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第１回 臨床化学技術講習会のお知らせ 

 宮臨技より勉強会のお知らせ 

対象者：臨床化学検査の基本操作について学ぶ事を

希望する臨床検査技師 
日  時：平成 20年 3月 9日(日) 9時～17時(予定) 
会  場：文京学院大学保健医療技術学部実験実習棟 

東京都文京区向丘 2-4-1 
(東京メトロ南北線、「東大前」0分) 

受講生：40名の予定 
受講料：8,000円(昼食代含む)の予定 
連絡先：文京学院大学 保健医療技術学部  

臨床検査学科 
 電話 03-3811-0441 
（詳細は、ＨＰに http://www.ext.u-bunkyo.ac.jp) 

微生物研究班勉強会のお知らせ  1． 中越沖地震の被災会員見舞金の感謝状について 
新潟県臨床検査技師会から中越沖地震の被災会員

見舞金の感謝状を受領しました。新潟県臨床検査技師

会会員の 25名が被災されたそうです。 
新潟県では、3 年前の 7.13 水害に引き続いた中越

地震、そしてこの度の中越沖地震と災害が相次ぎまし

たが、その度に絶望から立ち上がる勇気と根気の大切

さも身を持って経験されたそうです。また、日頃の備

えの肝要さも再度思い知らされましたと感謝状に記

載されていました。 
宮崎県も地震の多い地方であり、他人事とは思えま

せん。最近、危機管理という言葉をよく耳にしますが、

新潟県の教訓を学び、今一度危機管理を再確認しては

如何でしょうか。 
 

2． 宮臨技公益事業 AED講習会開催報告 
1月 27日に開催いたしましたＡＥＤ講習会には、

26名の一般市民の参加を迎え、有意義な実技講習会
のなか盛会裡に無事終了しました。実行委員長の伊豆

理事をはじめ、元明技師、井上（芳）技師、山田技師、

堤技師、会務お疲れ様でした。また、ご協力ください

ました会員の皆様に感謝申し上げます。 

この事業は、来年も継続して開催していきますので

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

3． その他  
・1 月 13 日（日）に開催されました宮崎県医師  
会館落成記念祝賀会に当会から小寺副会長が出席さ

れました。 
・1 月 19 日（土）に開催された宮崎県地域医療・
福祉推進協議会代表者会議に当会から日野浦会長が

出席されました。 
・2 月 16 日（土）に福岡県で九臨技会議が開催さ
れ、当会から日野浦会長、岩田副会長、事務局長が

出席します。 

日 時：平成 20年 2月 23日(土) 15時 00分より 
場 所：宮崎市郡医師会臨床検査センター  

内 容：  

1．当院における休日での細菌検査の現状 
      宮崎大学検査部  武田 展幸 技師

2. プロカルシトニンの臨床と基礎 
日本ビオメリュー株式会社 

       マーケティング部 坂本 純一 先生 

 

※ 今回は、敗血症をテーマにとりあげました。 

初めに、宮大病院における休日の血液培養検査の取

り組みを紹介していただき、次ぎに敗血症の鑑別診

断のマーカーとなるプロカルシトニンについて説明

をしていただきます。 

奮ってご参加ください。 

 

連絡先：宮崎大学医学部附属病院・検査部                                           

          佐伯技師(0985-85-9401 ) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 

求人募集 
●求人先：県立宮崎病院 
所 在 地：宮崎市北高松町 5-30 
採用条件：臨時職員  臨床検査技師 1名 
     平成 20年 4月 1日～ 
勤務時間：平日 8：30～17：15  
業務内容：検体検査または生理検査 
問 合 せ：宮臨技事務局まで 

平平成成２２００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 20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。 

会員の動き （敬称略） 

会報をご覧下さい 

●求人先：県立延岡病院 
所 在 地：延岡市新小路 2-1-10 
採用条件：臨時職員  臨床検査技師 ２名 

①平成 20年 4月  1日  ～ 21年 3月 31日 
②平成 20年 4月 17日  ～ 21年 4月 16日 

勤務時間：平日 8：30～17：15  
業務内容：検体検査または生理検査 
問 合 せ：宮臨技事務局まで 

 鹿臨技より勉強会のお知らせ 
第６回 輸血移植部門研修会 

日 時：平成 20年 2月 23日（土） 
14：00 ～ 17：00 

場 所：共済会南風病院会議室 アネックスⅠ（2階） 
内 容： 

症例報告：『術前血液型検査において抗A1ﾚｸﾁﾝに 

異常反応を呈した一症例』 

教育講演：『院内における輸血副作用状況』  

特別講演：『不規則抗体同定の考え方』 

講師：ｵﾘﾝﾊﾟｽ株式会社  柿沼 幸利 先生 

連絡先：宮臨技事務局まで 

 

日 時：平成 20年 3月 1日（土） 
15：00 ～ 18：30 

場 所：鹿児島医療センター 本館 2階会議室 
主 題：『動脈硬化をみる！』 

連絡先：宮臨技事務局まで 

 

生理機能検査部門研修会 

形態部門（血液検査・一般検査分野）研修会 

第７回 輸血移植部門研修会 

日 時：平成 20年 3月 15日（土） 
15：00 ～ 17：00 

場 所：鹿児島大学病院 第 2臨床実習室(病院 3F) 
主 題：『1から始めよう血液検査その 2』 
連絡先：宮臨技事務局まで 

 

日 時：平成 20年 3月 22日（土） 
14：00 ～ 17：00 

場 所：共済会南風病院会議室 アネックスⅠ（2階） 
内 容： 

教育講演：2題  
特別講演：『Why What - 血液型 不規則抗体 

 適合血の選択 ‒ 基礎コース』 

講師：ﾋﾞｵﾃｽﾄ株式会社  重田 勝義 先生 

連絡先：宮臨技事務局まで 

 

●求人先：魁成会 宮永病院 
所 在 地：都城市松元町 15-10 
採用条件：正職員  臨床検査技師 1名 
勤務時間：平日 8：30～17：30 土曜 8:30～12:30 
業務内容：検査一般 
問 合 せ：宮臨技事務局まで 


