
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞宮臨技関係

開 催 日 行 事 ・ 研 修 会

6 月 17 日 金 第１回 血液研究班 研修会

6 月 26 日 日 第１回 病理細胞診研究班 研修会

7 月 2 日 土 第 2 回 血液研究班 研修会

＊研修会の詳細および日臨技九州支部研修会、関連団体の

研修会等は、勉強会のお知らせをご覧ください。

平成 28 年 6 月 5 日（日）に、平成 28 年度宮崎県臨

床検査技師会定期総会を開催いたしました。議案書の

不備、また、質疑について会場で回答できなかった件

につきましては、誠に申し訳ございませんでした。こ

の件につきましては別途文書にてご報告させていた

だきます。また、本定期総会では定款の一部変更、平

成 28年度・平成 29年度宮臨技役員についても賛成多

数でご承認いただきありがとうございました。新役員

一同、本来の業務もあり会員の皆様に満足していただ

けるかわかりませんが、技師会の業務を遂行して参い

りたいと考えます。どうぞ、ご指導ご鞭撻のほど、よ

ろしくお願いいたします。

定款の一部変更では、正会員は日臨技の会員である

者との要件を追加いたしました。従いまして、日臨技

を退会された場合は、宮臨技会員も退会として事務処

理をさせていただきます。なお、日臨技の定款では、

催告の期限を超過して会費の支払い義務が履行され

なかったときはその資格を喪失することになってお

ります。毎年 5 月 15 日が納入期限となっていますの

で、会費納入漏れが無いようにご注意ください。平成

28 年度会費が未納の方は、5 月 17 日に日臨技の退会

処理が行われています。
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宮臨技平成 28年度第 1回常任理事会

宮臨技平成 28 年度第 1 回常任理事会を、平成 28

年 5 月 23 日（月）に開催いたしました。主な報告事

項、協議事項は以下のとおりです。

《報告事項》抜粋

1）会長挨拶

＊熊本地震に対応するため、日臨技熊本地震災害対

策本部（本部長 宮島喜文）より臨床検査技師派

遣依頼があり会員 2名を派遣した。また、これと

は別に、宮崎大学医学部附属病院、県立延岡病院

からも、それぞれの施設から派遣された。

＊平成 28年 5月 7日（日）、宮崎県臨床検査技師会

平成 27 年度会計収支決算書、平成 28 年度予算案

に関して監事による監査が実施され承認された。

＊平成 28年 6月 19 日（日）、日臨技九州支部幹事会、

連絡会議が開催される。また、同日宮島よしふみ

総決起大会も開催される。

2）事務局

＊行事・文書について

受領文書 58 件、文書発送 2 件。

3）庶務

＊会員の推移 452 名（5月 20 日現在）

4）会計

＊平成 27年度宮崎県臨床検査技師会会計監査終了。

4）組織

＊地区理事は 5地区変更予定である。

5）学術

＊血液研究班より、2 研修会の申請があった。

《協議事項》抜粋

1）平成28年度宮臨技定期総会の準備について

集合時間8:30。

最終役割分担はメールにて協議する。



勉強会等のお知らせ

平成 28年度日臨技九州支部病理細胞研修会

会 期：平成 28 年 8 月 6 日（土）12：30～17：55

会 場：熊本市医師会館 第２講義室

内 容：病理標本作製に必要な知識を習得する

（詳細は、配付済み案内を参照）

問い合わせ先：熊本市立熊本市民 病理検査センター

島本 浩二 技師

TEL096-365-1711（内線 1245）

E-mail:shimamoto.koji@cityhosp-kumamoto.jp

2）平成27年度宮臨技会長賞について

小川技師、尾方技師、久方技師、山口技師とする。

3）定期総会終了後に、常任理事・地区理事・研究班長

合同会議を実施する。

4）宮島よしふみ後援会への入会推進について

宮臨技常任理事、地区理事、研究班長に広報活動を

依頼し、結果を日臨技連盟本部に報告とする。

平成 28年度

常任理事・地区理事・研究班長合同会議

宮臨技平成 28 年度常任理事・地区理事・研究班長合

同会議を、平成 28 年 6 月 5 日（日）に開催いたしまし

た。主な報告事項、協議事項は以下のとおりです。

《報告事項》抜粋

1）会長挨拶

＊事務局、学術等から説明がある。円滑な研修会の開催、

事務処理等をお願いする。

＊平成 28年 10 月 8日（土）・9 日（日）、佐賀県で日臨

技九州支部医学検査学会が開催される。演題募集中で

あり、協力をお願いする。

＊電磁的方法等により議決権を行使し、日臨技定期総会

の成立に協力をお願いする。

2）事務局

＊理事および定款変更に伴う手続きついて説明、必要書

類の回収協力をお願いした。

＊新理事・研究班長に個人情報等の取扱いに関する誓約

書の提出を求め、日臨技都道府県会員管理システムの

事務権限、学術権限を付与した。

＊理事研究班長メーリングリストについて説明し、連絡

先一覧の確認、修正等を依頼した。

3）会計

＊地区活動費、研究班活動費を配付した。

＊講演料等の領収証の書き方について説明した。

4）学術

＊宮臨技における研修会の企画、申請、開催、実施報告

等の手順について説明した。

＊日臨技生涯教育助成対象研修会の企画、申請、開催、

実施報告等について説明した。

《協議事項》抜粋

1）宮臨技役員推薦委員（児湯地区）について

緒方浩幸 技師が転勤されたため、後任に前児湯地区

理事 原田聡美 技師（川南病院）を推薦された。

（承認）

平成 28年度第 1回血液研究班研修会

平成 28年度第 1回病理細胞診研修会

平成 28年度第 2回血液研究班研修会

日 時：平成 28 年 6 月 17 日（金）19：00～21：00

場 所：宮崎県立宮崎病院 3F 研修室

内 容：症例検討会

問い合わせ先：血液学研究班 班長
佐々木 高太郎 技師（都城健康サービスセンター）

TEL 0986-36-8730

日 時：平成 28 年 6 月 26 日（日）9：00～12：30

場 所：潤和会記念病院 N 館 2F 大会議室

内 容：「細胞検査士に知っておいてほしい

解剖学的・病理学的な知識」

「細胞診標本におけるスクリーニングのすすめ方」

（詳細は別紙案内参照）

問い合わせ先：病理細胞診研究班 班長

寺田 一弥 技師（宮崎市郡医師会病院）

TEL 0985-24-9191

日 時：平成 28 年 7 月 2 日（土）14：00～17：35

場 所：宮崎県立宮崎病院 3F 講堂

内 容：「骨髄像の着眼と細胞同定の秘策」他 3 題

（詳細は別紙案内参照）

問い合わせ先：血液学研究班長
佐々木 高太郎 技師（都城健康サービスセンター）

TEL 0986-36-8730

第 28回臨床微生物迅速診断研究会総会

日 時：平成 28 年 7 月 2 日（土）8：00～17：50

場 所：福岡国際医療福祉学院ももち国際ホール

（ヤフードーム近く）

問い合わせ先：微生物研究班長

武田 展幸 技師（宮崎大学医学部附属病院）

TEL 0985-85-9401



平成28年に開催される検体採取等に関する厚生労働

省指定研修会の予定についてお知らせいたします。

福岡会場（会場：純真学園大学）

平成 28 年 7 月 2 日（土）・3 日（日）

平成 28 年 10 月 1 日（土）・2 日（日）

平成 28 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）

沖縄会場（会場：琉球大学）

平成 28 年 9 月 18 日（土）・19 日（日）

その他のお知らせ

会 期：平成 28 年 10 月 8 日（土）～9 日（日）

会 場：佐賀市文化会館（佐賀県）

＊詳細は、学会ホームページを参照して下さい。

http://saringi.jp/2016JAMT%20CONGRESS%20

Kyusyu.html

平成 28年度

日臨技九州支部医学検査学会（第５１回）

平成２８年度 宮崎地域糖尿病療養指導士

（CDEL）認定試験のための講習会のお知らせ

◆講習会日時（全４回）

①2016 年 8 月 28 日（日） 10:00～16:10

②2016 年 9 月 11 日（日） 10:00～16:10

③2016 年 10 月 23 日（日） 10:00～16:10

④2016 年 12 月 4 日（日） 10:00～16:10

◆認定試験日時（全４回講習会を受講した者のみ受験可能）

2017 年 1 月 29 日（日）10:00～11:30（90 分・60 問）

◆講習会・認定試験会場

宮崎市保健所

詳細は、宮崎地域糖尿病療養指導士認定機構のホーム

ページをご覧ください

http://miyazaki-cdel.com

検体採取等に関する厚生労働省指定研修会

会員の動き

異動等で所属施設が変更になられた方で、変更登

録が未実施の方は、各自で変更登録をお願いいたし

ます。

日臨技会員は日臨技会員専用サイトで会員情報の

変更や都道府県技師会の入退会ができます。また、

勤務先や自宅のある都道府県に関係なく都道府県技

師会を選択できるようになり、複数の都道府県技師

会に所属することもできます。

※日臨技より、会費納入期限（5 月 15 日）までに

会費の支払い義務を履行されなかった 3 名の方の退

会処理を行ったと報告がありました。宮臨技定款で

は宮臨技会員は日臨技会員である者となっています

ので、宮臨技会員の退会処理を行います。

今後も会員として研修会、公益事業等へ参加いた

だけるよう再入会していただきますようお願いいた

します。

＜入 会・再入会＞

454211 古川 邦子 同心会 古賀総合病院

454246 夏田 真弓 ブレストピア宮崎病院

454334 原田 浩二 仁和会 竹内病院

454450 稲村 純子 誠和会 和田病院

715545 中原 陽香 藤元中央病院

715823 福永 侑香 養気会 池井病院

715867 谷口 聖英 宮崎江南病院

716127 岸田 翼 陸上自衛隊えびの駐屯地

716200 木村 しおり 済生会 日向病院

716202 才藤 愛海 済生会 日向病院

716212 鶴丸 智貴 宮崎市郡医師会病院

716269 矢北 夢夏 宮崎市郡医師会病院

716334 山下 琴美 藤元中央病院

716338 下田 郁奈 宮崎市郡医師会病院

716522 三輪 幸未 宮崎江南病院

＜転 入＞

703122 井上 早紀 宮崎江南病院

＜所属変更＞

454382 谷口 貴子 社団紘和会 平和台病院

460362 緒方 浩幸 都城医療センター

＜転 出＞

405426 遠藤 周作 熊本県へ

（敬称略）平成 28年度日臨技九州支部卒後教育研修会

第９回生物化学部門研修会

会 期：平成 28 年 9 月 17 日(土) ～ 18 日(日)

会 場：鹿児島市勤労者交流センター

（よかセンター）8 階多目的ホール

メインテーマ：「掴め未来！～検査室から臨床へ～」

（詳細は、別紙案内を参照）

問い合わせ先：鹿児島大学病院 検査部

中村 政敏 技師

TEL 099-275-5566（内線 1245）

E-mail：masa0705@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp



求人募集 *お問い合わせは事務所まで！

募集を停止されている施設は

速やかにご連絡ください。

●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：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

土曜 8：30 ～ 12：30

４週７休

業務内容：主に生化学検査

●求 人 先：池井病院

所 在 地：小林市真方８７

採用条件：臨床検査技師 正職員

勤務時間：平日 8：30 ～ 17：00

土曜 8：30 ～ 12：00

業務内容：院内検査全般

●求 人 先：野尻中央病院

所 在 地：小林市野尻町東麓１１７６

採用条件：臨床検査技師 正職員

勤務時間：平日 8：00 ～ 17：00

土曜 8：00 ～ 12：00

業務内容：院内検査、心電図、採血

超音波、眼底検査、MRI

（超音波、眼底、MRI は診療放射線技師も従事）

そ の 他：託児所あり

●求 人 先：（株）クリニカルパソロジーラボラトリー

所 在 地：鹿児島市城山２丁目２３－７５

採用条件：臨床検査技師 正規職員（ﾊﾟ ﾄーﾀｲﾑ可）

勤務地 ：宮崎県内（延岡、日向、小林、宮崎、串間）

勤務時間： 8：00 ～ 20：00

（勤務場所による、相談応）

業務内容：臨床検査全般

●求 人 先：ブレストピア宮崎病院

所 在 地：宮崎市丸山２丁目１１２－１

採用条件：臨床検査技師 正社員 １名

勤務時間： 8：30 ～ 17：30（週休２日制）

業務内容：臨床検査業務

●求 人 先：県立延岡病院

所 在 地：延岡市新小路２－１－１０

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 １名

平成 28 年 7 月 1 日～

勤務時間：平 日 8：30 ～17：15

業務内容：臨床検査業務全般

●求 人 先：千代田病院

所 在 地：日向市日知屋字古田町８８

採用条件：臨床検査技師 産休育休代替職員 １名

平成 28年 9月～1 年 6 か月程度

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：30

土曜日 8：30 ～ 12：30

業務内容：臨床検査業務全般

●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(産休代替) １名

平成 28 年 9 月 1 日～29 年 3 月 31 日

勤務時間：平日 8：30 ～ 17：15

業務内容：臨床検査業務全般



平成 28 年 6 月 10 日

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会

会 員 各 位

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会

会 長 日 髙 忠 良

（公印省略）

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会 平成 28 年度 定期総会における

質疑について（お詫びと回答）

会員の皆様には日頃より当会の事業運営にご協力いただき感謝申し上げます。

当会の平成 28 年定期総会を平成 28 年 6 月 5 日（日）に開催し、正会員数 455 名に対し参加者

71 名、書面表決表 288 名、合計 359 名の参加をいただきました。重ねてお礼申し上げます。

さて、定期総会におきまして、ご指摘およびご質問いただいた件について、下記のとおり修正

およびご報告いたします。今後、このようなことが無いよう確認作業などを徹底してまいります。

誠に申し訳ございませんでした。

記

１．「第 2号議案」平成 27 年度会計報告（決算書）について指摘された件

議案書の平成 27 年度決算書の予算額の欄の数字が、平成 27 年度定期総会時に承認された額

とは異なると指摘がありました。

決算書作成時に入力ミスがありました。別紙（平成 27 年度決算書）のとおり訂正し、平成

28 年度予算書についても前年度決算額を訂正いたしました。

２．「第 2 号議案」平成 27年度の会計報告（決算書）と平成 27年度正味財産増減計算書内訳表で、

雑収入に差があるのはどのような理由か。と質問をいただいた件

会計担当理事が欠席しており理由が不明で、後日回答することになっておりました。

平成 27 年度正味財産増減計算書内訳表は、業務を委託しています税理士の方が作成されてお

ります。平成 27 年度の決算処理を行う中で、学会等のランチョンセミナー費用（メーカー負担）

は本会の収支に含まないこととしましたが、議案書に掲載いたしました平成 27年度決算書はラ

ンチョンセミナー費用を含んだ修正前のものでした。平成 27 年度正味財産増減計算書内訳表の

雑収入にはランチョンセミナー費用が含まれておらず、二つの報告書の雑収入に差があるよう

に報告していました。書類の確認不足でご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。



平成 27 年度決算書の雑収入の額を訂正させていただきます。

平成 27 年度正味財産増減計算書内訳表は修正ありません。

３．「第 6 号議案」平成 28 年度予算（案）について、支出の部で諸謝金が 0 円となっているが、

どういう理由か。と質問された件

学会・講演会費の中に諸謝金を含めたため、諸謝金の科目は 0 円になっています。本来は科

目を分けるべきであると回答いたしましたが、他の研修会等は謝金を別科目として分けて計上

しておらず、学会・講演会の場合も同様に別科目として諸謝金の科目を設けないこととしまし

た。事務局長の記憶違いでした。申し訳ございません。

添付文書 ： 平成 27年度決算書

平成 28年度予算書

以上

（文書取扱：宮崎県臨床検査技師会事務局）

担 当：事務局長 花牟禮 富美雄

（勤務先：宮崎江南病院 検査部）

住 所：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

E-Mail : miyaringi.jimu@gmail.com



平成27年度会計収支決算書

事業活動収支の部 平成27年4月から平成28年3月まで
(1)収入の部
科目
大科目 中科目
入会金収入 入会金収入 10,000 13,000 -3,000
会費収入 3,914,000 4,204,000 -290,000

正会員収入 3,344,000 3,576,000 -232,000
広告収入 200,000 250,000 -50,000
賛助会員収入 370,000 378,000 -8,000

補助金等収入 1,325,000 1,481,500 -156,500
地方公共団体(宮崎市) 80,000 45,500 34,500
事務受託(日臨技) 120,000 40,000 80,000
全国検査と健康展(日臨技) 500,000 500,000 0
生涯教育推進研修(日臨技) 600,000 845,000 -245,000
新入会員研修会 25,000 51,000 -26,000

雑収入 151,000 84,398 66,602
受取利息収入 1,000 1,038 -38
雑収入 150,000 83,360 66,640

事業活動収入計 5,400,000 5,782,898 -382,898

(2)支出の部
科目
大科目 中科目
事業費支出 3,160,000 2,391,252 768,748

公益事業費（九州支部医学検査学会負担金） 500,000 0 500,000
学会・講演会 70,000 7,560 62,440 県学会
研究班活動助成金 210,000 60,095 149,905 7班
地区活動助成金 180,000 152,920 27,080 6地区
生涯教育研修 600,000 747,635 -147,635 35研修会
新入会員研修会活動助成金 30,000 31,000 -1,000
調査研究費 10,000 0 10,000
予防・啓発事業（ふくしまつり） 250,000 198,845 51,155 ふくしまつり
精度管理事業 300,000 187,790 112,210 精度プール血清作成費など
糖尿病・CKD関連 230,000 207,008 22,992 糖尿病サマーキャンプ、無料検診
全国検査と健康展 500,000 397,400 102,600
宮臨技　会誌発行 220,000 362,588 -142,588 会誌印刷
諸謝金 60,000 38,411 21,589 講演料

管理費支出 2,240,000 2,680,448 -440,448
給与手当 670,000 718,400 -48,400 事務職員
会議費 180,000 155,260 24,740 常任理事会・合同理事会
旅費交通費 350,000 523,963 -173,963 日臨技九州支部会など
通信運搬費 210,000 234,372 -24,372 電話・ネット・切手
消耗什器備品 10,000 26,784 -16,784 FAX代
消耗品費 30,000 113,043 -83,043 トナー代など
修繕費 10,000 32,940 -22,940
交際費 20,000 20,000 0 各県記念式典
光熱水料費 80,000 80,738 -738 事務所の電気・上下水道
事務所管理費 290,000 301,200 -11,200 事務所管理費
保険料 31,000 31,230 -230 事務職員の傷害保険
慶弔費 16,000 0 16,000 香典、花輪など
租税公課 63,000 70,700 -7,700 法人県民税・固定資産税
支払報酬 200,000 228,947 -28,947 税理士報酬
雑支出 80,000 142,871 -62,871 各種証明書、事務用品

事業活動支出 5,400,000 5,071,700 328,300
事業活動収支差額（Ａ） 0 711,198 -711,198

投資活動収支の部
(1)収入の部
投資活動収入 0

0
(2)支出の部
投資活動支出 0 0

0
0

次期繰越収支差額
711,198

4,289,095
5,000,293

投資活動収入計

投資活動支出計
投資活動収支差額（Ｂ）

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

当期収支差額（Ａ）＋（Ｂ）

予算額 決算額 差異 備考

予算額 決算額 差異 備考



事業活動収支の部 平成28年4月から平成29年3月まで
(1)収入の部
科目
大科目 中科目
入会金収入 入会金収入 10,000 10,000 0
会費収入 3,960,000 3,914,000 46,000

正会員収入 3,400,000 3,344,000 56,000
広告収入 200,000 200,000 0
賛助会員収入 360,000 370,000 -10,000 メーカー、問屋

補助金等収入 1,295,000 1,325,000 -30,000
地方公共団体(宮崎市) 50,000 80,000 -30,000 福祉まつり
事務受託(日臨技) 120,000 120,000 0 データ標準化
全国検査と健康展(日臨技) 500,000 500,000 0
新入会員研修会 25,000 25,000 0
生涯教育推進研修(日臨技) 600,000 600,000 0 3万円×20研修会

雑収入 151,000 151,000 0
受取利息収入 1,000 1,000 0
雑収入 150,000 150,000 0

事業活動収入計 5,416,000 5,400,000 16,000

(2)支出の部
科目
大科目 中科目
事業費支出 2,790,000 3,160,000 -370,000

公益事業費（九州支部医学検査学会負担金） 0 500,000 -500,000
学会・講演会 100,000 70,000 30,000 県学会/総会、謝金を含む
研究班活動助成金 210,000 210,000 0 7班
地区活動助成金 180,000 180,000 0 6地区
新入会員研修会活動助成金 30,000 30,000 0
生涯教育研修 600,000 600,000 0 20研修会
調査研究費 30,000 10,000 20,000
予防・啓発事業（ふくしまつり） 260,000 250,000 10,000 ふくしまつり
精度管理事業 300,000 300,000 0 データ標準化
糖尿病・CKD関連 220,000 230,000 -10,000
全国検査と健康展 500,000 500,000 0
宮臨技　会誌発行 360,000 220,000 140,000 印刷物
諸謝金 0 60,000 -60,000

管理費支出 2,626,000 2,240,000 386,000
給与手当 720,000 670,000 50,000 事務職員
会議費 170,000 180,000 -10,000 理事会・総会
旅費交通費 450,000 350,000 100,000 日臨技九州支部会など
通信運搬費 250,000 210,000 40,000 電話・ネット・切手
消耗什器備品 20,000 10,000 10,000
消耗品費 50,000 30,000 20,000 事務用品など
修繕費 20,000 10,000 10,000
交際費 54,000 20,000 34,000 記念式典など
光熱水料費 80,000 80,000 0 事務所の電気・上下水道
事務所管理費 301,200 290,000 11,200 事務所管理費
保険料 31,000 31,000 0 事務職員の傷害保険
慶弔費 80,000 16,000 64,000 香典、花輪など
租税公課 75,000 63,000 12,000 法人県民税・固定資産税
支払報酬 220,000 200,000 20,000 司法書士・税理士等
雑支出 104,800 80,000 24,800 各種証明書

事業活動支出 5,416,000 5,400,000 16,000
事業活動収支差額（Ａ） 0 0 0

投資活動収支の部
(1)収入の部
投資活動収入 0 0

0 0 0
(2)支出の部
投資活動支出 0 0 0

0 0 0
0 0 0

次期繰越収支差額
0 0

5,000,293
5,000,293

差異 備考

予算額 前年度予算額 差異 備考

平成28年度　予算書

当期収支差額（Ａ）＋（Ｂ）
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

投資活動収入計

投資活動支出計
投資活動収支差額（Ｂ）

予算額 前年度予算額



平成 28 年 6 月 1 日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

病理細胞診研究班班長 寺田 一弥

第１回病理細胞診研究班 生涯教育研修会

細胞検査士養成研修会のご案内

平成 28 年度第１回病理細胞診研究班生涯教育研修会・細胞検査士養成研修会を、下記の要

領で開催します。

内容は細胞診専門医より「細胞検査士に知っておいてほしい解剖学的・病理学的な知識」

の講義と細胞検査士による「細胞診標本におけるスクリーニングのすすめ方」の講義になっ

ております。

形態検査に興味がある方、細胞検査士取得を考えている方、細胞検査士の方は是非ご参加

ください。ご多忙のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非多数ご参加下さいま

すようご案内申し上げます。

記

１．日 時 平成 28 年 6 月 26 日（日） 9：00 ～ 12：30

２．会 場 潤和会記念病院 Ｎ館 2 階 大会議室

（別紙案内図を参照）

３．内 容

「細胞検査士に知っておいてほしい解剖学的・病理学的な知識」

婦人科領域 ： 島尾 義也 先生 （県立宮崎病院）

「細胞診標本におけるスクリーニングのすすめ方」

子宮頸部 ： 福田 早織 技師 （県立日南病院）

子宮体部・卵巣 ： 白濱 幸生 技師 （古賀総合病院）

４．参加費 宮臨技会員 無料 非会員 3,000 円

５．問合せ先 病理細胞診研究班 班長 寺田 一弥 技師

宮崎市郡医師会病院 検査科 病理検査室

TEL：0985-24-9191（直通） m ail：kazuyacyto@ gm ail.com

以上



N館 1F 

 2F 

できるだけ階段をご利用
下さい。 
ELVホールの横に階段入
口の扉があります。 

北側 第1駐車場 

潤和会記念病院 会場案内図 



平成 28 年 6 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

血液学研究班班長 佐々木 高太郎

平成 28 年度第 2 回血液研究班・遺伝子・染色体部門合同生涯教育研修会のお知らせ

謹啓

青葉の候ともなりましたが、お元気にお過ごしでしょうか。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 2 回目の研究班研修会を企画いたしました。今回は、県立延岡病院の引地技師

に『末梢血検査』、アークレイマーケティング株式会社様に『遺伝子検査』について、福岡大学医

学部腫瘍血液感染症内科の阿南先生に『骨髄像』について講演をいただきます。

お忙しいかと思いますがご参加いただきますようお願いいたします。

謹白

記

日 時 ： 平成 28 年 7 月 2 日（土） 14：00 ～

場 所 ： 県立宮崎病院 ３階講堂 宮崎市北高松町５番３０号

司 会 ： 佐々木 高太郎 技師 （都城健康サービスセンター）

講演 1.「末梢血の見方・考え方」 14：00 ～ 14：40

座 長 ： 久方 倫子 技師 （県立日南病院）

講 師 ： 引地 恵一 技師 （県立延岡病院）

講演 2.「遺伝子検査をもっと身近に」 14：45 ～ 15：45

座 長 ： 野中 真由美 技師 （県立宮崎病院）

講 師 ： 神原 浩 様

（アークレイマーケティング株式会社 学術推進チーム）

講演 3. シーメンス株式会社学術講演 16：00 ～ 16：30

講 師 ： 鷲尾 隆志 様

（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）

講演 4.「骨髄像の着眼と細胞同定の秘策」 16：35 ～ 17：35

座 長 ： 佐々木 高太郎 技師 （都城健康サービスセンター）

講 師 ： 阿南 建一 技師

（福岡大学医学部 腫瘍血液感染症内科）

※研修会終了後、先生を囲んで意見交換会を予定しております。

参加希望される方は、ご連絡ください。

－連絡先－

都城健康サービスセンター

佐々木 高太郎

Tel 0986-36-8730

Email koutarou@lime.ocn.ne.jp



平成 28 年 5 月吉日

会員各位

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 支部長 佐藤元恭

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 学術部長 有村義輝

九州支部生物化学分析部門長 池田弘典

実務担当 中村 政敏

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 9 回 生物化学部門研修会』のご案内

会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび、日臨技九州支部卒後教育研修会 生物化学部門研修会を、下記のとおり鹿

児島県において開催するはこびとなりました。つきましては、各県会員の皆様の参加

をお待ちしております。

記

メインテーマ「掴め未来！～検査室から臨床へ～」

主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部

担当：（一社）鹿児島県臨床衛生検査技師会

日時：平成 28 年 9 月 17 日(土) ～ 18 日(日)

会場：鹿児島市勤労者交流センター（よかセンター）8 階多目的ホール

〒890-0053 鹿児島市中央町 10 番地 TEL 099-285-0003



プログラム

1 日目 9 月 17 日（土）

11：00～ 受付開始

11：30～12：20 ランチョンセミナー

「未定」 株式会社 LSI メディエンス

12：30～12：35 開会の挨拶 九州支部生物化学分析部門長 池田 弘典

12：35～12：40 鹿児島県臨床検査技師会会長挨拶 有村 義輝会長

12：40～14：00 Reversed-CPC（グループディスカッション）

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学

山口 宗一 准教授

14：10～15：10 特別講演Ⅰ 座長 長門記念病院 濱野貴磨 技師

「認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師になるためには！」

産業医科大学 臨床検査・輸血部 早原 千恵 技師

15：20～16：10 教育講演Ⅰ 座長 陣内病院 井島廣子 技師

「糖尿病関連検査と POCT」

赤坂おけだ糖尿病内科 右田 忍技師

16：15～17：05 教育講演Ⅱ 座長 佐世保市立総合病院 山田 昌博 技師

「糖尿病医療チームにおける臨床検査技師のアクション」

上ノ町・加治屋クリニック 金竹 茂純 技師

17：10～18：00 教育講演Ⅲ 座長 宮崎市立田野病院 緒方良一 技師

「ＮＳＴ活動における臨床検査技師の役割」

大分県立病院 宇留島 裕 技師

18：30～20：00 懇親会

20：10～21：40 ナイトセミナー 座長 聖マリア病院 佐竹 善誉 技師

「ISO15189 取得に向けて」

講演 1 ISO15189 認定取得これからなんです -正直焦ってます。不安いっぱいです-

琉球大学病院 山内 恵 技師

講演 2 ISO 取得への道 - 険しい道も一歩から -

宮崎大学病院 守田 政宣 技師

講演 3 ISO15189 形骸化からの脱却～求められるチーム力～

熊本大学病院 福吉 葉子 技師



2 日目 9 月 18 日（日）

9：00～9：30 モーニングセミナー

「血液ガス分析について(仮)」 ラジオメーター株式会社

9：30～10：20 教育講演Ⅳ 座長 鹿児島大学病院 中村 政敏 技師

「臨床を知り、データを読む

～手術室専任の検査技師という立場から～」

久留米大学病院 牟田 誠矢 技師

10：25～11：15 教育講演Ⅴ 座長 鹿児島市医師会病院 有村 義輝 技師

「検査説明への取り組み」

佐世保中央病院 安東 摩利子 技師

11：20～12：20 特別講演Ⅱ 座長 佐賀大学病院 池田 弘典 技師

「これからのあなたへ」

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学

橋口 照人 教授

12：20～修了式

* 研修会へはノースーツ・ノーネクタイでご参加ください。

* 必ず会員証をご持参ください。受付時に使用します。

【受講料】

8,000 円

【会場について】

○研修会会場

鹿児島市勤労者交流センター（よかセンター） 8 階多目的ホール

〒890-0053 鹿児島市中央町 10 番地 TEL 099-285-0003

鹿児島中央駅より徒歩 3 分。キャンセビル(イオン) 8 階。

○ナイトセミナー・懇親会会場

ホテルタイセイアネックス

〒890-0053 鹿児島市中央町 4-32 TEL 099-257-1111

研修会会場より徒歩 3 分。

【宿泊について】

ホテルタイセイアネックス 〒890-0053 鹿児島市中央町 4-32 TEL 099-257-1111

宿泊費 7,000 円(朝食付き)

宿泊ご希望の方については、お早めに申し込みをお願いいたします。



【駐車場について】

ホテルタイセイアネックスに宿泊の方は、ホテルの駐車場をご利用ください。

また、会場提携駐車場（キャンセ駐車場）もございます。

可能な限り公共交通機関をご利用ください。

【懇親会について】

懇親会費 5,000 円

会場：ホテルタイセイアネックス 2 階

【申込方法】

1.日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp/)から会員専用ページにログインする。

2.参加申請の事前参加申込より第 9 回生物化学部門研修会を選択し、事前参加申請を押す。

3.必須事項に漏れがないように入力し、保存して閉じる。登録完了。

4.登録したメールアドレスに受付完了のメールが届く。

5.事務手続きのため、下記申し込み先に以下の項目についてメールにてご連絡下さい。

①氏名 ②性別 ③会員番号 ④施設名 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス

⑧ランチョンセミナー参加の有無 ⑨宿泊の有無 ⑩懇親会参加の有無

6. 折り返し受講料振込先等をお知らせします。

1 週間以上経過しても返信がない場合にはご連絡下さい。

【募集人員】

100 名

【締め切り】

平成 28 年 8 月 31 日（ただし定員になり次第締め切ります）

【申込・問い合わせ先】

〒890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘 8-35-1

鹿児島大学病院 検査部

TEL:099-275-5566 FAX:099-275-5565

E-mail：masa0705@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp


