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宮臨技第 6回常任理事会

日 時：平成 30 年 10 月 6 日（土）・7 日（日）

場 所：別府国際コンベンションセンター

ビーコンプラザ

一般演募集：（詳細は別紙募集要項を参照）

※受付開始及び締め切り日

演題：平成 30年 3月 12 日（月）～5 月 31 日（木）

抄録：平成 30年 4月 2日（月）～6月 29 日（金）

平成30年度日臨技九州支部医学検査学会（第53回）

＜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

5 月 20 日 日 平成 30 年度宮臨技定期総会

＊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 30 年度宮崎県臨床検査技師会定期総会は、平成

30 年 5 月 20 日（日）に宮崎県立宮崎病院 3F講堂で開

催予定です。定期総会時に次の特別講演を行いますの

で、定期総会及び特別講演に多数参加くださいますよ

うお願いいたします。

＜特別講演＞

「急性心筋梗塞の診断と治療における臨床検査の役割

：臨床現場の循環器医は何をみているのか？」

講師 宮崎市郡医師会病院心臓病センター

循環器内科 西野 峻 先生

宮臨技平成 29年度第 6回常任理事会を平成 30 年

3 月 22 日（木）に開催いたしました。

《報告事項》抜粋

1）会長

＊「宮島よしふみセミナー」「法律改正報告会」「日臨

技賀詞交換会」「日臨技全国幹事会」等に出席

＊「平成 29 年度第 3回九州支部幹事会議」に出席

2）事務局

＊受領文書 34件、公文書 2 件（3月 21 日以降）

＊平成30年度賛助会員及び広告掲載募集案内を送付

事務局連絡
3）庶務

＊会員の推移 470 名（3月 21 日現在）

4）組織

＊地区研修会報告

5）学術

＊研究班研修会報告

《審議事項》抜粋

＊日臨技各県幹事の任期は日臨技総会までなので、日

臨技総会は日髙会長が出席する

＊宮崎県慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会負担金に

ついて 薬剤師会などの他団体と同額を負担する

＊平成 30年度宮臨技定期総会について

＊2018 年度・2019 年度宮臨技次期役等について

事務局、会計の業務が増加しており、事務局次長、

会計（副）を検討する

不足する候補者については、再度役員推薦委員とメ

ール審議を行う

＊平成 29年度宮臨技監査の日程について

＊支部部門長の推薦について

平成 30年 5月までに推薦する

＊臨床検査技師連盟関連の依頼について

セミナーを都城で開催する件については、宮崎県臨

床検査技師連盟支部長が準備等について確認する



その他のお知らせ

会員の動き
（敬称略）

＜入 会・再入会＞

444370 田中 裕子 泉和会千代田病院

454273 田中 勝徳 済生会日向病院

454463 谷口 実果 SRL 宮崎ラボラトリー

454490 巽 久美 自宅会員

721345 郡 菜緒 同心会古賀総合病院

721446 松田 みなみ 同心会古賀総合病院

＜転 入＞

116780 園田 俊介 国立病院機構宮崎病院

705765 河津 沙耶佳 済生会日向病院

430165 松本 恵美子 国立病院機構都城医療センター

＜異 動＞

454393 中馬 千紘 自宅会員

700609 矢野 広樹 洋承会今給黎医院

454070 江籠 智和 自宅会員

＜転 出＞

405109 真茅 孝志 福岡県へ

240364 芝原 修一 鹿児島県へ

716202 才藤 愛海 熊本県へ

406937 小田澤 由貴 熊本県へ

＜退 会＞

716200 木村 しおり 450326 糸数 たか子

225102 土山 千穂子 454254 澤 由美子

450018 平松 百合子 454357 隈本 みえ子

450089 末澤 滝子 464501 甲斐 海緒

450202 春口 光政 702463 松田 晴那

450241 飯干 眞二

＊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。

所属施設番号は別紙をご参照ください。

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。

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。

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会は、全国

7 ブロックの会場で開催していますが、一部の会場に

おいては定員の 3 割から 5 割の状況となっています。

また、平成 31 年の国家試験は検体採取業務を含む新カ

リキュラムで履修した受験者であることなどから今後

は開催回数や開催場所を経時的に縮小、集約していく

予定ですので、本講習会の主旨をご理解いただき、未

受講の方は早々に受講されますようお願いいたしま

す。

福岡会場での開催予定は以下のとおりです。

日 程：平成 30 年 9 月 16 日（日）・17 日（祝）

会 場：純真学園大学 本館 6 階 大ホール



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：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：（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：上田脳神経外科

所 在 地：宮崎市大字本郷北方２７０３

採用条件：臨床検査技師 正職員 １名

エコー検査経験者

勤務時間：平 日 8：30 ～ 18：00

土曜日 8：30 ～ 13：30

業務内容：臨床検査業務全般

●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：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

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：15

業務内容：臨床検査業務全般

勤務開始希望時期：平成 30 年 4 月 2 日（月）～

問合せ先：0982-32-6181(内線)6260 担当 井上

●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



日臨技施設番号 都道府県施設番号 都道府県施設名 都道府県地区

9450001 9450001 国立病院機構宮崎東病院 宮崎地区

9450002 9450002 宮崎県立宮崎病院 臨床検査科 宮崎地区

9450003 9450003 宮崎県衛生環境研究所 宮崎地区

9450005 9450005 宮崎県庁福祉保健部 健康増進課 宮崎地区

9450006 9450006 独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 宮崎地区

9450007 9450007 財団法人宮崎県健康づくり協会 宮崎地区

9450009 9450009 宮崎県赤十字血液センタ－ 宮崎地区

9450011 9450011 宮崎市郡医師会臨床検査センター 宮崎地区

9450012 9450012 医療法人同心会 古賀総合病院 宮崎地区

9450013 9450013 宮崎若久病院 宮崎地区

9450014 9450014 医療法人仁和会 竹内病院 宮崎地区

9450015 9450015 宮崎生協病院 宮崎地区

9450018 9450018 宮崎大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座 宮崎地区

9450020 9450020 宮崎大学医学部附属病院 検査部 宮崎地区

9450020 9450063 宮崎大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 宮崎地区

9450020 9450065 宮崎大学医学部附属病院 病理部 宮崎地区

9450022 9450022 宮崎市立田野病院 宮崎地区

9450066 9450066 宮崎市保健所 宮崎地区

9450068 9450068 株式会社 臨床宮崎 宮崎地区

9450081 9450081 医療法人社団紘和会 平和台病院 宮崎地区

9450095 9450095 財団法人弘潤会 野崎病院 宮崎地区

9450099 9450099 潤和会記念病院 宮崎地区

9450103 9450103 株式会社クリニカルパソロジーラボラトリー 宮崎研究所 宮崎地区

9450115 9450115 ビー・エム・エル宮崎 宮崎地区

9450125 9450125 みなうち内科・神経内科 宮崎地区

9450132 9450132 株式会社エスアールエル 宮崎ラボラトリー 宮崎地区

9450144 9450144 藤元中央病院 宮崎地区

9450147 9450147 医療法人ブレストピア ブレストピア宮崎病院 宮崎地区

9450148 9450148 医療法人社団三晴会 金丸脳神経外科病院 宮崎地区

9450153 9450153 財団法人弘潤会 野崎東病院 宮崎地区

9450157 9450157 医療法人社団清緑会 宮崎医療センター病院 宮崎地区

9450164 9450164 医療法人耕和会 迫田病院 臨床検査科 宮崎地区

9450169 9450169 医療法人同心会古賀駅前クリニック 臨床検査科 宮崎地区

9450175 9450175 宮崎市総合発達支援センター おおぞら 宮崎地区

9450186 9450186 医療法人社団 孝尋会 上田脳神経外科 宮崎地区

9950001 9950001 野村循環器内科クリニック 宮崎地区

9950002 9950002 社団法人 宮崎市郡医師会病院 宮崎地区

9950003 9950003 株式会社 ル・ベーシック 宮崎地区

9950008 9950008 天満橋中央クリニック 宮崎地区

9950014 9950014 ふくどめクリニック 宮崎地区

9950016 9950016 医療法人 如月会 若草病院 宮崎地区

9950018 9950018 医療法人萃信会 綾外科 宮崎地区



日臨技施設番号 都道府県施設番号 都道府県施設名 都道府県地区

9450030 9450030 宮崎県立延岡病院 延岡地区

9450032 9450032 株式会社エスアールエル 延岡ラボラトリー 延岡地区

9450035 9450035 医療法人伸和会 共立病院 延岡地区

9450038 9450038 済生会 日向病院 延岡地区

9450042 9450042 日之影町立病院 延岡地区

9450084 9450084 長沼医院 延岡地区

9450088 9450088 医療法人浩洋会 田中病院 延岡地区

9450114 9450114 隆誠会延岡保養園 延岡地区

9450130 9450130 早田病院 延岡地区

9450139 9450139 鮫島病院 延岡地区

9450140 9450140 医療法人泉和会 千代田病院 延岡地区

9450151 9450151 医療法人洋承会 今給黎医院 延岡地区

9450156 9450156 平田東九州病院 延岡地区

9450161 9450161 医療法人建悠会 吉田病院 延岡地区

9450167 9450167 医療法人健寿会 黒木病院 検査科 延岡地区

9450173 9450173 延岡市医師会病院 放射線科 延岡地区

9450189 9450189 九州保健福祉大学 生命医科学部 生命医科学科 延岡地区

9950012 9950012 医療法人誠和会 和田病院 延岡地区

9450023 9450023 国立病院機構宮崎病院 児湯地区

9450027 9450027 都農町立国民健康保険病院 児湯地区

9450086 9450086 地方独立行政法人 西都児湯医療センター 児湯地区

9450089 9450089 川南病院 児湯地区

9450108 9450108 宮崎県農業共済組合連合会家畜臨床研修センター 児湯地区

9450146 9450146 医療法人宏仁会 海老原総合病院 検査部 児湯地区

9950009 9950009 医療法人 隆徳会 鶴田病院 児湯地区

9450060 9450060 小林市立病院 小林地区

9450061 9450061 国民健康保険高原病院 小林地区

9450069 9450069 医療法人芳徳会 京町共立病院 小林地区

9450070 9450070 医療法人養気会 池井病院 小林地区

9450107 9450107 特定医療法人浩然会 内村病院 小林地区

9450131 9450131 えびの市立病院 小林地区

9450133 9450133 医療法人信和会 小林保養院 小林地区

9450142 9450142 整形外科 前原病院 小林地区

9950011 9950011 陸上自衛隊 えびの駐屯地 小林地区

9950015 9950015 医療法人友愛会 野尻中央病院 小林地区

9450053 9450053 独立行政法人 国立病院機構 都城医療センター 都城地区

9450056 9450056 都城健康サービスセンター 都城地区

9450078 9450078 藤元メディカルシステム 藤元総合病院 都城地区

9450082 9450082 都城新生病院 都城地区

9450163 9450163 医療法人倫生会 三州病院 都城地区

9450179 9450179 都城市郡医師会病院 都城地区

9950013 9950013 医療法人社団アブラハムクラブベテスダクリニック 都城地区

9950017 9950017 医療法人 魁成会 宮永病院 都城地区

9450043 9450043 宮崎県立日南病院 日南地区

9450048 9450048 日南市立中部病院 日南地区

9450177 9450177 串間市民病院 検査科 日南地区

9450185 9450185 社会福祉法人愛泉会 日南病院 日南地区


