
 ＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 

開  催  日 行 事 ・ 研 修 会 

6月 7日 土 
平成 26年度 

第 1回輸血研究班勉強会 

 平成 26年度宮崎県臨床検査技師会定期総会を、平

成 26 年 5 月 11 日（日）宮崎市郡医師会視聴覚室に

て開催いたしました。参加者 83名、書面表決参加 233

名、合計 316 名の参加により総会は成立いたしまし

た（平成 26年 5月 10日現在の総正会員数 404名）。

参加および書面表決していただき誠にありがとうご

ざいました。第 1 号議案～第 5 号議案まで、滞りな

く審議していただき承認されましたことをご報告い

たします。第 3 号議案では、平成 26 年度・平成 27

年度の役員が選出され、半数以上の理事・研究班長

が交代いたしましたので、不慣れで皆様にご迷惑を

お掛けすることもあるかもしれませんが、精いっぱ

い頑張っていきたいと思います。どうぞ、皆様から

のご指導・ご鞭撻およびご協力をよろしくお願いい

たします。 

 定期総会の冒頭に、津曲会長より、「臨床検査技

師等に関する法律および医療法の改定」における問

題点について説明がありました。利用者自らが採取

した血液について民間事業者が血糖値や中性脂肪な

どの生化学検査を行うサービス（簡易な検査）につ

いては、簡易な検査を行う施設について衛生検査所

の登録を不要としています。これは、血糖の簡易測

定ばかりではなく、グリコヘモグロビン A1c の検査

を薬局等でも行えるようになるとのことでした。ま

た、現行法第二条は「微生物学的検査、血清学的検

査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、

生化学的検査」までが法律（法令）となっています

が、改正案ではこの部分が省令（厚労省に一任する

案）となっています。 
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一般社団法人宮崎県臨床検査技師会  

事務所 ： 〒880-0844 

宮崎市柳丸町 56番１ ｺｱﾏﾝｼｮﾝ江平Ⅱ 502号  

TEL&FAX ： ０９８５・２４・８３３１ 

         http://www.miyazaki-mt.or.jp 

発 行 者   日髙 忠良  

編集責任者  花牟禮 富美雄 

＊原稿の申し込みは月末までにお願いします。 

事務局報告 

 

 

宮臨技第 1回常任理事会 報告 

 

臨床検査技師等に関する法律は身分法に業態法が交

ざった法律であり、現法を省令に後退させてはなら

ない。検体検査が法律から省令に格下げされると、

全国の病院等で働いている臨床検査技師技には大変

不利な状態に追い込まれてくる可能性大とのことで

した。 

 定期総会終了後に、宮崎大学医学部膠原病・感染

症内科講師 長友安弘先生に、教育講演「臨床検査

技師の検査説明・相談に期待するもの～医師の立場

から～」をご講演いただきました。この講演は、日

臨技が昨年度から取り組んでいます「検査説明・相

談ができる臨床検査技師育成」について複数回に分

けて行う研修会の一つとして、参加証明書を配付さ

せていただきました。 

また、平成 26 年度第 1 回常任理事・地区理事・

研究班長合同会議を開催いたしました。生涯教育研

修会の企画・申請・報告・決算の手順などを説明し、

平成 26 年度の研修計画の策定をお願いしています。 

《報告事項》抜粋 

1）会長報告事項 

＊日臨技九州支部学術部門の日臨技様式による

各県学術部員推薦依頼について、各県学術9部門

の部門員はあくまでそれぞれの県の役員であり、

日臨技が各県の承諾無しに強要するべきではな

いと判断して最小限の報告をおこなった。 

2）事務局報告事項 

＊受領文書および公文書の処理状況を報告した。 

＊宮崎県糖尿病協会より後援依頼があり、了承で

回答した。       

 



                                               

                                   

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

        

              

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                   

 

＊愛知県臨床検査技師会より愛知県臨床検査標準

化ガイドラインに対するパブリックコントについて

募集案内が届いた。 

3）庶務報告事項 

＊会員の推移 398名（4月 23日現在）  

新入会員 3名  退会者 3名 

4）会計報告事項 

＊平成26年度の会計監査を、平成26年4月12日に行

った。決算報告書作成後に利息分の収入があり、

訂正する。 

5）学術報告事項 

＊平成25年度宮臨技活動について一覧を作成した。 

＊日臨技精度保障委員会には研究班長の緒方技師

が参加する。 

＊宮崎県臨床検査技師会定期総会で宮崎大学医学

部の長友先生に講演していただく。 

 

 

 勉強会等のお知らせ 

勉強会等のお知らせ 

 

1. 勉強会等のお知らせ 

《審議事項》 

1）平成26年度宮臨技定期総会について 

2）理事・研究班長合同理事会について 

＊総会終了後に開催しJAMTIS登録方法等を説明する。 

 ＊役員変更に伴う登記の書類に実印が必要である。 

3）平成26年度(一社)宮崎県臨床検査技師会への加入

（賛助会員）と広告掲載について 

4）宮臨技規定の確認、訂正について 

 ＊定款に従い、宮臨技理事会議事録に会長と監事の

署名押印をいただいた。また、理事会は年4回以上

と決められているので、遠方の理事が増えること

も考慮し、メール会議等も活用して年6回程度の開

催とする。 

 ＊定款と合わない規定の一部を訂正する。 

5）日本医学検査学会の会長出席について 

6）宮崎市健康ふくしまつりおよび全国検査と健康展に

ついて 

 ＊開催予定のイオンモールが使用可能な日は11月16

日か30日であり、どちらかで開催する。 

 ＊全国検査と健康展は、坂梨技師がサポートする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日臨技九州支部医学検査学会（第 49回） 

会 期：平成 26 年 11 月 1 日（土）～2 日（日） 

会 場：沖縄コンベンションセンター 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.okiringi.or.jp/gakkai/ 

※ 一般演題を募集中です。 

 演題締切：平成 26 年 5 月 51 日（月）正午 

 抄録締切：平成 26 年 6 月 30 日（月）正午 

 （詳細は別紙案内を参照） 

 

 その他のお知らせ 

勉強会等のお知らせ 

 

2. 勉強会等のお知らせ 

平成 26年度第 1回輸血研究班勉強会 

日 時：平成 26 年 6 月 7 日（土） 

     9：00 ～15：00 

場 所：宮崎大学附属病院 輸血・細胞治療部 

内 容：講義及び実技研修 

（血液型検査、不規則抗体検査を中心に） 

申込方法：募集人数 10 名 

事前申し込みが必要です。 

FAX にて下記宛に申し込みください 

   （詳細は別紙案内を参照） 

問い合わせ先：輸血検査研究班班長 

坂元 あい子 技師 

     TEL・FAX 0985-85-9723 

愛知県臨床検査標準化ガイドラインに対する 

パブリックコメントについて（依頼） 

愛知臨床衛生検査技師会では、愛知県臨床検査標

準化ガイドライン｢呼吸機能検査における手引書｣

についてパブリックコメントを募集しています。 

募集期間は、5 月 30 日までです。 

詳細は次のホームページをご確認してください。 

愛知県臨床衛生検査技師会ホームページ

http://www.aichi-amt.or.jp/ 

ご意見ご要望メールアドレス 

          aiccls@ aichi-amt.or.jp 

 

 

http://www.okiringi.or.jp/gakkai/
http://www.aichi-amt.or.jp/
mailto:aiccls@aichi-aichi-amt.or.jp


                                   

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                

 

                       

 

                      

 

 

 

        

              

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                                            

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：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：臨床検査技師 臨時職員 １名 

勤務時間：10：00 ～ 19：00（応相談） 

業務内容：検体検査業務等    

●求 人 先：とえだウィメンズクリニック 

所 在 地：宮崎市高千穂通２－５－５ 

採用条件：臨床検査技師 正職員 １～２名 

     新卒可 

勤務時間：平日 9：30 ～ 19：00 

     土曜 9：30 ～ 19：00  

     週休二日制(ローテーション) 

     夜勤、待機なし 

業務内容：体外受精業務(受精卵の培養管理等) 

●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：臨床検査技師 臨時職員 ２名 

① H26，4，1 ～ H27，3，31 

 (更新の可能性有) 

② H26，6，9 ～ H27，8，31  

(産休代替) 

勤務時間：平日 8：30 ～ 17：15 

業務内容：①病理診断補助業務 

     ②院内検査業務 

●求 人 先：黒木病院 

所 在 地：延岡市北小路１４－１ 

採用条件：臨床検査技師 正職員  

勤務時間：8：30 ～ 17：30 

業務内容：院内検査業務 

●求 人 先：株式会社エスアールエル 

所 在 地：全国にブランチ施設有 希望地対応 

採用条件：臨床検査技師 正社員、パート  

勤務時間：9：00 ～ 17：30 (一例) 

業務内容：病院内勤務(ブランチ)での検体検査 

●求 人 先：三州病院 

所 在 地：都城市花繰町３街区１４号 

採用条件：臨床検査技師 パート職員  

勤務時間： 8：30 ～ 17：00 の間の 5 時間（応相談） 

     月 ～ 土 ４週７休 

業務内容：主に生化学検査 

●求 人 先：三州病院 

所 在 地：都城市花繰町３街区１４号 

採用条件：臨床検査技師 正職員  

勤務時間：月～金 8：30 ～ 17：00 

      土  8：30 ～ 12：30 

     ４週７休 

業務内容：主に生化学検査 

会員の動き （敬称略） 

＜入 会・再入会＞ 

401653  山口 彰    国立都城病院 

454336  園田 忍    池井病院 

454284  中山 精児   (株)ル・ベーシック 

708063  黒木 祐里   県立宮崎病院 

708084  鎌田 阿佐美  藤元総合病院 

708261  山下 三統   潤和会記念病院 

708278  大塚 英理   平和台病院 

708283  坂本 亜香音  平和台病院 

 

＜変 更＞ 

434567  村社 麻由   国立都城病院 

450018  平松 百合子  野崎病院 

454465  引地 惠一   県立延岡病院 

 

＜転 出＞ 

450119  佐藤 信也   福岡県へ 

454298  和氣 輝忠   鹿児島県へ 

414127  石原 幸治   熊本県へ 

454473  尾﨑 麻美   熊本県へ 

 

会員の異動等の手続 

会員の異動等の手続は、原則、日臨技ホームページ

の「入会・退会・会員情報の変更」のページを参考に、

各自で行うことになっております。手続方法がわかり

にくい場合は、宮臨技事務局でも対応いたしますが、

入会・退会については、宮臨技事務局では対応できま

せんので、日臨技ホームページにて手続をお願いいた

します。 

 


