
いよいよ令和４年度が始まりました。新型コロナウイ

ス感染症の流行が始まり丸 2 年が経過し、お花見や歓迎

会も最後にやったのはいつのことやら。流行の終息は見

通せない状況ですが、宮臨技として今年度は感染対策に

配慮しつつ、会員の皆様へより良い情報や研修会を提供

できるよう務めていります。

＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

4 月 24 日 タスクシフト／シェアに関する

厚生労働省指定講習会

5 月 29 日 令和 4年度宮崎県臨床検査技師会総会

・第 58 回宮崎県医学検査学会

＊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。

〇新規入職者へ技師会加入の呼びかけを！

会員情報に変更のあった方は各自変更を。

4 月になり、フレッシュな新入職員を迎えた施設も多

いかと思います。新規入職者へ会員の皆様は技師会加入

を呼びかけいただきますようよろしくお願いします。ま

た、各個人の状況（勤務先・住所）や施設連絡責任者に

変更があった場合は各自・各所属で日臨技 HP より変更

をお願いします。不明な点は事務局までご連絡ください。

〇第 58 回宮崎県医学検査学会演題募集中！！

5 月 29 日(日)に第 58 回宮崎県医学検査学会を開催す

る予定となり3月7日から演題募集を開始しております。

県学会は初めての学会発表の場として、中堅からベテ

ランが、今までの成果を披露する場として絶好の機会で

す！ぜひ多数の演題登録をよろしくお願いします。

詳細は別添資料ご確認ください。総会の詳細・招集に

ついては後日別途案内いたします。

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について

標記については、令和 4 年 4 月 24 日（日）に開催す

ることが決定しました。現在参加者募集中です。

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。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 3 月 24 日（木） 19：30～20：30

場 所： ZOOM 会議 出席者 11名

１ 報告事項 （抜粋）

１）会長

＊宮崎市精度管理専門委員の推薦について藤川恵子

技師、深江弘恵技師を推薦した

＊日臨技災害時支援協定書を日臨技と締結した。宮崎

県の災害時マニュアルを作成予定

＊タスクシフト厚生労働省指定講習会は申請済み 11

人、基礎講習履修済 12 人、受講中 37 人

《承認》

２）事務局

＊日臨技連盟から「宮島よしふみ君を応援する会」

5 名選出をお願いしたい

＊宮崎県プライマリ・ケア研究会会誌 18 号 関係団体

行事予定について掲載行事を募集する 《承認》
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３）学術

＊７部門の決算報告書、会誌用報告書が提出された。

今年度は 27 研修会を開催した

＊臨地実習指導者講習会は九州支部 2 回目として長

崎県にて 6 月 5 日に開催 《承認》

２ 審議事項

＊宮臨技役員（案）について

連盟支部長を寺原副会長が渉外副会長として兼務

神谷組織副会長 竹ノ内学術副会長

川上理事（会計）岡次事務局長 櫻井事務局次長

木田理事（庶務） 岩下理事（組織）

野中理事（学術）一般部門長は坂下理事兼務 生理

部門長は河野部門長 その他役員は継続審議

＊支部学術部門長は、佐々木理事を総合管理部門長に

推薦（他県との調整により変更の場合有）

＊宮臨技総会・県学会について

一般演題は 3 から 4 演題 特別講演、定期総会、合

同理事会の予定。現地開催か ZOOM 開催を検討す

る。会場はアステムを予定

総会にて2期4年以上の理事に対して功労者表彰を

予定。定款変更・理事変更を司法書士に相談

＊宮臨技 ZOOM 研修会について

ZOOM アカウントは一つにしてビジネスプランに。

県外からの宮崎県 ZOOM 研修会参加費は無料

＊4 月 1 日「宮島よしふみ君を応援する会」について

花牟禮会長、寺原副会長、神谷事務局長、奥野理事、

佐々木理事参加（4 月 6 日に延期、日臨技理事のみ

参加）

＊タスクシフト厚生労働省指定講習会について

4 月 3 日に実務員にて研修会の物品検収を行う。当

日の実務員は鹿児島県から 2 名派遣いただく

＊その他

公益目的支出計画の変更は県へ提出し審議中、来年

度に終了予定

《承認》

３ 次回 令和 4 年度第 1 回常務理事会

令和 4 年 4 月 14 日（木）19：30～ ZOOM 会議

※今後会員の動きについては会報に掲載しないこと

となりました。会員情報についての問い合わせは事務

局までお願いします。

＊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。

●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。

会員の動き

●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：JCHO 宮崎江南病院

所 在 地：宮崎市大坪西 1－2－1

採用条件：①任期付臨床検査技師 1名

②非常勤臨床検査技師 1名

雇用期間：①採用日～R5 年 4 月 26 日（予定）

※育児休業代替のため

②採用日～R5 年 3 月 31 日（毎年更新）

※基本的に継続更新

勤務時間：①平 日 8：30 ～ 17：15

②平 日 8：30 ～ 15：30（6 時間）

応相談（12：30 までの 4 時間でも可）

業務内容：検査業務全般

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照



２０２２年度日臨技九州支部医学検査学会（第５６回） 
学会長：外山 洋子（国家公務員共済組合連合会千早病院） ／ 会期：２０２２年１１月５日（土）～６日（日）  

会場：福岡県久留米市・久留米シティプラザ 

2022年度日臨技九州支部医学検査学会（第56回） 学会事務局 
一般社団法人福岡県臨床衛生検査技師会内 〒812-0054 福岡市東区馬出4-10-1 ナースプラザ福岡内 

TEL&FAX：092-405-9033 ／ Mail：jamt56kyusyu@fukuokaamt.or.jp 

一般演題募集要項 

会期 ： 2022年 11月 5日（土）・ 6日（日） 

会場 ： 久留米シティプラザ（福岡県久留米市） 

開催形式 ： 現地開催（状況次第では開催方法変更の可能性あり） 

学会ホームページ ： http://conks.jp/jamt56_kyusyu/index.html 

Ⅰ．一般演題募集について 

1．一般演題の申込、抄録原稿提出は、日臨技ホームページを利用した Webによる受付とします。 

Webによる申込には、会員 No、パスワードが必要ですので事前に確認して下さい。 

2．賛助会員、学生の発表につきましては、学会事務局へお申込み下さい。 

Ⅱ．受付開始及び締め切り日 

演題 ： 2022年 4月 1日（金）～ 6月 15日（水） 

抄録 ： 2022年 4月 1日（金）～ 6月 15日（水） 

Ⅲ．インターネット利用による一般演題申込・抄録原稿登録について 

≪日臨技会員の登録方法≫ 

1．Webにて日臨技ホームページ（JAMT：http://www.jamt.or.jp/）より、「会員専用ページ」を 

クリック。 

2．会員専用サイトには、会員 No、パスワードを入力しログイン。 

※パスワードが不明な方は日臨技に再発行申請し、必ず本人のパスワードを使用して下さい。 

【問い合わせ先】 日臨技事務局 TEL：03-3768-4722 

3．日臨技会員メニューの「学会演題発表・査読・講義資料アップロード」→「演題・抄録登録」を 

クリック。 

4．Step 1 

学会の選択で「2022年度日臨技九州支部医学検査学会（第 56回）」を 選択 

＞＞演題の新規登録 をクリック。 

5．Step 2 

利益相反（COI）の確認を入力・申請後 ＞＞次へ をクリック。 

6．Step 3 

演題の入力に関し必要事項を入力し＞＞次へ をクリック。 

※メールアドレスは間違えのないよう正確に入力して下さい。また、メールアドレスの確認まで 

入力して下さい。 

※抄録を後から登録する場合は＞＞確認して登録する をクリックして Step 5 へ進みます。 

※後日、演題名変更や抄録登録をする場合は Step 1 から同じ手順で行って下さい。  

7．Step 4 

抄録の入力またはアップロードにて、抄録登録方法を選択し入力を行う。 

http://conks.jp/jamt56_kyusyu/index.html
http://www.jamt.or.jp/
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※抄録は 25文字×18 行×2 段組 900文字以内で入力下さい。 

※ファイルアップロード登録する場合は、抄録本文のフォント、サイズ（明朝体 10.5P）は変更し

ないで下さい。 ※末尾に連絡先を必ず入力して下さい。 

8．Step 5 

入力内容確認で抄録 PDFの確認をクリックし、内容確認して下さい。 

確認後、＞＞次へ登録・変更をクリックすると受付番号が表示され、登録完了メールが自動配 

信されます。 

≪日臨技会員以外の登録方法≫ 

1．パスワード申請（登録用パスワードを取得する） 

日臨技申請フォームから登録用パスワードの申請をします。「SSL暗号化通信する」に☑して入力 

して下さい。 

必要事項を入力後、「申請する」をクリック。申請を完了すると、パスワードを記載した申請受領メ

ールが自動送信されます。 

会員専用ページ→「SSL暗号化通信する」に☑して→ ＞＞パスワード忘れた方 

学会発表→非会員向け演題募集受付専用サイトログイン申請 

（http://jamtjamtis.jamt.or.jp/jamtis/Apply/EndaiHappyoushaHikaiin.aspx）  

2．演題募集受付専用サイトへログインする 

演題募集受付専用サイトに、取得した登録用パスワードでログインし登録して下さい。 

※演題登録方法は会員同様です。 

Ⅳ．注意事項 

1．一般演題発表について 

•会員および賛助会員は申し込み時点で会費を完納している会員または賛助会員であり、発表時 

においても会員である必要があります。 

•検査技師の資格を有し学校に在籍する学生、医療業界に籍を有する有資格の非会員は、会 

員外扱いとなり 1演題につき 5,000円を申し受けます。 

•共同演者は筆頭発表者に準じ、医療業界に籍を有する非会員の場合、抄録掲載料として 1名 

につき 5,000円を申し受けます。なお、振込手数料は各自でご負担下さい。 

2．スライド作成・発表用スライドデータ受付に関しては、本学会ホームページより、ご確認下さい。 

【お問い合わせ先】 

 2022年度日臨技九州支部医学検査学会（第 56回） 学会事務局 

一般社団法人 福岡県臨床衛生検査技師会 

〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出 4-10-1 ナースプラザ福岡内 

TEL&FAX：092-405-9033 

E-mail: jamt56kyusyu@fukuokaamt.or.jp 
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