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 宮臨技より勉強会のお知らせ 

血液研究班勉強会のご案内  

 

日 時：平成 20年 6月 14日（土） 15時～ 
場 所：県立宮崎病院 講堂（3階） 
内 容：血液検査の基礎 

1．検査データの見方、考え方 
2．末梢血液像の観察ポイント 

  
講 師：県立富養園 検査科 釘宮弘子 
 
連絡先：県立富養園 検査科 釘宮弘子  

℡ 0983-33-1131 
 

平成 20 年度宮崎県臨床検査技師会定期総会に

ついて 

日 時：平成 20年 5月 18日（日） 
午前 9時 30分～12時 00分まで 
（受付午前 9時 00分～） 

会 場：ホテルプラザ宮崎 本館２階「新珠」 

 
※ 出席できない方は、書面表決書を 5月 15日（木）
までに宮崎社会保険病院検査部 野口まで提出

してください。 
※ 厚生労働大臣表彰受賞ならびに宮崎県医療功

労者知事表彰受賞祝賀会の出欠も早めに返信願

います。 

第 43 回 九州医学検査学会 一般演題募集！ 

平成 20年 10月 11日、12日に鹿児島県で開催さ
れる九州学会の演題・抄録受付を募集しています。 
詳細は、別紙配布した一般演題募集要項をご覧く   

ださい。                 
みなさんの積極果敢な発表を期待しています。 

その他 

 

1．厚生功労に係る平成 20年春の叙勲および褒章
候補者の推薦について、当会から加藤 守親 
氏を推薦していたところ、これまでの功績が

認められ、瑞宝双光章 保健衛生功労を受賞さ
れました（4月 29日宮日新聞に掲載）。 

 
2．平成 20年度日臨技第 1回定期総会には、日野
浦会長が出席されます。 

 
3．宮崎県プライマリ・ケア研究会の役員に、日野
浦会長が就任されました。 

 
4．宮崎市長より宮崎市精度管理専門委員の推薦依
頼があり、守田 政宣 技師（宮崎大学医学部附
属病院検査部）、内山 恵美子 技師（県立宮崎
病院）2名を推薦しました。 

5．九臨技より、平成 20・21年度検査研究部門
員名簿が送付されてきましたので別紙にて

報告します。 
 
 6．メーリングリスト登録施設のみなさまへ 

5月の会報からメールにて会報を配信して
いますので、ご確認よろしくお願いします。 



 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

 
 
                       
 
                          
 
 
 
                                          
 
 
 

目  的：一般血清学を基本とし日常検査に通用す

る技術を習得するとともに、安全な輸血検査の基本

的操作の習得を目指す。 
 
1. 日  時：平成 20年 6月 28日(土曜日) 
2. 場  所：東洋公衆衛生学院 
3. 募集人員：50名 
4. 参 加 費：8,500円 
5. 実習内容：午前 講義 

午後 交差適合試験の実習 

免疫血清検査技術講習会のお知らせ みやざきナース Today 2008 のご案内 

日  時：平成 19年 5月 24 日（土） 
場  所：宮崎県立看護大学  
    （宮崎市まなび野 3－5－1） 
内  容： 

13:20～13:45 
＊Oritwoコンサート『心に響け！心の歌♪』 
看護大 4年生 Shiori・Kaoriによる J-POPデュオ 

 
14:00～15:30 
＊特別講演 『看とるこころ』 
   講 師 ： 木藤 潮香 氏 

 
参加費：無 料 
 

（受講対象者） 
二級臨床検査士認定試験受験者，および微生物検査

の基本操作について学ぶことを希望する臨床検査技師を

対象とする。 
1. 日  時：平成 20年 5月 25日(日曜日)  

9時 ～ 17時 
2. 場  所：順天堂大学医学部 
3. 募集人員：100名 
4. 参 加 費：4,000円 
5. 実習内容：講義と簡単な実習 
   

詳 細；申込み方法は日本臨床検査同学院ホーム

ページをご覧ください。 
http://square.umin.ac.jp/ccpj/nra/ 

 

第2回 微生物検査基本技術講習会のお知らせ 

第 4 回 寄生虫検査法技術講習会のお知らせ 

（受講対象者） 
二級臨床検査士認定試験受験者，および寄生虫検査に

ついて学ぶことを希望する臨床検査技師を対象とする。 
 
1. 日  時：平成 20年 6月 29日(日曜日) 

  9時 ～ 17時 
2. 場  所：順天堂大学医学部 
3. 募集人員：80名 
4. 参 加 費：6,000円 
5. 実習内容： 

(午 前) 講義(原虫，蠕虫類の検査法) 
(午 後) 実習(標本作製法，鏡検による同定) 

東大臨床検査セミナー2008 

テーマ：臨床医の立場・臨床検査技師の立場から価値

ある尿検査・髄液検査を目指して 
 
1. 日  時：平成 20年 6月 28日(土曜日) 
2. 場  所：東京大学医学部附属病院中央診療棟Ⅱ 
       7階大会議室・中会議室・小会議室 
3. 募集人員：70名 
4. 参 加 費：5,000円 

 
詳細は宮臨技事務局まで問い合わせください。 
※宮臨技ホームページにも詳細を掲載しています。 

第４回 循環生理検査法技術講習会のお知らせ 

（受講対象者） 
臨床検査に従事する者または深く関心を抱く臨床検査技師 

 
1. 日  時：平成 20年 7月 6日(日曜日) 

   9：20～16：40 
2. 場  所：東京慈恵会医科大学 高木２号館 
3. 募集人員：110名 
4. 参 加 費：6,000円 
5. 実習内容：講義 
 

 
※ 詳細、申込み方法は日本臨床検査同学院ホーム

ページをご覧ください。 
http://clmj.umin.jp/ 

 



                                                
 
詳細は会報をごらんください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

求人募集 

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＞ 
★ 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 

 
★ 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 
 
 

＊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。 
＊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） 

●求人先：宮崎大学農学部獣医学科 
     （人獣共通感染症教育プロジェクト） 
所 在 地：宮崎市学園木花台西 1－1 
採用条件：臨時職員(技術補佐員)臨床検査技師 1名 
     H20年 4月 1日～21年 3月 31日 
     更新の可能性あり 
勤務時間：平日 9：00 ～ 16：00  
業務内容：微生物学的検査および診断 
問 合 せ：宮臨技事務局まで 

●求人先：宮崎県衛生環境研究所 
勤務場所：宮崎市学園木花台西 2－3－2 
採用条件：宮崎県非常勤職員 1名 

平成 20年 4月 1日～21年 3月 31日 
更新の可能性あり 

勤務時間：平日 9：00 ～ 16：00 20日／月 
業務内容：環境モニタリングにおける水質分析などの 
     実験補佐（初心者 OK） 
問 合 せ：宮臨技事務局まで 

●求人先：宮崎市郡医師会臨床検査センター 
所 在 地：宮崎市大坪西 1－2－3 
採用条件：パート 1名 
勤務時間： 10:00 ～ 18:30 
     月 ～ 土曜日   
業務内容：病理検査 
 

～ひと言～ 
5 月なのに、こんなに暑かったっけ？と思わせる

夏のような日差しで、温暖化を肌で感じている私で

すが、皆様は如何でしょうか？ 
さて、現執行部体制もようやく終わり、来月から

は新たな役員による新体制が始まります。旧執行部

体制では大きなトラブルを起こすことなく無事に会

務を終えることができました。これも執行部役員の

陰の努力ならびに会員皆様のご支援・ご協力による

ものと深く感謝申し上げます。最後に我々に残され

た使命は、次期役員に詳細な引き継ぎを行い、これ

まで以上に活性化させていただくことです。 
始まりがあれば終わりが来ます。その繰り返しが

歴史になりますので、これまで築き上げた組織活動

を維持継続し、担当した役員がほんの少しずつ発展

させる努力をして、また会員の皆様がそれに協力し

ていけば、その積み重ねがこれからの宮崎県臨床検

査技師会の財産に繋がることと思われます。 
未来のために頑張ってください。  
                事務局   


