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平成２０年度常任理事会報告 

6月 17日（火）に開催されました常任理事会の事務
局連絡のうち、日臨技および県福祉保健部から、真空

採血管用ホルダーの取扱いに係る周知徹底についての

通知があり、真空採血管用ホルダーの再使用禁止の徹

底を、会員皆様のご協力頂けますようお願い致します。 
また、宮崎大学医学部 池之上教授より、市民公開講

座の受講者募集案内がありました。詳細は当会ホーム

ページに掲載してあります。 
さらに、県福祉保健部から、「人にやさしい福祉のま

ちづくり」啓発ポスターの原画の募集について依頼が

ありました。応募・問い合わせ先等は当会ホームペー

ジをご覧ください。 
  さて、平成 20年度宮崎県医療功労者知事表彰者に、
当会推薦の牧野 克弘技師（古賀総合病院）に決定通知
（6月 17日付）がありました。大変喜ばしく、会員へ
の大きな刺激になるものと思います。 
  それから、宮崎市保健所から、医療関係者の免許に
関する事務について、平成２０年７月１日業務開始と

なる事務に、免許の申請、再交付、返納などの事務と

歯科技工士、准看護師試験の受験願書の受付事務を行

いますとのお知らせがありました。 
6月 27日（金）宮崎県プライマリ・ケア研究会世
話人会が、宮崎県医師会館で開催され、日野浦会長

が世話人会に出席され、講演会に他の理事も出席し

ました。 
最後に、7月 5日（土）宮崎市総合体育館にて、（社）

日本糖尿病協会と（株）サノフィ・アベンティスが

共催する「グリコヘモグロビン認知向上運動」が市

民を対象に開催されます。 
同協会より、宮臨技に対し 15名の検査技師派遣依頼

があり、2病院に、日野浦会長名で検査技師派遣依頼書
を発行・送付することになりました。 
派遣する検査技師については、奥野技師(古賀駅前ｸﾘ
ﾆｯｸ）が中心となり取りまとめることになりました。 

 

その他 

1． 九臨技会議 6月 28日（土）に、日野浦会長、
岩田・津曲副会長、田邉理事、守田生化学部

門、連絡責任者日高が、出席しました。 
2． 臨時九臨技会長会議 6月 14日（土）に、津曲
副会長が、出席されました。 

 

日日臨臨技技平平成成 2200 年年度度定定期期総総会会報報告告  
平成 20年 5月 29日に札幌で開催されました定期総
会に、日野浦会長が出席されました。 
日臨技より第 57回日本医学検査学会を記念し、感謝
状を頂きました。 
当会会員委任状は、287票でした。 



 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

 
 
                       
 
                          
 
 
                                                               

                                                   

 宮臨技より勉強会のお知らせ 
九州地区卒後教育セミナー 

『第 13 回感染制御部門研修会』のお知らせ 

テーマ：「原点からの出発～グラム染色、寄生虫検査

の基礎（入門）から実践へ～」 
主  催：九州臨床検査技師会 
担  当：(社)熊本県臨床検査技師会 

微生物・公衆衛生研究班 
日 時：平成 20年 9月 27日(土)13:00～17:30 
        平成 20年 9月 28日(日)09:00～13:00 
会  場：熊本保健科学大学 
        〒861－5598 熊本市和泉町 325 
参加資格：(社)日本臨床衛生検査技師会会員 
募集人員：100名 
参 加 費：10,000円(講習、実習、テキスト、資料等
を含む) 
情報交換会：2,000円 
申込方法：必要事項をご記入の上、下記 E-mailに 
お申し込み下さい。 
電話等でのお申し込みは出来ません。 
必要事項：氏名、微生物検査経験年数、施設名、     

情報交換会参加の有無、返信 E-mailアド
レス 

※ 施設名、氏名は正確にご記入下さい。 
申込締め切り：平成 20年 8月 29日(金) 
   定員に成り次第、締め切ります。 
申込先：〒860－8556 熊本市本荘 1丁目 1－1 
        熊本大学医学部附属病院 中央検査部 
         微生物・遺伝子検査室  大隈 雅紀  
E-mail :masanori-ohkuma@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp 

 

※ 詳細は、宮臨技事務局まで 

 

細胞検査士受験対策勉強会 

日 時：平成 20年 7月 24日（木）19：30～21:00 
場 所：社会保険病院検査室  1階 
内 容：細胞の見方、考え方 
講  師：野口 裕史技師（宮崎社会保険病院検査科） 
＊細胞診の基礎を中心とした初心者向けの勉強会

です。細胞診を勉強したい方の積極的な参加をお待ち

しています。 
 

連絡先：宮崎大学病理部 大野 招伸技師 
℡ 0985（85）1873 

◎ 第 1回細胞診従事者研修会 
日 時：平成 20年 7月 26日（土）15時～18時 
場 所：県総合保険センター 5階 視聴覚室 
内 容：症例検討会 
＊細胞診に興味のある方々の参加をお待ちしてい

ます。勉強会後には懇親会も企画していますので、遠

慮なくお申込みください。 
 
連絡先：宮崎大学病理部 大野 招伸技師 
             ℡ 0985（85）1873 

病理細胞診研究班勉強会のお知らせ 

九州地区卒後教育セミナー 

『第 13 回輸血検査部門研修会』のお知らせ 

テーマ：「輸血の安全管理～どうしたら取れる？ 
管理料、体験してみよう認定模試」 

日 時：平成 20年 11月 1日(土)13:00～ 
        平成 20年 11月 3(月) ～12:30 
会  場：長崎大学医学部 学生実習室 1及び 2、 
          臨床講義室 
      〒852－8523 長崎市坂本 1丁目 12－4 
 

※ 詳細は、宮臨技事務局まで 
 

第 43 回九州医学検査学会開催のお知らせ 

 

開催期間：平成 20年 10月 11日(土)、12(日) 
会    場：鹿児島県文化センター 
          鹿児島市中央公民館 
一般演題：128題 
特別講演： 2題 
シンポジウム：2題など 
※ 詳細は、宮臨技事務局まで 

 



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 

                                            

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： 月曜日 ～ 土曜日 10:00 ～ 18:30 
 業務内容：病理検査 
問 合 せ：宮臨技事務局まで 

 
配布されました会報をご覧下さい 

 

●求 人 先：医療法人養気会 池井病院 
所 在 地：小林市大字真方 87 
採用条件：正職員 1名（西諸・小林在住のこと） 
勤務時間：月～金 8:30 ～ 17:00 
     土曜日 8:30 ～ 12:00 
 業務内容：検査全般 
問 合 せ：宮臨技事務局まで 

●求 人 先：宮崎県衛生環境研究所 
所 在 地：宮崎市学園木花台西 2-3-2 
採用条件：県非常勤職員臨床検査技師 1 名 
     平成20 年8 月18 日～21 年3 月31 日 

     更新の可能性あり 
勤務時間：9：00 ～ 15：45 月 20 日間 
業務内容：食中毒、感染症の細菌検査等 
     細菌検査の経験者歓迎 
問 合 せ：宮臨技事務局まで 


