
現在、新型コロナウイルス感染症によりこれまでの日

常が様変わりして多くの方々が苦しんでおられます。私

たち臨床検査技師も PCR検査や検査のための検体採取を

実施している方々がいらっしゃいます。今後、更なる PCR

検査体制の拡充のため、当会も出来るだけのご協力をし

ていきたいと考えています。今後の新型コロナウイルス

感染症に対する日臨技の対応について宮臨技ホームペ

ージにも掲載していますのでご覧ください。

●

2020 年度宮崎県臨床検査技師会定期総会は新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止のため、書面表決での参加を

お願いし、2020 年度 2021 年度の理事、監事が承認され

ました。学術部門の交代もあり、これから 2 年間このメ

ンバーで意欲的に活動していく予定ではありますが、当

面の間は、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、

出来る範囲での活動になりそうですので、ご理解ご協力

をいただきますようお願いいたします。

2020 年 11 月 7 日 8 日に宮崎市のシーガイアコンベン

ションセンターで開催すべく準備を進めていたところ

ですが、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、感染

拡大防止の観点等から、中止することを決定しました。

皆様に多大なご迷惑をお掛けすることになると思いま

すが、ご理解ご協力のほど、どうぞ宜しくお願いいたし

ます。また、支部主催研修会につきましても、年内の開

催は休止となっておりますので、ご承知おきください。

●

日臨技認定センター認定制度協議会として、今年

度（令和 2年度） １年間の各認定に関する認定セ

ンター主催の研修会および認定試験等をすべて中

止とし、資格更新につきましては一律に 1 年間の更

新時期の延期を認めることといたしました。詳細に

つきましては、宮臨技ホームページをご覧ください。

●

今回の日臨技定時総会は、新型コロナウイルス感

染症の拡大防止のため、会場への出席は極力避けて

いただき、事前に書面、または電磁的方法による議

決権行使を令和 2 年 6 月 19 日（金）正午までにお

願いします。

＜入 会＞

729683 坂口 菜々笑 古賀総合病院

729690 猪股 里香 宮崎大学医学部附属病院 検査部

431039 原 由美 さがら病院宮崎

729849 赤崎 美智 宮崎江南病院

729633 堀内 美穂 宮崎大学医学部附属病院 検査部

729636 井上 綾太 古賀総合病院

729948 西森 誠 九州保健福祉大学

729547 大田 侑矢 藤元中央病院

730010 工藤 千穂 宮崎県立宮崎病院

729976 坂上 瑞騎 宮崎市郡医師会臨床検査センター

729982 山下 真未 宮崎市郡医師会病院

730200 内田 有希乃 宮崎県立延岡病院

717147 藤井 有沙 宮崎県立宮崎病院

730234 杉尾 美幸 潤和会記念病院
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＜異 動＞

700609 矢野 広樹 都農町国民健康保険病院

727115 江間 由季 けいめい記念病院

726290 横田 実季 宮崎県立宮崎病院

706090 宮田 志織 宮崎県立宮崎病院

474473 染矢 由香 宮崎県立宮崎病院

454031 武田 展幸 宮崎市立田野病院

＜転入＞

722966 笠原 桃花 自宅

474059 黒木 かよ子 自宅

＊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：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：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：平 日 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：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 臨時職員 ２名

R2.4.1～R3.3.31（更新の可能性あり）

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：15

業務内容：①検査業務全般

②外注検査関連業務

問合せ先：℡ 0985‐24‐4181(内)5636 担当 釘宮

●求人先：海老原総合病院

所 在 地：高鍋町大字上江 207

採用条件：臨床検査技師 正社員 １名

勤務時間：（交替制）8：00 ～ 17：00

8：30 ～ 17：30

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0983-23-1111

●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


