生涯教育研修会 

1.28 第１回児湯地区生涯教育研修会 

2.1 第 1 回生物化学分析部門 生涯教育研修会 

2.7 第 2 回輸血細胞治療部門 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 

1.15 第 14 回生物化学分析部門研修会 

1.21 第 33 回血液検査部門研修会 

1.28 病理細胞診検査部門研修会 

1.29 臨床検査総合部門研修会 

2.5 第 21 回臨床生理部門研修会 

 

○タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定 

講習会 実技講習会（第１回）を実施しました 

 

2022年 12月 18日に南九州大学宮崎キャンパスにて

実技講習会が開催されました。県内より 59 名の参加

があり、充実した一日となりました。3名の方より感

想を頂きましたのでご紹介いたします。 

 

～感想～ 

・実技研修を通して、タスクシフトシェアによってい

かに検査技師の業務が拡大されたか改めて実感する

ことができました。現在の業務に活かしつつ、より他

職種の業務に協力していければと思います。    

（宮崎江南病院 A技師） 

 

・造影剤注入等では一見簡単そうに見える操作も実

際に行うとうまくできずに時間がかかってしまい難

しく感じました。講習会で学んだことを今後臨床で

実践できる機会があると良いなと思います。      

（宮崎大学医学部附属病院 M技師） 

・難しい手技も多いので、しっかり研修の機会を設

けて頂きありがたかったです。出来る業務が広がり

今まで以上に臨床に貢献できる事は医療従事者とし

て嬉しい事だと感じました。             

（県立延岡病院 M技師） 

 

●【中止のお知らせ】全国検査と健康展  

令和 5 年 1 月 22 日（日）に開催予定でした宮崎県

全国「検査と健康展」は新型コロナウイルス感染拡大

に配慮し、残念ながら中止とさせていただきます。 

 

 

 

日時： 令和 4年 12月 21日（水）19:30～21:20  

場所： ZOOM会議  出席：12名、欠席：1名 

１ 報告事項 

１）会長 

＊タスク・シフト/シェア研修会 12/18（日）59名の

すべての受講が完了。受講票を発送したので修了証

が届く予定。基礎講習修了者 45 名、受講中は約 43

名。次回開催時の実務委員は宮崎県内の技師で行う。

4 月以降はシステムの改修がされ、他県でも受講可

能となる予定。学生用システムができる。 

＊九州支部内連絡会議 2/1（水）18時 50分から参加

出来る方はお願いする。         《承認》 

２）渉外 

＊災害マニュアル研修会は 2/16（木）開催 

＊連盟会議議事録を常務理事にメール送信 

＊施設連絡責任者会議について計画中  《承認》 

３）事務局 

＊事務局記録確認、公文書 3通 

＊宮臨技会報(2022年 12月号） Web版配信開始 

・12/14 会員 503名/521名、不達リスト 8名 

・12/16  賛助会員 27/29、不達 2企業 

＊11/19 事務所の片付け、12/10廃棄物の処理 

＊地域ニューリーダー育成研修会申請、推薦は、  

1/10 期限を検討             《承認》 

４）庶務 

＊研修会・議事録・会報など HP掲載、削除など 

《承認》 

５）会計 

＊廃棄物処理費用の入金処理完了 

＊生涯教育について部門（3）、地区（3）申請がない

ので活動費をお渡ししていない。     《承認》 

事務局報告 

事務局連絡 

2022 年度 第 8 回常務理事会 （抜粋） 



６）組織 

＊臨床衛生検査業務功労者の厚生労働大臣表彰につ 

いては会長を推薦。12/15送信、12/18受理。 

＊第 1 回都城地区研修会修了承認、1/19 第 2 回都城

地区研修会、1/28第 1回児湯地区研修会 

＊全国検査と健康展は感染拡大にて実施を検討 

《承認》 

７）学術 

＊微生物部門：12/21、一般部門：12/22、生理部門： 

1/14、1/25、血液部門：1/27、輸血部門：2/7、血液部 

門卒後研修会：1/21（12/22会議予定） 

＊宮崎県医師会精度管理事業協賛金協力のお願いに 

ついて会長が返事する 

＊会誌は印刷中、納品が 12/28、発送は 1/5 以降                                

《承認》 

２ 審議事項 

＊宮臨技 LINEアカウントについて案内のチェック体 

制を検討、費用について→運用に関し暫く保留 

＊第 2回目のタスク・シフト/シェア研修会→会場、 

講師、実務委員の日程調整を行う 

＊全国検査と健康展は感染拡大にて実施を検討 

→イオンホールのキャンセル費用について 3 週間

前より発生する為、年内に決定する必要がある 

→日臨技へ中止の意向を伝えた 

→12/26中止決定 

→関係各署への中止の連絡完了（12/28） 

＊地域ニューリーダー育成研修会申請、推薦 

2/25(土)Zoom、3/4(土)～3/5(日)集合型 

→12/25までにメールで推薦を会長へ送る 

＊台車の購入について  

        《承認》 

３ 次回 令和 4年度第 9回理事会   

  令和 5年 1月 11日（水）19時 30分～   

 

  

                                                              

 

 

【日 時】令和 5年 1月 14日（土）14:00～15：30 

【会 場】web開催（Zoom使用） 

【内 容】 

「携帯型睡眠簡易検査の見方・考え方」 

 ｢心電図講習会～現場での波形判読～｣ 

  

案内文：http://www.miyazaki-

mt.or.jp/benkyoukai/2022-seiri-8.pdf  

事前申込：

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

uGgrjgtG9WkOzu_N3quIAsqXIM1nYZN 

 

 

 

【日 時】令和 5年 1月 25日（水）19:00～20：00 

【会 場】web開催（Zoom使用） 

【内 容】「脳波検査の Q＆A と脳波のきほん」 

案内文： http://www.miyazaki-

mt.or.jp/benkyoukai/2022-seiri-9.pdf 

事前申込：

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

c--hqzwqE9YcGwZw03iahdljbVtohpGB 

 

 

 

【日 時】令和 5年 2月 1日（水）18:00～ 

【会 場】web開催（Zoom使用） 

【内 容】 

「（仮）外部精度管理実施の注意点」 

 「脂質の基礎と動脈硬化性疾患予防ガイドライン 

2022年度版改訂のポイント」 

案内文： http://www.miyazaki-

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

事前申込： https://forms.gle/d4mEYrqNnzBy6kUy7 

 

 

 

【日 時】令和 5年 2月 16日（木）19:00～20:30 

【会 場】web開催（Zoom使用） 

【内 容】 

「延岡市国民健康保険における CKD・重症化予防

の取り組み」 

「都城市における CKD 予防連携システムについて」 

 基調講演）「コロナ時代の CKD対策」 

案内文： http://www.miyazaki-

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

事前申込：  

https://ono-

pharma.zoom.us/webinar/register/WN_FdeizhgwSeW

JlfVJbbVcZA 

勉強会等のお知らせ 

第 8 回臨床生理部門 生涯教育研修会 

第 9 回臨床生理部門 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 

CKD 連携 ｉｎ 宮崎 2023 
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【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/tZY

kf-ysrT8iG9eU1OCetmGsY7vKsQut8dHc 

 

 

 

【日 時】令和 5年 1月 28日（土）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/tZErfum

vrT4oGNXP-q8F7VO9u5YG1OaTvB6f 

 

 

 

 

※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 

・県立延岡病院 

・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 

【再掲】第 2 回都城地区 生涯教育研修会 

【再掲】第 1 回児湯地区 生涯教育研修会 
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