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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）12：00～17：00 
場 所：宮崎県立芸術劇場 演劇ホール 
○参加無料、入退場自由 
※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 

特別講演内容：日臨技の動向について 

 特別講演演者：日臨技会長 小﨑 繁昭 氏 

 

※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 美津夫 技師まで 

「みやざき健康ふくしまつり 2007」開催のご案内、
および参加協力のお願いをしましたが、協力者が少

ないようです。 
お忙しい時期かと思われますが、是非、参加協力

をよろしくお願いいたします。 
 

日 時：平成 19年 11月 3日（土） 
9時 30分 ～ 15時 30分 

会 場：フローランテ宮崎（少雨決行） 
      （宮崎市山崎町浜山 414－16） 
内 容：末梢血一般検査 

（昼食は準備いたします。白衣持参） 
連絡先：宮崎市保健所 衛生環境課 

      山田 哲子 技師 ℡ 0985-29-5283 

みやざき健康ふくしまつり 2007 について 

第 46 回宮崎県医学検査学会開催について 

 宮臨技より勉強会のお知らせ 

日 時： 平成 19年 11月 11日（日） 14：00 ～  
会 場：宮崎大学医学部附属病院 検査部会議室 

内 容：テーマ 「 Ｂ型肝炎の新しい検査法」 

演題 1：「ＡＲＣＨＩＴＥＣＴによる業務プロセス改善」 
講師：アボット・ジャパン  西日本営業部  

イムノアッセイスペシャリスト 

              三原 直行 先生 

演題 2：「ＨＢｃｒＡｇの臨床的有用性」 
講師：富士レビオ・学術情報部 部長 

               伊藤 哲 先生 

連絡先：宮崎大学医学部附属病院   

井上 武志 技師   ℡ 0985-85-9400 

免疫血清検査研究班勉強会 

宮崎地区・情報処理研究班合同勉強会のご案内 

日 時：平成 19年 10月 27日（土） 14:00～16:00 
場 所：（株）アステム宮崎営業所 2階 
内 容：『精度管理の基礎 ～ EXCEL版 ～』 

講 師：古賀総合病院 中村 育代 技師 

連絡先：宮崎市郡医師会病院 検査室 
 矢野 りか 技師  ℡ 0985-24-9119 

 



                               

 
 
 

 
 
  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                     

 

     

第３回 輸血・移植部門研修会 

  ～血液センター集約化に伴う対策 その３～ 

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 10月 18 日（木）19：30 ～ 
場 所：県立宮崎病院 
内 容：細胞診全般 
講 師：佐藤 信也 技師 
○日 時：平成 19年 10月 24 日（水）19：30 ～ 
場 所：宮崎社会保険病院 
内 容：細胞診全般 
講 師：野口 裕史 技師 
 
連絡先：宮崎社会保険病院 検査部 

花牟禮 富美雄 技師  
℡0985-51-7575 

日 時：平成 19年 10月 28日（日曜日） 
9：00 ～ 16：30（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：1,500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 

日 時：平成 19年 11月 10日（土） 
14：00 ～ 17：30 

場 所：共済会南風病院会議室 アネックスⅠ（2階） 
教育講演：4件  
特別講演： 

『輸血検査室でもできる精度検査について 

  ～血液型亜型検査と自己抗体の対処について～』 

講師：和光純薬工業株式会社 

臨薬営業部カスタマーサポート課 

  輸血グループ   原 邦雄 先生 

連絡先：宮臨技事務局まで 

 
生理機能検査部門研修会 

日 時：平成 19年 11月 10日（土） 
15：00 ～ 18：00 

場 所：鹿児島医療センター 本館 2階会議室 
主 題：『最新の画像診断』 

連絡先：宮臨技事務局まで 

 

生物化学分析部門・地区研修会 

日 時：平成 19年 11月 17日（土） 
14：30 ～ 17：30 

場 所：鹿児島県厚生農協連健康管理センター 

主 題：『臨床化学検査におけるピットホール』 

連絡先：宮臨技事務局まで 

 
形態部門（血液検査分野）研修会 

日 時：平成 19年 11月 17日（土） 
15：00 ～ 17：00 

場 所：財団法人慈愛会 今村病院 8階会議室 
主 題：『1からはじめよう血液検査』 
連絡先：宮臨技事務局まで 

 

 鹿臨技より勉強会のお知らせ 

求人募集 

●求人先：医療法人社団 宮崎エー・アール・ティ 

勤 務 先：とえだ ウィメンズクリニック 

所 在 地：宮崎市高千穂通2-5-5 とえだビル３F 
採用条件：正社員 臨床検査技師 新卒者可 

     各種保険完備 手当等有り 

勤務時間：平日 9：30 ～ 19：00 (ローテーション) 
業務内容：体外受精業務 
問合せ ：宮臨技事務局まで 


