
新型コロナウイルス感染症について、やや収束傾向に

あるものの、秋以降、気温が下がってから感染がさらに

急拡大する事態や季節性インフルエンザなど他の感染

症が重なれば医療機関の大きな負担が生じる可能性が

ります。宮臨技としても例年通りの研修会、理事会など

の技師会活動ができない中、Web 研修会や会議に向け

て準備を進めております。実際に Zoom を利用した会議

を実験的に行いました。結果、導入可能である事が分か

りましたので、今後、宮臨技での Zoom 法人契約等を検

討して参りますので、今後の研修会等にご期待ください。

●

各会員施設におかれましては、今般の新型コロナウイ

ルス感染症の流行にあたりご多忙なことと存じます。そ

のような中、当会としては、本感染症の検査診断の最前

線で業務を行う臨床検査技師へ行政からのさらなる支

援を求める要望書の提出を検討しております。今後、各

施設での検査状況、手当状況を調査し要望書提出を行い

たいと思います。

●

九州各県主催の研修会等については、九州各県の技師

会会員であれば県を問わず研修会等への参加は認めら

れています。コロナ禍の中、福岡県臨床衛生検査技師会

（福臨技）として 9 月より Web 研修会の開催を始めて

いますが、福臨技が使用している Zoom は 100 名を対

象にしています。申し込みは日臨技研修会事前申込シス

テムを利用しているため、全国の会員すべての方が対象

となりますが、福臨技所属会員を優先しての参加申込と

しているため、福臨技会員以外の方の申込が出来ない状

況になっております。九州は一つとしていますので、福

臨技主催のご興味のある研修会・勉強会へのお申込につ

きましては、以下の要領での申込くださいますようお願

いいたします。

（１） 福臨技研修会専用アドレスまで、各自でお申し

込みいただきます。

（２） 参加の有無は、研修会開催日の５日前までには

福臨技事務局より連絡いたします。

（３） 参加可能の方には Zoom 用の URL を各自へお

送りいたします。

※参加は 100 名の定員が福臨技会員で満たされなかっ

た場合とご理解ください。県外参加者が多数になり、合

計で 100 名を超えた場合、先着順で参加可能とします

のでご了承ください。

【申し込み先】

福臨技 研修会専用アドレス

kenshu_4@fukuokaamt.or.jp まで

10 月 1 日現在の標記修了人数は下記になります。受

講の申し込みは、日臨技会員、非会員（臨床検査技師等）

を問いませんが、受講修了者に対しては、一定の条件が

あるので、「核酸増幅検査基礎学科研修 受講申込条件」

を必ずご確認してから、日臨技ホームページよりお申し

込みください。（http://www.jamt.or.jp）

＊核酸増幅検査(PCR 等)基礎学科研修修了者 15 名

＊WEB による検体採取基礎研修会修了者 1 名

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
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1．報告事項（抜粋）

1）会長

＊日臨技 「広報委員会」「検査と健康展事業 WG」

「品質・精度保証委員会」の担当となった

＊Mz-CKDI に今年も協力し補助金を支出する 《承認》

2）事務局

＊受領文書 240 通 公文書送付 6通 《承認》

3）組織

＊みやざき健康ふくしまつりは中止 《承認》

4）学術

＊WEB 研修会方法の情報収集を行う

＊令和 2 年度宮崎県医師会精度管理調査を共催《承認》

＊宮崎県臨床検査技師会精度管理調査実施要項検討中

《承認》

2．審議事項

＊PCR検査者に危険手当支給要望書を宮崎県へ提出する

＊PCR 研修会について 県担当者へ問い合わせる

＊全国「検査と健康展」小規模開催を検討する

＊宮崎県医学検査学会 来年度総会と同時開催する

＊会議の運営 Zoom 会議、会議室借用を検討する

＊来年度、公益事業として市民公開講演会を開催する

《承認》

＜入 会＞

454283 内田 理佐 自宅

＜転 入＞

712068 西村 愛美 自宅

＜異 動＞

708084 鎌田 阿佐美 都城健康サービスセンター

＊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。

施設連絡責任者は、施設名のみでなく部署名まで登録お

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。

●求人先：宮崎県立宮崎病院

所 在 地：宮崎市北高松町 5-30

採用条件：臨床検査技師 会計年度任用職員 １名

採用日～Ｒ3年 3月 31 日

勤務時間：平 日 8：30 ～ 16：20

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0985-24-4181 釘宮

●求人先：潤和会記念病院

所 在 地：宮崎市大字小松 1119

採用条件：臨床検査技師 正職員 1名 嘱託職員１名

勤務時間 ① 8：30 ～ 17：30

② 8：00 ～ 17：00

業務内容：検査業務全般

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照

問合せ先：TEL：0985－47－3744

●求人先：宮崎県立日南病院

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 １名

Ｒ2年 12 月～Ｒ4 年 3 月（予定）

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：15（応相談）

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0987-23-3111 山田

●求人先：宮崎県保健所

募集職：宮崎県会計年度任用職員

（検査技師が望ましい）

勤務地：県域保健所（中央（高鍋保健所分含）、日向、延岡、

小林、都城、日南、高千穂）※勤務場所は応相談

業務内容：新型コロナウイルス PCR 行政検査の検体搬送

及び保健所業務のサポート。

任用期間：決定日から令和３年３月３１日まで

求人募集

会員の動き

*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。

（敬称略）
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勤務時間：平 日 9：00 ～ 16：50（6：50）

※勤務日数については相談可能

（毎日ではなくても可能）

※詳細は配布済み資料を参照

●求人先：古賀駅前クリニック

所 在 地：宮崎市高千穂通 2-7-14

採用条件：臨床検査技師 正職員又はパート １名

勤務時間：(正 職) 8：00 ～ 16：30

(パート) 8：00 ～ 12：00

または 8：00 ～ 16：30（応相談）

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0985-22-2111 医事総務課（井戸川）

●求人先：JCHO 宮崎江南病院

所 在 地：宮崎市大坪西 1－2－1

採用条件：臨床検査技師 非常勤職員 １名

雇用期間：採用日～R3 年 3 月 31 日

※1年毎の更新（原則更新あり）

勤務時間：平 日 8：30 ～ 15：30（６Ｈ）

8：00 ～ 15：00（６Ｈ）

※勤務時間は相談可

業務内容：検体検査、心電図、超音波検査ほか

※腹部超音波検査が出来る方

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照

●求人先：野村循環器内科クリニック

所 在 地：宮崎市恒久 5942－1

採用条件：臨床検査技師 パート職員 1 名

勤務時間：月水金 9：00 ～ 17：00

火木土 9：00 ～ 12：00

業務内容：心臓超音波、院内検査、心電図、採血

そ の 他：勤務形態相談可能

問合せ先：℡ 0985‐52‐7171 担当 茂木

●求人先：社会福祉法人愛泉会 日南病院

所 在 地：日南市大字風田３６４９番２

採用条件：臨床検査技師 臨時職員１名（最長１年間）

勤務時間：8：30 ～ 17：30

業務内容：臨床検査業務全般、心電図、採血

そ の 他：院内託児所あり

問合せ先：TEL 0987-23-3131 総務課 谷山


