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第 42 回九州医学学会の座長について 

日臨技からのお知らせ 

1．日臨技会長立候補について 
平成 20・21年度会長立候補者を受付けます。 
立候補受付期間は、9月 15日から 10月 14日で、
立候補者の中から直接選挙により 1名選出されます。
立候補したい会員の方がおられましたら、宮臨技事務

局までご連絡ください。 
 

2．日臨技生涯教育ガイドラインの改訂について 
会誌「医学検査」第 56巻第 7号に、平成 19年度
より改訂されたガイドラインが掲載されています。 
履修点数、教科分類、自己申告書の様式等、大幅に改

定されていますので、必ずご覧ください。とくに地区

理事、研究班長の皆様は熟読してください。よろしく

お願いします。 
 
3．会員周知徹底事項について 
「地球温暖化対策に係る国民運動の実践について」、

「飲酒運転の根絶に向けた組織強化について」、「自転

車の安全利用の促進について」、「後部座席シートベル

トの着用の徹底を図るための対策について」、「新鮮凍

結血漿の容量の変更について」、「輸血療法の実施に関

する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正に

ついて、の会員への周知徹底の依頼を受けました。 

詳細は日臨技ホームページ http://www.jamt.or.jp/の
トップページ Topics に掲載されていますので、ご覧
ください。また、詳細文書が必要な方がおられました

ら、宮臨技事務所までご連絡ください。 
 

宮崎県からは、4 分野の座長依頼があり、以下の
技師に依頼しましたところ、快諾いただき決定しま

した。以下 4名の技師には、この場をお借りして感
謝申し上げます。 
○公衆衛生 ：清山 和昭 技師                     

（同心会医療法人 古賀総合病院） 
○一般検査 ：岩田 輝夫 技師                       

（宮崎市郡医師会臨床検査センター） 
○生   理 ：山下 景子 技師               

 （医療法人養気会 池井病院） 
○微 生 物 ：津曲 洋明 技師              

  （宮崎県立延岡病院） 
その他では、教育カンファレンスで守田 政宣技師

（大学病院）が司会、微生物検査シンポジウムで  

佐伯 裕二技師（大学病院）が司会をされます。 

第 42 回宮崎県糖尿病教育シンポジウム 2007 
日 時：平成 19年 11月 3日（土） 
     10：00～17：00 
場 所：宮崎県立芸術劇場 演劇ホール 
詳細は次回案内します。 
※みやざき健康福祉まつりの開催日と重なっていま

すので、ご注意ください。 

本年度の県医学検査学会を下記のとおり開催致し

ます。つきましては、会員の皆様の発表演題を募集致

します。 

日時：平成 19年 11月 25日（日曜日）9:00 ～ 
会場：宮崎市郡医師会臨床検査センター視聴覚教室 

演題募集期限：10月 31日 
演題提出内容：演題名、演者・共同演者、施設名、

発表抄録（800字程度） 
提出先：都城保健所 小寺まで  

第 46 回宮崎県医学検査学会演題募集について 



 
 
 
 
 
                               
 

 
 
 

 
 
  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

宮崎地区・臨床化学研究班合同勉強会のご案内 

1．今年度の宮臨技事業計画にある救急医療（ＡＥＤ）
の実技講習会開催について、実行委員会を立ち上

げ、準備を進めています。準備委員には、委員長伊

豆理事をはじめ、山田理事（宮崎市保健所）、元明

技師（県立宮崎病院）、井上技師（県立宮崎病院）、

堤技師（市郡医師会病院）に依頼してあります。  

来年１月には、研修会を開催予定です。詳細が決定

次第、順次案内します。 
 
2．第 46 回宮崎県医学検査学会の前夜に、日臨技  
小﨑会長を囲む会（懇親会）を企画していますので、

多数のご参加よろしくお願いいたします。 
 
3．第 42 回九州医学検査学会前日に開催される九臨
技常務理事・理事合同会議に、日野浦会長、岩田

副会長、津曲理事が出席します。 
 
4．県医療薬務課より、宮崎県精度管理委員の推薦依
頼があり、当会から守田 政宣 技師を推薦し了承
されました。 
守田技師は、九臨技臨床化学部門員をはじめ、日臨

技が推進する臨床検査データ共有化事業の責任者、

宮崎市精度管理委員を担当されている大変忙しい

方です。関係者のご理解、ご協力よろしくお願いし

ます。 
 

5．第 56 回日本医学検査学会より、研修会用のパソ
コンとプロジェクターを寄付していただきました。 
研修会（宮臨技主催）で使用したい方がおられまし

たら、宮臨技事務局までご連絡ください。 
 
6．九州地区卒後教育セミナー第 19回一般検査研修  
会について、申し込み締め切りが 8月 31日でした
が、まだ若干定員に空きがある為、申し込み締め切

りを 9月 14日まで延長いたしますので、出席され
たい方がおられましたら、宮臨技事務局までご連絡

ください。 

 

その他 
 宮臨技より勉強会のお知らせ 

日 時：平成 19年 9月 29日（土） 
13：00～17：00 

場 所：（株）アステム宮崎営業所 

内 容：  

1.『宮崎県における臨床検査データ共有化 
事業への取り組み ～正確性と精密性を

満たした内部精度管理～ 』 

講 師 宮崎大学医学部附属病院    

守田 政宣 技師 

 

2．『平成 20 年からの健診保険指導制度   

～精度管理と標準化の流れも含めて～』 

講 師 第一化学薬品株式会社カスタマー

サポートセンター学術グループ  

山下 由紀子 氏 

 

3．『生化学検査やイムノアッセイ検査におけ
る異常値の取り扱い方』 

 講 師 ベックマンコールター（株） 

学術・薬事品質統括部門     

渡邉 正一  氏 

 

4．復活！！みんなでやれば怖くないシリーズ 
第 3弾 

『EXCELによる簡単な集計からグラフまで ～

施設間差是正サーベイのデータを利用して～』 

講 師 医療法人同心会 古賀総合病院 

中村 育代 技師 

 

連絡先 ；医療法人同心会 古賀総合病院 

中村 育代            

    ＴＥＬ；0985-39‐8930  
     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

求人募集 

●求人先：宮崎社会保険病院 検査部 

所 在 地：宮崎市大坪西 1-2-1 
採用条件：臨時職員 

採用期間：平成 19年 11月 1日～ 
平成 20年 12月 31日     

勤務時間：平日 8：30 ～ 17：15 (8時間) 
業務内容：検査全般 
問合せ ：宮臨技事務局まで 

病理細胞診研究班勉強会 

○細胞検査士認定試験対策 
日 時：平成 19年 9月 20日（木）19時 30分～ 
場 所：県立宮崎病院 2F小会議室 
内 容：細胞診全般 
講 師：長友 明彦 技師 
連絡先：宮崎社会保険病院 花牟禮 富美雄技師 
     ℡ 0985-51-7575 

日時：平成 19年 10月 28日（日曜日） 
9時～16時 30分（予定） 

会場：宮崎市・宮崎県看護協会 
宮崎県看護等研修センター 

学会テーマ：「ベッドサイドから病院マネジメントへ

の展開をめざして」 
内容：特別講演 

「クリティカルパスの現在・過去・未来」 
武藤 正樹 先生（国際医療福祉大学 
附属三田病院副院長・同大学国際医療 
福祉総合研究所長・同大学院教授） 

   シンポジウム 
    「クリティカルパスの新しい展開」 

他、ランチョンセミナー、一般演題、クリテ

ィカルパス展示、総会が行われます。 
参加費：1500円（予定） 
 
※ 参加されたい方、もしくは興味のある方がおら

れましたら、宮臨技事務局までご連絡ください。 

第２回日本医療マネジメント学会宮崎県地方会案内 

平平成成 11９９年年度度技技師師会会費費納納入入ののおお願願いい  
平成 19年度の会費納入の時期になりました。 
会費は前納制をとっていますので、できるだけ早い時期に

納入してください。納入が遅れますと、会誌「医学検査」が

中断されますので念のためご案内致します。 

＜振込先＞ 
★ 九州労働金庫 宮崎支店 
普通口座  1242591 
名義    宮崎県臨床検査技師会 
 

★ 郵便振替口座 
記号    17320 
口座番号  10183951 
名義    宮崎県臨床検査技師会 
 

＊継続会員 18,000円  再・新入会員 20,500円 
＊新入会の方は、会費納入と共に会員登録用紙を事務

局まで届け出て下さい。 
＊振込の際には①氏名②施設名を忘れずに、記入して

下さい。 
＊複数名で入金された場合は、人数、会員名の明細を

事務局(℡&FAX0985-24-8331)までご連絡下さい。 

 
 
第 46回宮崎県医学検査学会の特別講演の講師
を日臨技の小﨑会長にお願いすることが理事会

で決定し、現在打診中です。 
講演内容については、近年、社会情勢において

は格差社会が広がり、中央集権、地方切捨ての時

代となり、本県の医療の現場でも医師不足、看護

師不足などで深刻な状況に陥っています。このよ

うな背景の中で、私たち臨床検査技師は、病院及

び検査機関等でどのように考え、いかに取り組ん

で行ったらよいのか、検査室の今後の戦略や、私

たちが進むべき方向性等についてご講演してい

ただけたらなと考えています。また、よくわから

ない新公益法人制度について、概要と日臨技の方

向性ならび進捗状況、さらには都道府県技師会の

あり方について会長の本音も交えたご講演を要

望していますが・・果たしてどうなるか・・・ 
 

事務局よりひとこと 
 


