
＜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

12 月 16 日 日 第 56 回宮崎県医学検査学会

1月 20 日 日 県技師会ニューリーダー育成研修会

2月 3日 日 平成 30 年度宮臨技セミナー

2月 9日 土 第２回血液検査部門研修会

3月 17 日 日 初級職能開発講習会

＊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。

第５６回宮崎県医学検査学会は、12 月 16 日（日）

に県立宮崎病院３階講堂にて開催します。一般演題

10 題のほか、特別講演、教育講演等を予定していま

す。ぜひご参加ください。なお、プログラム及び抄録

は HP に掲載していますので、各自ダウンロードして

ご持参ください。（当日配布はありません）

2020 年度の日臨技九州支部学会は 2020 年 11 月に

宮崎県で開催予定です。その学会のメインテーマを会

員の皆様から公募することにしました。つきましては、

別添案内をご覧いただき、多数のご応募よろしくお願

いします。

標記講習会は、今年度は 2 月に福岡で開催予定です。

来年度は 9月に開催を予定していますが、新卒者を対

象とする予定です。既卒者で未受講の方は、できる限

り 2 月の講習会を受講していただいますようお願い

します。

１．報告事項（抜粋）

(1)会長

＊宮崎県 CKD 対策会議に公益事業として、50,000 円を

支出する。

(2)事務局

＊受領文書 27 件、公文書 7 件を提出

＊医療関連サービス振興会より、衛生検査所・調査指

導員の選出（依頼）→宮崎大学守田技師を選出

＊日本超音波医学会九州地方会学術集会ポスター配

布依頼について→宮臨技として配布に問題なし。

会報に同封する 《承認》

(3)庶務

＊会員数 486 名 入会申請 無し

平成 30 年 11 月 28 日現在 《承認》

２．審議事項（抜粋）

＊第 56 回宮崎県医学検査学会について

一般演題 10 題 特別講演 1 題 教育講演 1題

プログラムは HP に掲載とする 《承認》

＊日野浦技師 瑞宝双光章受賞祝賀会について

参加者 51 名 記念品贈答者 85 名にて調整

《承認》

＊都道県技師会リーダー育成研修会について

開 催 場 所 と プ ロ グ ラ ム を 再 度 検 討 す る 。

《承認》

＊宮臨技セミナー（2 月 3 日）開催予定

各研究班長に講演依頼

《承認》

＊初級・職能開発講習会の合同講習会（鹿児島県）に

ついて(3月 17 日)開催予定

3 月 16 日午後に宮島会長が来県、懇親会開催、

17 日に鹿児島県との合同講習会開催予定 《承認》
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＊第 55 回日臨技九州支部医学検査学会（宮崎県担当）

準備委員会について

主な委員は常務理事が努め、他の会員にも依頼予定

とする 《承認》

※次回常務理事会 （平成30年度 第6回常務理事会）

日程 平成 31年 1月 30 日（水）19：00～

会場 宮崎県立宮崎病院 3 階 会議室

その他詳細は、HP掲載の議事録をご確認ください。

日 時：平成 31 年 1 月 26、27 日（土、日）

場 所：日本文理大学医療専門学校（大分県）

テーマ：『検査データを読み解く

～血液診断の第一歩～』

内 容：（詳細は配布済み案内を参照）

問い合わせ先：大分大学医学部附属病院

財前 一貴 技師

Mail：kazuki0122@oita-u.ac.jp

日 時：平成 31 年 1 月 26、27 日（土、日）

場 所：熊本保健科学大学（熊本県）

テーマ：『極めよう一般検査

～基礎から応用まで～』

内 容：（詳細は別添案内を参照）

問い合わせ先：熊本中央病院 中山 陽平

TEL：096－370－3111

日 時：平成 31 年 2 月 11 日（月）

場 所：長崎大学医学部 良順会館（長崎県）

テーマ：『法改正に伴い

臨床検査技師の対応力を養う』

内 容：（詳細は別添案内を参照）

問い合わせ先：井上病院 伴 美穂子

TEL: 095-844-1339

日 時：平成 31 年 2 月 3 日（日）

場 所：県立宮崎病院 3F 講堂

※詳細は別添案内を参照

日 時：平成 31 年 2 月 9 日（土）

場 所：アステム 2 階研修室

内 容：「凝固検査

〜基礎からもう一度考えよう〜」他

※詳細は別添の案内をご覧ください。

問い合わせ先：血液検査研究班 班長

野中 真由美 技師（県立宮崎病院）

TEL 0985-24-4181

＜入 会・再入会＞

454329 中田 智美 平和台病院

724765 斧 真衣 ブレストピア病院

＊異動等により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。

また、宮臨技からの配付物等は、配付作業の簡素化

とコスト抑制のため勤務されている方は施設へ送ら

せていただきたいと思います。勤務されている方で、

施設登録がされず自宅会員で登録されている方がい

らっしゃいます。施設の登録と都道府県技師会からの

郵送物送付方法の登録を施設へ郵送でお願いいたし

ます。施設番号がわからない方は、事務所までお問い

合わせください。

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。

平成 30年度日臨技九州支部血液部門研修会

勉強会等のお知らせ

会員の動き

平成 30年度日臨技九州支部

一般検査部門研修会

（敬称略）

平成 30年度宮臨技セミナー

平成 30年度第２回血液検査部門研修会

平成 30年度日臨技九州支部

臨床検査総合部門研修会



●求 人 先：（株）エスアールエル

所 在 地：都城市吉尾町１０８－３

採用条件：臨床検査技師 パート職員 1 名

勤務時間：月～金 13：00 ～ 17：00（応相談）

業務内容：ラボ管理業務等

●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

そ の 他：託児所あり

●求 人 先：県立日南病院

所 在 地：日南市木山１－９－５

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 若干名

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：15

業務内容：検査業務全般

問合せ先：0987-23-3111(内線)3676 担当 井上

*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。

求人募集

●求 人 先：宮崎大学医学部附属病院 検査部

所 在 地：宮崎市清武町木原 5200

採用条件：臨床検査技師 パート職員 １名

勤務時間：月～金 9：00 ～ 15：30（６Ｈ）

業務内容：血液、尿一般、生化学検査のいずれか

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照

●求 人 先：若久病院

所 在 地：宮崎市福島町寺山 3147

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 １名

勤務時間：8:15～16:45

業務内容：検査業務全般

連絡先 ：緒方 康恵

期 間：H31.1～H32.3

●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 １名

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：15

業務内容：病理検査業務全般

期 間：H31.1～H32.3

問合せ先：0985-24-4181 担当 谷口康郎



宮臨技発第１８－３６号

平成３０年１２月 ８日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

会長 花牟禮 富美雄

（ 公 印 省 略 ）

第 55 回日臨技九州支部学会メインテーマの公募について

さて、２０２０年本県で開催予定の標記学会のメインテーマについて、広く

会員の皆様に公募することにしました。

つきましては、下記の要領にて募集いたしますので、積極的な応募よろしく

お願いいたします。

記

１ 公募事項 第 55 回日臨技九州支部学会メインテーマ

※２０２０年１１月に開催予定です。

参考：前回宮崎開催時メインテーマ「天孫降臨」

２ 応募締切 平成３１年１月１５日（火）

３ 応募方法 別紙様式にて応募先宛メールまたは FAX にてご応募ください。

Mail：sansansatasan@yahoo.co.jp

FAX：0985‐38‐5054

４ 権利等 採用されたテーマの権利等はすべて当会に帰属します。

５ その他 採用者には、3,000 円分の QUO カードを進呈します

※採用に関しては、当会 HP で発表いたします。

（問い合わせ先）

担当：佐多 章

TEL：0985-24-4181

Mail ：sansansatasan@yahoo.co.jp



送付先：宮崎県臨床検査技師会 事務局 担当 佐多 宛

FAX：0985‐38‐5054

Mail：sansansatasan@yhaoo.co.jp

所属

氏名

電話番号

メールアドレス

第 55 回日臨技九州支部学会メインテーマ案

テーマの理由・由来等（簡単で結構です。）



平成 30 年 12 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

会 長 花牟禮 富美雄

地域ニューリーダー育成研修会のご案内

向寒の候、皆さまにおかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、下記の通り地域ニューリーダー研修会を計画致しました。

日常業務に活用できるマネジメントスキル、また組織目標達成に向けた考え方や現状分析、課題解決

力、計画立案などの手法を習得するリーダー育成研修会の内容となっています。管理職・中堅のみなら

ず若い方々のご参加をお願いいたします。

尚、少人数グループワークの為、人数に制限がありますので、連絡先寺原のアドレスにメール頂くか、

別紙参加申込書での FAX 参加申し込みをお願いいたします。申込み確認済みのメール送付のためメール

アドレスを記載下さい。（申込締め切り：平成 31年 1月 11 日（金））

記

【日 時】 平成 31年 1月 20 日（日） 8：30 ～ 17：00

【場 所】 宮崎県立宮崎病院 2 階 中会議室 宮崎市北高松町 5 番 30 号

【内 容】

8：30 受 付

9：00 コミニュケーションセミナー

「自分らしく生きるためのヒント」～聴く力を身に付ける～

講師：オフィス・アール 人材育成コンサルタント

島原 竜一 先生

11：00 日臨技セミナー マスタープラン・意識調査解説

講師：横地 常広（一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 副会長）

12：00 宮臨技ランチョンセミナー（宮臨技・連盟組織解説）

講師：花牟禮 富美雄（宮崎江南病院）

神谷 英輝（小林市民病院）

奥野 吉克（株式会社 ル・ベーシック）

13：00 オフサイトミーティング（グループワーク）

講師：寺原 孝弘（済生会 日向病院）

14：30 ＭＴＳ（Management By Target Setting）ステップ表作成

講師：竹ノ内 博之（宮崎大学医学部附属病院）

16：30 グループ発表

17：00 終 了

以上

※非会員については会費 3,000 円を徴収いたします。

〈連絡先〉

済生会 日向病院 臨床検査室

寺原 孝弘

℡：0982-63-1321 FAX 0982-63-4370

Mail：t.terabaru@hyuga.saiseikai.or.jp



平成 30 年度 宮崎県臨床検査技師会

地域ニューリーダー育成研修会参加申込書

施設名

メールアドレス ＠

会員番号 氏名 勤務年数 役職名

送付先：済生会 日向病院 臨床検査室

寺原 孝弘 宛て

FAX 0982-63-4370

申込締め切り：平成 31年 1 月 11 日（金）



平成 30 年 12 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

会 長 花牟禮 富美雄

平成 30 年度 これだけは知っておきたい宮臨技セミナーのご案内

向寒の候、皆さまにおかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、下記の通り平成 30年度これだけは知っておきたい宮臨技セミナーを計画致しました。新入会員

をはじめ、普段、当直等のみ従事されている方々なども各検査項目の注意点を確認できる内容となってお

りますので、年始何かと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。

尚、ランチョンセミナーの準備の為、別紙参加申込書で FAX いただくか、連絡先竹ノ内のアドレスまで

メールで参加申し込みをお願いたします。申込み確認済みのメール送付のためメールアドレスを記載下さ

い。（申込締め切り：平成 31年 1月 31 日（木））

記

【日 時】 平成 31 年 2月 3 日（日） 8：30～16：10 (8:30 から受付)

【場 所】 県立宮崎病院 3階 講堂 宮崎市北高松町 5番 30 号

【内 容】

司 会 寺原 孝弘（済生会日向病院） 釘宮 弘子（県立宮崎病院）

講演 1. 血液検査「血液検査の基礎と実践 〜末梢血液像の見方を中心に〜」 9：00～9：40

講師 橋倉 悠輝（宮崎大学医学部附属病院）

講演 2. 生理検査「これだけは知っておきたい脳波検査」 9：45～10：25

講師 八木 和広（潤和会記念病院）

講演 3. 輸血検査「さあ困った！こんげなときどうすっと？」 10：30～ 11：10

講師 金丸 恭子（宮崎大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部）

講演 4.細菌検査「微生物検査について」 11：15～11：55

講師 山元 一作（県立宮崎病院）

～ランチョンセミナー（協賛メーカー）～ 12：00～12：50

～ニューリーダー研修会・日臨技・日臨技連盟紹介・職能向上育成講習会～ 13：00～13：30

講師 寺原 孝弘（済生会日向病院） 花牟禮 富美雄（宮崎江南病院）

奥野 吉克（株式会社 ル・ベーシック）

講演 5. 病理・細胞診検査「細胞の超基本的な見方」 13：40～14：20

講師 谷口 慎一郎（県立延岡病院）

講演 6. 一般検査「発展途上の分野！分かると面白い尿沈渣」 14：25～15：05

講師 宮﨑 悠太（藤元中央病院）

講演 7.生化学検査「測定結果に及ぼす影響～分析前の誤差要因～」 15：10～15：50

講師 田中 康弘（都城市郡医師会病院） 以上

※非会員については会費 3,000 円を徴収いたします。

〈連絡先〉

宮崎大学医学部附属病院 輸血･細胞治療部

竹ノ内 博之

℡ ：0985-85-9723 FAX：0985-85-9723

Mail：hitake@med.miyazaki-u.ac.jp



平成 30 年度 宮崎県臨床検査技師会

これだけは知っておきたい宮臨技セミナー参加申込書

施設名

メールアドレス ＠

会員番号 氏名 会員番号 氏名

宮崎大学医学部附属病院

輸血・細胞治療部 竹ノ内 博之 宛て

FAX 0985-85-9723

申込締め切り：平成 31年 1 月 31 日（木）



平成 30 年 12 月吉日

会 員 各 位

(一社)宮崎県臨床検査技師会

児湯地区理事 吉川 尚子

平成３０年度第２回児湯地区研修会開催のお知らせ

日を追うごとに寒さも厳しくなり、インフルエンザ等健康管理を充分行わな

ければならない日々となりました。体調管理に十分気を付けてこの時期を乗り

越えて頂きたいと考えております。さて、今年度２回目の児湯地区研修会を下

記日程にて計画致しました。

ご多忙の折ではございますが、多数のご参加をお待ちしております。

記

日 時 平成３１年１月１９日（土） １５：３０～１７：００

場 所 都農町国民健康保険病院 会議室

内 容 「国際規格に対応した

臨床検査室への品質保証のあり方について」

講 師 市原 文雄 先生 【積水メディカル（株）】

ラボクリエイトグループ

内 容 「医療法改正に伴う検査部での対応」

講 師 緒方 浩幸 技師【独立行政法人 国立病院機構】

都城医療センター

参 加 費 会員 無料 非会員 3,000 円

＜意見交換会＞（新年会）を予定しております。

会場については後日連絡いたします。

お問い合わせ：都農町国民健康保険病院

検査室 吉川 尚子

TEL：0983-25-1031

※研修会参加申し込みは１月１１日(金)までにお願い致します。



平成 30年 12 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 野中 真由美

平成 30 年度第 5回血液研究班研修会のお知らせ

謹啓

朝夕の寒さが身にしみる季節となってまいりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

平素より研究班活動にご協力いただきありがとうございます。

さて、本年度第 5 回目の血液研修会を下記日程にて開催いたします。今回は“末梢血液像の判

読と報告”についての講演と、“凝固検査を基礎から考える”というテーマの内容となっており

ます。是非、皆さまのご参加をお待ちしております。

謹白

記

日 時 ： 平成 31年 2 月 9 日（土） 14：30 ～ 17:00

場 所 ： アステム宮崎（宮崎市江平中西 5番 30 号）

参加費 ： 無料（非会員の方は 3,000 円徴収いたします）

講演 1. 「 凝固検査 〜基礎からもう一度考えよう〜 」 14：30 ～ 15：20

座長：久方 倫子 技師（県立延岡病院）

講師：髙木 覚 技師(宮崎大学医学部附属病院）

講演 2. 「 末梢血液像の実践的な判読から報告まで 」 15：30 ～ 16：50

座長：野中 真由美 技師（県立宮崎病院）

講師：荒木 敏造 技師（国家公務員共済組合連合会 浜の町病院）

※研修会終了後、意見交換会を予定しております。参加される方はご連絡ください。

－連絡先－

県立宮崎病院 臨床検査科 野中 真由美

TEL：0985-24-4181（内線 2062）

Email：mnonaka@pref-hp.miyazaki.miyazaki.jp



平成 30 年 12 月吉日

各施設技師長 様

大分県臨床検査技師会 会 長 佐藤 元恭

鹿児島県臨床検査技師会 会 長 有村 義輝

宮崎県臨床検査技師会 会 長 花牟禮 富美雄

「平成 30 年度 初級・職能開発講習会」開催について（ご案内）

謹啓

会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、日臨技では職能団体として組織強化を図ることを目的に、卒後 3 年から 5 年程度の臨床

検査技師を対象に標記講習会を開催することとなりました。

早い段階から臨床検査並びに医療を取り巻く環境の変化を的確に把握し、時代を先取り出来る医療

人、職能人としてのスキルアップを図るため日臨技主催の講習会を大臨技・宮臨技・鹿臨技の 3 県

が担当し開催することになりました。

各施設の責任者におかれましては、趣旨をご理解の上、ご協力下さいますようお願いいたします。

又、本講習会は鹿臨技と宮臨技の合同にて宮崎市にて開催いたします。

つきましては、下記のとおり実施いたしますので技師長様から是非、ご推薦をいただきご参加いた

だきますようご案内いたします。 敬白

注】参加条件として、卒後 3～5 年程度ですが，どなたでも参加できます。

＊日程は別紙プログラムをご参照ください

～～～～～～～推薦書～～～～～～～

受講者氏名*
フリガナ

（男 ・女 ）

日臨技会員番号

施設名

連絡先

技師長の推薦書

上記の者を標記講習会の受講者として推薦します。

平成 年 月 日

施設名称： 氏名：

～～～～～この案内書を下記ＦＡＸ番号に送付してください～～～～～～

ＦＡＸ送信先：宮崎県臨床検査技師会事務局

ＦＡＸ番号：0985-24-8331 迄

参加申し込み締め切り：平成 31 年 2 月 20 日（水）迄



平成 30 年度初級・職能開発 宮崎県・鹿児島県合同講習会

１．日 時： 【宮崎会場】平成 31 年 3 月 17 日（日） 9：30～15：50（受付 9：00～）

２・会 場： 【宮崎会場】宮崎県立宮崎病院 3F 講堂

３・対 象： 日臨技会員で卒後 3 年～5 年程度の会員

４・募集人数： 50 名

５・受講料 ： 1,000 円

６・生涯教育： 基礎 20 点

講演プログラム

【宮崎会場】３月１７日（日）

9：00〜9：30 受 付

9：30〜9：40（10分） ： オリエンテーション/開講式

9：40〜10：40（60分） ： 会長講話：日臨技会長：宮島喜文

「医療情勢と今後の方向性について」

10：40〜10：50（10分） ： 休 憩

10：50〜12：20（90分） ： 基調講演：日臨技副会長：横地常広

「多職種連携医療で活躍する臨床検査技師」

12：20〜13：20（60分） ： 昼 食（各自）

13：20〜15：20（120分） ： グループワーク:6名１グループの予定

「多様なニーズに対する臨床検査技師のあり方」

① テーマ： スタッフの意識改革と組織強化への取り組み

② テーマ： 業務体系の変革（受動態から能動態へ）

③テーマ： 生涯教育の意義とあり方

15：20〜15：50（30分） ： eラーニング概要説明：日臨技副会長：横地常広

15：50～ 閉講式



平成 30 年度 日臨技九州支部一般検査研修会

一般検査部門 九州卒後教育セミナー

主催：日本臨床検査技師会九州支部

担当：熊本県臨床検査技師会

【テーマ 】『極めよう一般検査～基礎から応用まで～』

【期 日 】平成 31 年 1 月 26 日（土）12 時 00 分 ～ 1 月 27 日（日）12 時 30 分

【会 場 】熊本保健科学大学

〒861‐5598 熊本市北区和泉町 325 TEL 096-275-2111

【募集人数】 80 名

【受講料 】会員：7,000 円 非会員：10,000 円 情報交換会（任意）：4,000 円

※情報交換会参加の方は，受講料に情報交換会費を含めて入金下さい．

【募集期間】平成 30 年 11 月 1 日（木）～ 平成 31 年 1 月 12 日（土）

※定員になり次第締め切らせていただきます．

【申込方法】日臨技ホームページ，研修会事前登録よりお申し込みください．

非会員の方はメールによる申込みとなります．下記メールアドレスにご連絡ください．申込用

紙をお送りします．

※宿泊の手配は各自でお願いします．

【問合せ 】国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 中山 陽平

TEL：096‐370‐3111（内線 2506）Mail：kensa@kumachu.gr.jp



—研修会プログラム—

【1月26日（土）1日目】

※昼食の用意はありませんので，各自でお願いします．

12：00～12：30 受付

12：30～12：45 開講式，オリエンテーション

12：45～13：35 講演①「臨床検査値から病態を推測するためのスキルを身につけよう

～尿・血液検査から読み取れること～」

講師：順天堂大学医学部附属順天堂医院 脇田 満先生

13：35～13：40 質疑応答

13：40～13：50 休 憩

13：50～14：40 講演②「尿沈渣検査における臨床推論術」

講師：国際医療福祉大学 宿谷 賢一先生

14：40～14：45 質疑応答

14：45～14：55 休 憩

14：55～15：45 講演③「症例から考える一般検査～どう判断し、どう考えるか！～（仮）」

講師：九州中央病院 溝口 義浩先生

15：45～15：50 質疑応答

15：50～16：00 休 憩

16：00～17：00 講演④「臨床医が診断を進める上で検査技師に求めること（仮）」

講師：熊本中央病院 有薗 健二先生

17：00～17：05 質疑応答

17：05～17：10 オリエンテーション

19：00～ 情報交換会

【1月27日（日）2日目】

09：00～11：00 鏡検実習～尿沈査、体腔液(胸水・腹水・髄液)～

11：00～12：00 解説

12：00～ 閉講式・修了証書授与



【会場案内】

熊本保健科学大学 〒861‐5598 熊本市北区和泉町 325

(https://www.kumamoto-hsu.ac.jp/about-uni/access.html)



【交通案内】

○公共交通機関利用の場合

熊本空港から ：空港リムジンバスで熊本交通センターまで約 35 分

JR 熊本駅まで約 45 分

JR 熊本駅から ：鹿児島本線「西里駅前」下車，徒歩 3 分

交通センターから ：23 番乗り場，「上熊本・西里」経由，「西里駅前」下車

バス停より徒歩 4 分

○自動車利用の場合



＜参加登録方法＞

① 日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp）の会員専用ページへ入り，会員番号とパ

スワードを入力してログインする．

② 会員メニュー － 参加申請 － 事前参加申込より「平成 26 年度日臨技九州支部一般検

査研修会」を選択し，事前参加申請をクリックする．

③ 必要事項を入力し，保存して閉じる．【登録完了】

④ 登録したメールアドレスに登録受付完了のメールが届きます．

メールに記載された口座へ入金して下さい．

※情報交換会参加の方は，受講料に情報交換会費を含めて入金下さい．



平成 30 年 11 月吉日 

関係各位 

 

日臨技九州支部 支 部 長 佐藤 元恭 

日臨技九州支部 学術部長 百田 浩志 

臨床検査総合部門長   佐々木 高太郎 

                            実務担当(長崎県)          伴 美穂子 

 

平成 30年度日臨技九州支部臨床検査総合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、臨床検査総合部門研修会を、下記のとおり長崎県において開催するはこびとなりました。

つきましては、各県会員の皆様の多数の参加をお待ちしております。 

 

記 

 

テーマ【 法改正に伴い臨床検査技師の対応力を養う 】 

 

主催：一般社団法人 日本臨床検査技師会 九州支部 

担当：一般社団法人 長崎県臨床検査技師会 臨床検査総合部門 

日時：平成 31 年 2 月 11 日（月）9：30～15:40 

会場：長崎大学医学部 良順会館 〒852-8523 長崎県長崎市坂本 1 丁目 12 番 4 号 

 

[募集人員] 50 名  ※定員になり次第締め切ります。 

[受 講 料] 3,000 円 (資料含む) 

[生涯教育] 基礎 20 点（会員証での受付となりますので、当日は必ず会員証をご持参してください。） 

[申込方法] 日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp）研修会事前登録より申し込んで下さい。 

① 日臨技ホームページに会員専用でログインする。 

② 参加申請の事前参加申し申込みより「平成30年度日臨技九州支部臨床検査総合部門研修会」を選

択し、事前登録をクリックする。 

③ 必須事項を入力し、保存して閉じる。【登録完了】 

④ 登録したメールアドレスに登録受付完了のメールが届きます。 

[締め切り] 平成 31 年 1 月 20 日（日） ※定員になり次第締め切ります 

[参 加 費] 参加当日、受付時に徴収致します 

[問合せ先]  社会医療法人 春回会 井上病院  伴 美穂子 

      TEL: 095-844-1339   e-mail: ban@shunkaikai.jp 

 

 

https://gr.kuh.kumamoto-u.ac.jp/scripts/cbgrn/grn.exe/mail/exchange_history?aid=3748&cid=7443&mid=86723&email=%3Cban%40shunkaikai.jp%3E&sf=


       『日臨技九州支部 臨床検査総合部門研修会』 

テーマ【法改正に伴い臨床検査技師の対応力を養う】 

【プログラム】 

 

開催日：平成 31年 2月 11日（月）9:30～15:40 場所：長崎大学医学部 良順会館 

 

受 付：9:30～ 

(総合司会) 伴 美穂子(長崎県臨床検査総合部門長) 

10:00～10:15 開会の挨拶   佐藤 元恭(日臨技九州支部 支部長) 

                 佐々木 高太郎(日臨技九州支部臨床検査総合部門長) 

 

10:15～11:45        座長 小山 宣輝 (福岡県臨床検査総合部門長)   

               １.各部門における法改正への実際の対応(第 1部)                    

①一般部門(30分) 

               大分赤十字病院 山下 広光 (大分県臨床検査総合部門長)  

②血液部門(30分) 

           国立病院機構長崎医療センター 井田 博之 副技師長 

③生化学・免疫部門(30分) 

             佐世保中央病院 安東 摩利子 技師 

11:45～11:55 休憩 （ランチョンセミナーの準備） 

11:55～12:40 ランチョンセミナー 

12:40～12:50 休憩 （ランチョンセミナーの片付け） 

12:50～14:20               座長 西村 仁志 (熊本県臨床検査総合部門長)  

２.各部門における法改正への実際の対応(第２部)  

④微生物・遺伝子部門(30分) 

長崎大学病院   松田 淳一 副技師長 

⑤輸血部門(30分) 

           国立病院機構長崎医療センター 山口 大輔 主任 

⑥病理部門(30分) 

                 佐世保中央病院  片渕 直 係長 

14:20～14:30  休憩 

14:30～15:30             座長 佐々木 高太郎 (日臨技九州支部臨床検査総合部門長)  

３.特別講演  

「臨床検査の品質確保 ～医療法・臨検法の改正を受けて～」      

佐世保中央病院 丸田 秀夫 (日臨技常務理事) 

15:30～15:40 閉会の挨拶  田中  康弘（宮崎県臨床検査総合部門長） 

             伴  美穂子（長崎県臨床検査総合部門長） 

修了証書授与 



【会場 良順会館へのアクセス】 

 

 

 ★路面電車「原爆資料館」下車徒歩 8分。 

★長崎駅前より長崎バス「滑石・時津・女の都」方面行き「浜口町」下車徒歩約 8分。 

もしくは長崎バス「下大橋」行き（医学部経由 8番）「医学部前」下車徒歩約 3分。 

 ★長崎空港よりリムジンバス 長崎駅前下車 

 

 



平成 30年度 先駆的臨床検査技術研修会 

第 4回 神経生理研修会 

生涯教育研修制度 ： 専門教科 30点 

 

テーマ 脳脊髄神経モニタリング研修会 

目 的 

本研修会では中枢神経系臨床検査に関する最新の話題を取り上げて,全国的なレベルアップ

を図ることを目的とする。多職種チーム医療を実施する上での、術中神経モニタリングの基本的

な知識や技能を習得し、明日からのチーム医療の一助となればと考えている。 

会 期 平成 31年 2月 16日（土） 12時 50分～ 17日（日）12時 30分 

会 場 
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会館 3階第一会議室  

〒143-0016 東京都大田区大森北 4丁目 10番 7号 

内 容 【2月 16日（土）】 

12：20～12：50               受 付                      （敬称略） 

12：50～13：00    開講式・オリエンテーション 

13：00～13：30    これだけは知っておこう！神経の解剖と機能について 

慶応義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室   高橋 修  

13：30～14：00   手術室でのアーチファクト対策について 

                            杏林大学付属病院 臨床検査部  木崎 直人 

14：10～15：00    手術室での神経モニタリング成功のノウハウ 

                        東邦大学医学部大森病院 臨床検査部   杉山 邦男 

15：10～16：00    術中神経モニタリングの実際と意義 

                                     ブレインファンクション   丸田 雄一 

16：10～17：00    チームとしてのモニタリングシステムの構築法 

                   奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部   高谷 恒範 

【2月 17日（日）】 

9：00～09：50    脳外科血管領域における術中神経モニタリングのノウハウ 

              神戸市立医療センター中央市民病院 臨床検査技術部 佐々木 一郎 

10：00～10：50   整形外科領域における術中神経モニタリングのノウハウ 

                        東京医科歯科大学 先端技術医療応用学   川端 茂徳 

11：00～11：50   大血管領域における術中神経モニタリングのノウハウ     

                                奈良県立医科大学 麻酔科   阿部 龍一 

11：50～12：00               閉講式 

募集人員 60名（定員になり次第締め切りさせていただきます） 

参加資格 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 会員 

受講料 5,000円 

申込締切 平成 31年 1月 31日（木） 

申込要領 
＊ WEBからの事前受付 

会員専用ページ ⇒ 生涯教育⇒ 行事検索 ⇒ 日臨技又は支部講習会を選択 ⇒ 事前登録 

申込先 
〒143-0016 東京都大田区大森北 4丁目 10番 7号 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 事務局   電話 03-3768-4722 

宿 泊 各自で手配してください。 

主 催 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

 



平成 30 年度 先駆的臨床検査技術研修会 

生理機能検査研修会 

生涯教育研修制度 ： 専門教科 30点 

認定心電検査技師制度更新 ： 10単位 

 

テーマ 最近の植え込み型心臓デバイスの治療と生理検査 

目 的 

近年ペースメーカーや植え込み型除細動器などの植え込み型心臓デバイスは進化し、よ

り生理的で病態にマッチしたモードの選択が可能となっている。生理検査はこれらの治療

選択、治療後の経過観察において重要であるが、検査を行う上で最新のデバイスの設定や

治療適応について知っておくことは非常に重要である。さらに皮下植え込み型心電計など

遠隔医療に関する最新の情報を知ることを目的とする。 

さらにより実務的な技術を学ぶことを目的として、実際の症例における心電図のワークシ

ョップと超音波検査によるペースメーカー前後の検査についての講義を企画した。 

会 期 平成 3１年 2月 23日（土） 12時 50分～ 24日（日）12時 30分 

会 場 
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会館 3階第一会議室  

〒143-0016 東京都大田区大森北 4丁目 10番 7号 

内 容 【2月 23日（土）】 

12：20～12：50               受 付                      （敬称略） 

12：50～13：00    開講式・オリエンテーション 

13：00～14：00    植え込み型心臓デバイスが必要な病態について 

獨協医科大学埼玉医療センター循環器内科  

中原 志朗 医師            

14：00～15：00   近年の植え込み型心臓デバイスと遠隔医療を念頭においた心電図 

              日本メドトロニック株式会社 CRHF事業部 キャピタルリージョン CS課 

湯浅 勇人 氏 

15：00～15：20    休憩（心電図ワークショップについて説明） 

                 

15：20～16：50    植え込み型心臓デバイス治療前後の心電図の読影 ① 

（ワークショップ形式） 

大阪警察病院 臨床検査科 小林 博 技師 

【2月 24日（日）】 

9：00～10：20    植え込み型心臓デバイス治療前後の心電図の読影 ② 

（ワークショップ形式） 

認定心電検査技師ＷＧ委員 三菱京都病院 臨床検査科    

山田 宣幸 技師 

 10：30～11：20   心臓再同期療法前後の超音波検査 

筑波大学附属病院 検査部    内藤 博之  技師 

11：30～12：20   ペースメーカー治療後の超音波検査   

鹿児島大学病院 検査部     水上 尚子  技師                          

12：20～12：30               閉講式 

募集人員 ５０名（定員になり次第締め切りさせていただきます） 

参加資格 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 会員 



受講料 5,000円 

申込締切 平成 30年 2月 13日（水） 

申込要領 
＊ WEBからの事前受付 

会員専用ページ ⇒ 生涯教育⇒ 行事検索 ⇒ 日臨技又は支部講習会を選択 ⇒ 事前登録 

申込先 
〒143-0016 東京都大田区大森北 4丁目 10番 7号 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 事務局   電話 03-3768-4722 

宿 泊 各自で手配してください。 

主 催 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

 



第 56 回 宮崎県医学検査学会 プログラム

開 催 日：2018 年 12 月 16 日（日） 会場：宮崎県立宮崎病院講堂(3F)

受付開始：9:15 から

開会式 9：40～

一般演題 9：45～10：50

1. リウマトイド因子が CRP 測定に影響を与えたと考えられた１例

千代田病院 野﨑 裕史

2. 膵臓エコーの経験から

弘潤会 野崎病院 田村 絹子

3．リウマチ診療における超音波検査

西都児湯医療センター 河野 郁美

4. 外来尿検体分離菌の薬剤感受性率について

国立病院機構 都城医療センター 鬼塚 久弥

5. 嫌気性菌用分離培地の性能比較検討について

県立宮崎病院 山元 一作

特別講演 11：00～12：00

「子宮移植から「リンパ浮腫治療の質、量、思いやりで世界一へ」」

JR 東京総合病院 リンパ外科・再建外科医長 三原 誠 先生

ランチョンセミナー 12：10～13：10

「国際規格に対応した臨床検査の品質保証のあり方について」

積水メディカル（株）検査事業統括部 事業企画部 市原 文雄 先生

休憩（平成 30 年度第 2 回理事会） 13：10～13：30

一般演題 13：30～14：35

6．当院で経験した血液型キメラの一症例

国立病院機構 都城医療センター 田口 花紀

7．胆汁より分離された Vibrio fluvialis の症例

都城健康サービスセンター 冨岡 正和

8. Gardnerella vaginalis の薬剤感受性

国立病院機構 都城医療センター 梅谷 昌司

9．肺高血圧症を合併した衝心脚気

宮崎大学医学部附属病院 山田 芽生

10．広域に門脈腫瘍塞栓を認め diffuse HCC が強く疑われた１症例

国立病院機構 都城医療センター 高濱 瞳

教育講演 14：40～15：40

「（仮）これからの臨床検査技師」

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 副会長 横地 常広 先生

閉会式 15：45～

叙勲受章祝賀会（会場：宮崎観光ホテル 西館 10階 スカイホール） 16：30～



第56回 宮崎県医学検査学会

日時：平成30年12月16日（日）

会 場：宮崎県立宮崎病院講堂（3F）

9:15

9:40

No. 筆頭演者氏名 分野 一般演題 所属 進行時間 座長

1 野﨑 裕史 生物化学 リウマトイド因子がCRP測定に影響を与えたと考えられた１例 社会医療法人 泉和会 千代田病院 9:45

2 田村 絹子 生理 膵臓エコーの経験から 弘潤会 野崎病院 9:58

3 河野 郁美 生理 リウマチ診療における超音波検査 西都児湯医療センター 10:11

4 鬼塚 久弥 微生物 外来尿検体分離菌の薬剤感受性率について 国立病院機構 都城医療センター 10:24

5 山元 一作 微生物 嫌気性菌用分離培地の性能比較検討について 県立宮崎病院 10:37

子宮移植から「リンパ浮腫治療の質、量、思いやりで世界一へ」 JR東京総合病院 リンパ外科・再建外科医長

国際規格に対応した臨床検査の品質保証のあり方について
積水メディカル（株）
検査事業統括部 事業企画部

平成30年度第2回理事会 （ 2F会議室） 13:10

No. 筆頭演者氏名 分野 一般演題 所属 進行時間 座長

6 田口 花紀 輸血 当院で経験した血液型キメラの一症例 国立病院機構 都城医療センター 13:30

7 冨岡 正和 微生物 胆汁より分離されたVibrio fluvialisの症例 都城健康サービスセンター 13:43

8 梅谷 昌司 微生物 Gardnerella vaginalisの薬剤感受性 国立病院機構 都城医療センター 13:56

9 山田 芽生 生理 肺高血圧症を合併した衝心脚気 宮崎大学医学部附属病院 14:09

10 高濱 瞳 生理 広域に門脈腫瘍塞栓を認めdiffuse H CCが強く疑われた１症例 国立病院機構 都城医療センター 14:22

「 （仮）これからの臨床検査技師 」
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

副会長

15:40

（会場移動）

16:30叙勲受章祝賀会 （会場 ： 宮崎観光ホテル 西館10階 スカイホール）

特別講演

ランチョンセミナー

教育講演

横地 常広 先生

休 憩

市原 文雄 先生

三原 誠 先生

閉会式

第56回 宮崎県医学検査学会 プログラム

受付開始

開会式（開会宣言・会長挨拶）

11:00
（一社） 宮崎県臨床検査技師会

会長 花牟禮 富美雄

宮崎県衛生環境研究所
川原 康彦

宮崎医療センター病院
山口 輝樹

県立宮崎病院
佐多 章

14:40
（一社） 宮崎県臨床検査技師会

副会長 寺原 孝弘

（一社） 宮崎県臨床検査技師会
副会長 釘宮 弘子

12:10

潤和会記念病院
八木 和広


