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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  釘宮弘子技師 
 
連絡先：県立富養園 検査科  釘宮弘子技師 

℡ 0983-33-1131 
 

平成２０年度定期総会報告 

5月 18日（日）に開催されました定期総会には、
出席者 61名、書面表決参加 236名、計 297名のご協
力を頂きまして平成 19年度事業報告、収支報告、平
成 20年度事業計画案、予算案、事務所購入案が無事
に承認され、滞りなく終了しましたことに深く感謝申

し上げます。 
さて、総会では、論文投稿規程を見直していただき

たいと意見をいただきましたので、今年度中に検討し

変更したいと考えます。また、事務所購入についても、

出席者および書面表決で貴重な意見をいただきまし

た。今後執行部において十分吟味し、会員の皆様が納

得のいくような形にしようと考えますので、ご理解の

程よろしくお願いいたします。 
総会終了後に開催されました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に

おいては、会員および賛助・広告メーカー合わせて

73名の出席をいただき、盛会裡に終了しました。 
今回表彰された村角 彰彦様、日野浦 雄之様、清山
和昭様、山下 景子様の 4 名は、これまでの宮臨技
の発展に大きく寄与された方々で、それぞれの挨拶

では出席している技師の刺激になったことと思われ

ます。 
このような先輩方の意を継承する技師の登場に期

待したいものです。 
 
その他 

 

3． 宮崎県医療薬務課より、『宮崎県の医療薬務事
情 平成 19年度版』の冊子を頂いております。 
ご覧になりたい方は宮臨技事務局まで 

 
4．毎年、5月 31日～6月 6日は、『世界禁煙デー』
及び『禁煙週間』となっています。愛煙家の方

は把握しておきましょう！ 

1． 第 57回日本医学検査学会に日野浦会長が出席
されました。 

 
2． 平成 20年度日本臨床検査技師連盟連絡責任者
に津曲副会長が就任されました。 

生理研究班勉強会のご案内  

 
日 時：平成 20年 6月 28日（土） 16時～ 
場 所：宮崎社会保険病院 大会議室 
内 容： 

1．『慢性閉塞性肺疾患の臨床像と病態』 
講師：宮崎社会保険病院 健康管理センター 

貝田英之 先生 
2．『血液ガス分析の見方』 
講師：宮崎社会保険病院 内科・腎グループ  

稲垣浩子 先生 
 

※医師会センターの駐車場はご使用できません。 
連絡先：宮崎社会保険病院検査部 濱田助貴技師 

℡ 0983-51-7575 



 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

 
 
                       
 
                          
 
 
 
                                          

                                                         

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 

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/ 

 

 鹿臨技より勉強会のお知らせ 

第１回 感染・免疫検査部門研修会のご案内 

日 時：平成 20年 6月 21日（土）14:00 ~ 17:30 
場 所：今給黎総合病院 別館地下１F講義室 

鹿児島市下竜尾町 4-16 099-226-2211 
主 題：『スコープによるスクープ、そして感染管理』 
内 容： 

1．グラム染色・抗酸染色（鏡検） 
2．CLSIからも血液培養ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝが？(M47-A) 

 3．スコープによるスクープ、そして感染管理 
 
※お問合せは、宮臨技事務所まで 

 

日 時：平成 20年 7月 5日（土）15時～18時 
場 所：鹿児島医療センター 本館 2階大会議室 

鹿児島市城山町 8-1 099-223-1151 
主 題：『日常検査に役立つ呼吸機能検査』 
内 容： 

1．心電図ワークショップ 
2．呼吸機能検査ワークショップ 
 3．呼吸機能検査の実際 
 
※お問合せは、宮臨技事務所まで 

 

第１回 生理機能検査部門研修会のご案内 

～日本臨床検査同学院より勉強会のお知らせ～ 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
配布された会報をご覧下さい。 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

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 
      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  
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 
      月曜日 ～ 土曜日   
業務内容：病理検査 

第２回 輸血・移植部門研修会のご案内 

日 時：平成 20年 7月 12日（土） 14時 ～ 
場 所：鹿児島共済会南風病院会議室 

アネックスⅠ 2階 
内 容： 

1．教育講演 鹿児島大学輸血部 舞木弘幸技師 
  『輸血後 E型肝炎について』 
2．特別講演  

和光純薬工業株式会社 
 臨床検査薬営業本部ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ課 

    輸血グループ 原 邦雄 先生 
『認定輸血検査技師の歴史と取得に向けて』 

 
※お問合せは、宮臨技事務所まで 

                                    


