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＊原稿の申し込みは月末までにお願いします。
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謹んで新春のお慶びを申し上げます。

高齢者施設でクラスターが発生するなど、昨年末から宮崎でも新型コロナウイルスの感染者が急増し、全国では

毎日 3,000 名を超える感染者が報告されております。感染者の増加により十分な休暇も取れない会員の皆様もおら

れることと思いますが、心折れることなく検査や感染対策に取り組まれていることに深く感謝申し上げます。

2020 年は、年初めに考えていた事業計画が新型コロナウイルス感染拡大により悉く中止せざるを得ない状況に

なり、会員の皆様にご不便ご迷惑をお掛けし心苦しく思っております。2020 年 11 月 7 日（土）・8日（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予定であった「日臨技九州支部医学検査学会（第 55回）」も中止と

なり、今年は沖縄県で 2021 年 11 月 6 日（土）・7日（日）に開催されることになりました。

さて、2021 年度は全国「検査と健康展」の中央会場を宮崎県が担当することになりました。臨床検査や臨床検

査技師のことを地域の皆様に知っていただく企画を、会員の皆様からもご意見をいただき検討して参りますので、

ご協力のほど宜しくお願いいたします。

また、今年は医師の働き方改革を実践するための作業が進められ、臨床検査技師についてもタスクシフト・シェ

アでは 8 項目の法改正が予定されており、臨床検査技師卒前教育の改正も見込まれています。「検体採取に関する

厚生労働省指定講習会」と同じく国家資格そのものの権限になる重要な内容であり、今後、講習会が開催されるこ

とになりますので、必ず受講されるようお願いいたします。今回は同時に診療放射線技師、臨床工学技士も同じよ

うな動きをしています。臨床検査技師だけが何もアクションを起こさず遅れをとるようなことがあっては臨床検査

技師の明るい未来は見えてきません。今後、多くの会員の皆様の将来を考えると、今回の法改正は私には関係ない

と思われることなく、この変化は私たち臨床検査技師にプラスであると前向きに捉え、積極的に取り組んでいただ

くことをお願いいたします。

一向に新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況ですが、3 月頃からの接種が予想されているワクチンの

効果に期待しつつ、with コロナとしての「新たな生活様式」に基づいた web での研修会や会議なども開催して参

りたいと考えています。まずは、2 月に宮臨技セミナーを web で開催すべく準備中ですので、是非ご参加いただけ

ればと思います。

今年も当会の事業計画の遂行のために、会員・賛助会員・関係各位のご支援およびご協力を宜しくお願い申し上

げ、簡単ではありますが年頭の挨拶と致します。



＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

１月 23 日 第 8回宮崎県輸血懇話会

2 月 19 日 第 2回臨床血液部門生涯教育研修会

2 月 27 日 宮臨技セミナー

＊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。

働き方改革実行計画(平成 29 年 3 月 28 日働き方改革

実現会議決定)に基づき設置された医師の働き改革に関

する検討会議において、平成 30 年 2 月「医師の働き改

革に関する検討会」では医師の労働時間短縮に向けた緊

急的な取り組みがまとめられ、タスク・シフティング(業

務の移管)の業務については、医師以外の関係職種で可

能な限り業務分担が図られるよう検討するとされ、「医

師の働き方改革を進めるためのタスク・シスト/シェア

の推進に関する検討会」において検討がなされました。

臨床検査技師に対するタスク・シフティング業務啓発事

業として、下記の Web の研修会を開催致します。本研修

会の全体の概要は下記のとおりです。宮臨技としては、

第 5 講を行っていく予定です。

記

1 事業名 臨床検査技師に対するタスク・シフティング

業務啓発事業

2 実施期間 令和 3年 1月〜2 月の間

3 実施事業の概要（第 5講以外は事前に日臨技 HP上の

ビデオをご視聴ください）

●第 1講 開会挨拶

宮島会長 ビデオ又は現地挨拶

●第 2講 タスク・シフティング業務啓発並びに病院

管理者への協力依頼(仮題)

日本病院会 相澤会長 ビデオ(日臨技 HP視聴)

●第 3講 臨床検査技師に対するタスク・シフティング

業務の説明

日臨技 丸田副会長 ビデオ(日臨技 HP視聴)

●第 4講 タスク・シフティング業務の好事例

支部内の好事例を活用するか。

出来ない場合はビデオ(日臨技 HP視聴)

●第 5講 勤務環境を改善し臨床検査技師への

タスク・シフティング推進について

事前に第 1 講〜第 4 講の日臨技 HP 掲載のビデオ等を視

聴して、タスク・シフティング推進等方策を議論する。

以上

※事業内容をご理解いただき、是非ご視聴くださるよう

お願いいたします。日臨技 HP の会員サイトの事前参加

申請よりご視聴できます。ご視聴後は日臨技生涯教育履

修点数基礎 20単位が付与されます。

11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 23 名

＊WEB による検体採取基礎研修会修了者 1名

日 時：2020 年 12 月 16 日（水）19 時～21時

場 所：ZOOM 会議

参加者：24 名

１．報告事項（抜粋）

１）会長

＊令和 2 年度全国「検査と健康展」宮崎会場中止

＊令和 3 年度全国「検査と健康展」中央会場は宮崎担当

＊PCR 検査研修開催について現在のところ開催は未定

＊会議および研修会等の運営について ZOOM の有料

アカウントを取得検討

＊第 58 回宮崎県医学検査学会について令和 3年度は

5 月開催か 12 月開催か検討

日臨技関係

＊九州支部研修会について今年度はすべて中止

＊第 55 回九州支部医学検査学会（沖縄県担当）

令和 3年 11 月 6日（土）・7日（日）

沖縄コンベンションセンター （予定）

＊第 70 回日本医学検査学会（福岡県担当）の準備状況

令和 3年 5月 15 日（土）・16日（日）

福岡国際会議場と福岡サンパレス

九州各県の参加協力をお願いします。

事務局報告

事務局連絡

2020年度第 1回理事会および部門長合同会議



＊検体採取等に関する厚労省指定講習会

（臨床検査技師資格に追加）について

2021 年 3月（東京） 既に定員数の応募がある

＊臨地実習指導者講習会について

2023 年度末までに 1200 名以上（九州は 160 名以上）

の指導者育成を目指す

新型コロナウイルス感染拡大により、Web での座学

と ZOOM を利用したグループ演習予定

＊タスクシフト・シェア関連の講習会（臨床検査技資格

に追加）について

法改正等により検体採取等に関する厚労省指定

講習会と同様、追加研修を受ける必要あり

＊日臨技施設認証制度について

現）日臨技精度保証施設認証制度 → 新）日臨技

品質保証施設認証制度 《承認》

２）事務局

＊日臨技推進事業決算報告書の提出締め切りは

2021 年 3 月 10 日 早めの参加登録・決算報告書の

作成をお願いします。 《承認》

３）会計

＊講師料の領収証の書き方について説明、技師が講師と

なる場合には行動費として計上 《承認》

４）組織

＊令和 2 年度全国「検査と健康展」宮崎会場は中止

令和 3 年度全国「検査と健康展」の中央会場（宮崎）

ご協力をお願いします 《承認》

５）学術

＊令和 3年 2月 27 日（土）宮臨技セミナーを

メーカー共催で ZOOM ウエブナーを使い講演予定。

講演可能な部門のみ講演する。各部門長は講師、

スライドの準備をお願いします。

＊宮崎県医師会精度管理報告会は令和 3年 3月 13 日

（土）に WEB 開催

＊宮崎県臨床検査技師会精度管理調査を令和3年2月に

開催

＊WEB 研修会開催でのレポート提出は必須ではない

＊第 2回血液疾患検討会は令和 3年 2月 19 日（金）に

WEB 開催予定 《承認》

２．審議事項

＊宮臨技での ZOOM のアカウントを最低１つは必要。

メーカー共催での ZOOM 研修会の練習を行い、その後

アカウントを取得する

＊日臨技推進研修会登録は Web 会議ツールの通信ログ

や研修会途中のログイン状況確認によって研修会

参加が確認できた場合には、レポート提出を省略して

も「可」とする

＊宮臨技研修会登録も ZOOM 使用した研修会も認める

メーカー共催での ZOOM 研修会も認める 《承認》

日 時：令和 3年 1月 23 日（土）13：30～16：00

場 所：オンライン配信

※申込は宮臨技ホームページをご覧ください。

日 時：令和 3年 2月 19 日（金） 19：00～

場 所：＊web 開催予定

内 容：第 2 回血液疾患検討会

※詳細は後日配布の資料をご覧ください。

日 時：令和 3年 2月 27 日（土）13：30～ 開催予定

場 所：＊web 開催予定

内 容：学術各部門基礎講演

※詳細については別途送付資料をご覧ください。

会 期：令和 3年 5月 15 日（土）・16 日（日）

会 場：福岡国際会議場・マリンメッセ福岡・

福岡サンパレス

※詳細はホームページでご確認ください。

https://site2.convention.co.jp/jamt70/

＜異 動＞

729636 井上 綾太 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

第８回宮崎県輸血懇話会

勉強会等のお知らせ

会員の動き
（敬称略）

第 70回 日本医学検査学会 in 福岡

令和 2年度第 2回臨床血液部門生涯教育研修会

令和2年度これだけは知っておきたい宮臨技セミナー



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：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 採用日～Ｒ3 年 3 月 31 日 2 名

② R3 年 4 月 1 日～R4年 3月 31 日 2 名

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：国立病院機構 都城医療センター

所 在 地：都城市祝吉町 5033-1

採用条件：臨床検査技師 非常勤職員

勤務時間：① 9：00 ～ 15：30

② 9：00 ～ 17：00

業務内容：検査業務

（生理、検体、病理いずれかもしくは兼務）

問合せ先：TEL：0986－23－4111 松本

●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

●求人先：小林市立病院

所 在 地：小林市細野２２３５－３

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

勤務時間：平日 8：15 ～ 17：00（応相談）

業務内容：臨床検査業務全般

問合せ先：事務所 TEL 0984-23-4711

●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

●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

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：財団法人宮崎県健康づくり協会

所 在 地：宮崎市霧島 1－１－２

採用条件：臨床検査技師 正職員 １名

Ｒ３年４月１日～

勤務時間： 8：30 ～ 17：15

業務内容：臨床検査業務全般

そ の 他：応募締切 R3年 1月 29 日

問合せ先：TEL 0985-38-5512 日高


