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事務局報告

宮臨技平成 25 年度定期総会を、平成 25 年 5 月 12

日（日）に開催します。多くの会員の出席をお願いい

たします。配付しました議案書の書面表決書において

氏 名 欄 に ㊞ の 記載が 漏 れ て し ま い ご 迷惑 を お か け し

た会員の方がおられると思います。申し訳ありません

でした。

定期総会終了後に、平成 25 年度第 1 回常任理事・

地区理事・研究班長合同会議を開催し、平成 25 年度

の研修会年度計画等を協議する予定です。平成 25 年

度は、日臨技の生涯教育推進研修会助成金を活用し研

修会を充実させていきたいと考えています。

また、日臨技から「平成 25 年度定時定期総会招集

通知」及び「議決権行使書（兼出席票）」が届いてい

ると思います。定期総会の成立には総正会員の過半数

の出席が必要ですので「議決権行使書（兼出席票）」

の回収にご協力ください。宮崎県臨床検査技師会とし

ては、提出方法Ａ（都道府県技師会にてとりまとめて

提出）により日臨技に提出したいと思います。詳細に

ついては同封の別紙を参照し、５月１５日までに到着

するように宮臨技事務所へ提出してください。よろし

くお願いいたします。

※既に日臨技事務所宛に直接郵送されている

場合は構いません。

福岡県臨床衛生検査技師会より、日臨技九州支部医

学検査学会（第 48 回）一般演題募集要項が届きまし

た（別紙）。今回は、演題と抄録を同時に受付すると

のことです。演題・抄録の受付は平成 25 年 5 月 20

日（月）～7 月 11 日（木）となっています。

日臨技九州支部医学検査学会（第 48回）

会期：平成 25年 10 月 5 日（土）・6 日（日）

会場：福岡国際会議場

宮臨技第 1回常任理事会 報告

《報告事項》抜粋

1）一般社団法人への移行が完了した。

2）一般社団法人定款に基づく諸規定の見直し作業

を横山司法書士に依頼している。完成したら宮臨

技ホームページにアップする。

3）宮崎県医療功労者表彰に、救急医療への貢献で

宮崎市郡医師会病院の日髙忠良技師を推薦する。

4）平成 25年度技師連盟会議と日臨技総会に日髙副

会長が出席する予定である。

5）関連団体からの文書および公文書発送について

6）会費未入金者について 7 施設 8名

7）会員の動向 平成 25年 4月 23 日現在 383 名

8）平成 25年度宮崎県精度管理計画案について

【審議事項】

1) 平成 25 年度定期総会について

2）平成 25年度第 1回常任理事・地区理事・研究

班長合同会議について

3）研修会開催に関する規定について

4）日臨技の公益事業「健康と検査展」の開催につ

いて

5）糖尿病予防啓発事業の担当理事について

6）地区および研究班活動費と日臨技生涯教育推進

研修会助成金を明確にすることについて

7）事務局 PC 購入について

勉強会等のお知らせ

平成 25 年度第 1回血液研究班研修会

日 時：平成 25 年 6 月 15 日（土）15:00～

場 所：県立宮崎病院 3 階研修室

＊詳細は別紙案内を参照



求人募集 *お問い合わせは事務所まで！

●求 人 先：藤元中央病院

所 在 地：宮崎市北川内町３５８４―１

採用条件：臨床検査技師 正社員

勤務時間：平 日 8：15 ～ 17：15

土曜日 8：15 ～ 12：15

週休二日制

業務内容：検査業務拡大のため

●求 人 先：海老原総合病院

所 在 地：高鍋町上江２０７

採用条件：臨床検査技師 正職員 １名

交替制あり、週休２日制

勤務時間：① 8：00 ～ 17：00

② 8：30 ～ 17：30

業務内容：院内検査業務（生化学、血液）

●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１－２－１

採用条件：臨床検査技師 臨時職員１名

勤務時間：① 8：30 ～ 12：30

② 13：00 ～ 19：00

③ 15：00 ～ 19：00

④ 10：00 ～ 19：00

業務内容：検体検査業務等

●求 人 先：古賀総合病院

所 在 地：宮崎市池内町数太木１７４９－１

採用条件：臨床検査技師 正職員 若干名

勤務時間：平日 8：30 ～ 17：00 (週休二日制)

業務内容：検査業務全般

●求 人 先：藤元早鈴病院

所 在 地：都城市早鈴町１７―１

採用条件：臨床検査技師 臨時パート職員 １名

2013 年 11 月まで

勤務時間： 8：00 ～ 12：30 (週休二日制)

業務内容：主に心電図、呼吸機能検査

●求 人 先：ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 宮崎営業所

所 在 地：宮崎市日ノ出町５６－２

採用条件：臨床検査技師 正職員 １名

勤務時間：平日 9：00 ～ 17：30

業務内容：PSG 検査の補助的業務、データ解析、報告

書作成、治療器の管理、患者へのフォロー

等々

＜再入会＞

454357 隈本 みえ子 小林市立病院

＜転 出＞

401991 塚本 高明 佐賀県へ

414248 大宅 紀子 長崎県へ

＜変 更＞

702373 兒玉 麻里 都城健康サービスセンター

会員の動き （敬称略）

平成 25 年度会費納入のお願い

平成 25 年 4 月 30 日現在、未入金者が 8 名となって

います。

該当される方は納入よろしくお願いいたします。

●求 人 先：都城健康サービスセンター

所 在 地：都城市大岩田町５８２２－３

採用条件：臨床検査技師 正職員 １名

２５歳以下

勤務時間：平日 8：30 ～ 17：00（時差出勤あり）

土曜 8：30 ～ 12：30

業務内容：検査業務全般



平成25年5月吉日

会 員 各 位

平成25年度第1回血液研究班 研修会のお知らせ

謹啓

陽春の候、皆様におかれましては益々御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は研究班活動にご

協力いただき誠にありがとうございます。

さて、本年度第1回目の研究班研修会を企画いたしました。今回は、臨床データ・形態から疾患を

考え、類似・鑑別疾患についての解説を行い、また山下先生、久冨木先生から慢性骨髄性白血病の

ご講義をいただきます。多数のご参加お待ち致しております。

謹白

記

日時 平成25年6月15日（土曜日）15：00～

場所 県立宮崎病院 3階研修室

座長 小林市立病院 検査科 神谷 英輝 技師

講演1．「データ・血液形態からの類似・鑑別疾患の考え方」

済生会 日向病院 検査室

寺原 孝弘 技師

講演2．「慢性骨髄性白血病の基礎」（予定）

県立宮崎病院 内科・血液内科 部長

山下 清 先生

講演3．「慢性骨髄性白血病の治療」（予定）

宮崎大学医学部 内科学講座消化器血液学分野 講師

久冨木 庸子 先生

以上

－連絡先－

済生会日向病院 検査室

寺原 孝弘

Tel 0982-63-1321

mail takabo@mb.wainet.ne.jp



日臨技九州支部医学検査学会（第 48 回）一般演題募集要項

会 期：平成 25年 10 月 5日(土)・6日(日)

会 場：福岡国際会議場 （福岡市博多区石城町 2-1）

I. 標記学会の一般演題および抄録を下記の通り募集いたします。

1．一般演題の登録はインターネットにおいてのみ受け付けいたします。

2．賛助会員の発表については直接学会事務局へお申込み下さい。

3. 今回は、演題と抄録を同時に受け付けとなりますのでご理解下さい。

演題・抄録 受付開始 ～ 締め切り 平成 25 年 5 月 20 日(月) ～ 7 月 11 日(木)

Ⅱ.インターネット利用による一般演題申込・抄録原稿作成について

1．Web にて日臨技ホームページを開く。

http://www.jamt.or.jp/jamtis/

1）トップページ右上の『会員専用ページ』をクリックする。

2）会員専用サイトに会員 No.パスワードを入力し「ログイン」をクリックする。

3）会員メニューの｢演題・抄録登録（都道府県用）｣をクリックする。

4）「≫演題登録/変更」をクリックすると日臨技総合情報システム(JAMTIS)の会

員 Menuが開く。

5）メニュー画面で【学会】「Go 演題登録/変更」をクリックする。

6）主催技師会選択の「九州支部」を選び、開催年月日を入力し

「Go学会検索」をクリックする。

7）日臨技九州支部医学検査学会(第 48 回)の演題リストの「Go」をクリックし、

「Go演題の新規登録」をクリックする。

8）所定の登録フォーマットに従い演題登録や抄録等、必要事項を入力する。

なお、図・表等貼付のある物は不可。

9）入力が修了したら下部の「抄録(PDF)確認」をクリックし、

次の画面の「Go PDF 表示」をクリックし、画面で確認する。

不備の部分があれば示されるので「戻る」にて修正する。

10）確認後、PDF 画面を消し「Go 戻る」にて元の画面に戻り、画面最下部の

「Go次へ」をクリックし次に「Go 登録」をクリックし送信する。

① 演題：明朝体 12P

② 氏名・施設名等：10.5P

③ 本文：明朝体 10.5P（26 字 18 行 2 段)

※ 明朝体フォントは MSP 明朝・MS明朝等を使用する。

2．必ず、e-mail アドレスを明記して下さい。



Ⅲ.プレゼンデータの作成について

※全て液晶プロジェクターによる口演形式とします。

1．プレゼンデータは「Microsoft Windows XP～」で操作する「Microsoft

PowerPoint2007 ～ 」で作成してください。Macintosh の場合「Mac OS X」

で操作する「PowerPoint X」に限定し、必ず Windows XP 環境下で動作・文字化

けの確認を行ってください。

2．生理部門の発表に限り、動画による発表も可とします（但しビデオ・MO の使用

は不可）。動画再生ソフトは Windows Media Player です。

3．発表時間は 7 分以内です。スライド枚数に制限はありませんが、時間は厳守し

てください。

4．使用する文字のフォントは特殊なものを使用しないでください。

MSP ゴシック、MSゴシック、Osaka 等の一般的なものをご使用ください。

Ⅳ．発表用プレゼンデータの取り込みについて

1．発表用プレゼンデータは当日 PC センターにて受付を行います。発表一時間前に

は登録を完了してください。記録媒体は CD-R（1枚）又は、USB メモリ媒体とし

ます。

2．パケットライト方式で書き込まれた CD-RW は不可とします。

CD-R は追記のできないディスク アット ワンス方式で書き込んで下さい。

3．CD-R には必ずファイル名・演題名・施設名・氏名を明記してください。

ただしマジックペンで直接記入し、ラベル・シール等は貼らないでください。

4．記録媒体は事前にウイルスチェックを済ませてご持参ください。

5．当日 PC センターでもウイルスチェックを行いますが、ウイルス有りと判定され

た場合、スライドなしで演題発表をして頂きます。会の運営の妨げとなりますの

でくれぐれも、ウイルスの持ち込みのないようにお願い致します。PC センター

にて受付時に文字化等スライドの確認をして頂きます。

6．データ格納後のプレゼンデータの修正は原則として受けつけませんのでご注意

ください。

7．パソコンに取り込んだ演題内容は発表後事務局にて消去します。

日臨技九州支部医学検査学会（第 48 回） 事務局

〒812-0054 福岡市東区馬出 4丁目 10-1

ナースプラザ福岡内

福岡県臨床衛生検査技師会 事務局

TEL & FAX ： 092-405-9033

E-mail ： famt@f7.dion.ne.jp

※ 詳細につきましては、ＧＷ明けより(社)福岡県臨床衛生検査技師会ホームページの

平成 25 年度日臨技九州支部医学検査学会(第 48 回)項に掲載致します。



平成 25年 5月 1日

宮崎県臨床検査技師会員 各位

宮崎県臨床検査技師会

会長 津曲 洋明

（公印省略）

日臨技より委託を受けた

総会「議決権行使書（兼出席票）」の提出について（依頼）

今般、日本臨床衛生検査技師会（日臨技）より協力要請のあった件で下記ととおりご協力

ください。

記

１．所属施設において会員の「議決権行使書（兼出席票）」をまとめることが合理的である

場合は、施設内の責任者が声かけを行い、とりまとめて当宮崎県技師会事務所へ

５月１５日（水）までに到着するよう提出してください。

業者に預ける場合は、事務局長（花牟禮、宮崎江南病院検査部）まででも構いません。

郵送する場合は、次の宛先まで着払いで発送してください。

〒880-0844 宮崎市柳丸町56番地１ ｺｱﾏﾝｼｮﾝ江平Ⅱ 502号

一般社団法人 宮崎県臨床検査技師会

２．所属施設において会員の「議決権行使書（兼出席票）」をまとめることが合理的である

場合で、上記の当宮崎県技師会経由での提出日程が間に合わない場合は、施設内の責任

者が声かけを行い、とりまとめて日臨技大森事務所へ5月22日までに到着するよう着払

いで発送してください。

この場合は、当宮崎県技師会に発送数（「議決権行使書（兼出席票）」数）と発送日

を報告してください。→E-メール；miyaringi.jimu@gmail.com

３．会員個人の判断・事情や所属施設が小規模である場合は、日臨技大森事務所へ直接郵送

しても構いません。5月24日必着分まで有効です。

この直接郵送分は到着情報について都度、日臨技大森事務所より宮崎県技師会にフィ

ードバックを受ける予定です。

４．日臨技定期総会の成立には、「議決権行使書（出席票）」の提出が必要です。ご協力よ

ろしくお願いいたします。

５．都道府県単位に提出された「議決権行使書（兼出席票）」の総数に応じて、協力費（委

託費）１人あたり50円が日臨技より支払われ、当宮崎県技師会の収入に繰り入れられま

す。

以上


