
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

10 月 8 日 第４回病理細胞部門生涯教育研修会

10 月 11 日 第 5 回病理細胞部門生涯教育研修会

10 月 13 日 第１回臨床微生物生涯教育研修会

10 月 30 日 第１回臨床生理部門生涯教育研修会

11 月 13 日 宮崎県感染症・微生物検査セミナー

11 月 14 日 全国「検査と健康展」2021 宮崎中央会場

11 月 17 日 第 2 回臨床微生物生涯教育研修会

12 月 15 日 第 3 回臨床微生物生涯教育研修会

＊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。

●令和３年度

9 月 18 日（土）に宮臨技セミナーを ZOOM にて開催

しました。6 部門の講演が行われ 90 名の参加者が

ありました。長時間の研修会でしたが、大変充実した研

修会となりました。講師・参加者の方、ご協力ありがと

うございました

●

8 月号で募集しました全国「検査と健康展」2021 の

アイコンが決定しましたので、報告させていただきます。

多数の応募いただきまして、応

募してくださった方、本当にあ

りがとうございました厳選な

る審査の上、決定させていただ

きました。選ばれたのは、県立

宮崎病院の松羽夕貴技師さん

の作品です。海と採血管のデザインで、「宮崎の自然」

と「臨床検査」を表しています。中央の採血管の色は太

陽やマンゴー、ピクトグラムでサーフィンを表現してい

ます。ちなみに波の形が心電図波形をイメ

ージしています。オリジナリティに溢れ、

元気が出るアイコンです。松羽さんには、

副賞のクオカード 5, 000 円を県立宮崎病

院にて贈呈しました。おめでとうございま

した。

アイコンを使って、SNS 配信を早速行

っています。最新情報をチェックしてみて

ください。フォロー、友達追加もよろしく

お願いいたします。

全国「検査と健康展」2021 中央会場

・日 程：2021 年 11 月 14 日（日）10：00～16：00

・会 場：ニューウェルシティ宮崎

・講演会：新型コロナウイルスと最前線で闘う医師

＆臨床検査技師の本当の話

・座談会：ど～なの？新型コロナウイルス感染症～

医師、臨床検査技師、高校生によるリアルミーティング

など、企画盛りだくさんです。

詳しくは、LINE、Instagram、Twitter、Facebook

最新情報をチェックしてください。

ワーキンググループメンバー一丸となって、心を燃やし

て取り組んでいます。よろしくお願いいたします。

事務局報告

事務局連絡

月月月月月月月

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

発 行 者 花牟禮 富美雄

編集責任者 神谷 英輝

＊原稿の申し込みは月末までにお願いします。
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日 時： 令和 3 年 9 月 14 日（火）19：00～20：30

場 所： ZOOM 会議 出席者 14名

1.報告事項 （抜粋）

１）会長

＊臨床検査技師に対する新型コロナウイルス感染症の

診断を目的とした PCR 検査のための鼻腔・咽頭拭い液

の採取に関する実技指導を自施設で行った場合には

施設長による証明書の取得を行う

＊タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講

習会は新型コロナウイルス感染症拡大により延期

２）事務局

＊令和 3 年度公衆衛生功労者表彰候補者、結核研究奨励

賞候補者の推薦者を募集

＊第 42 回全国歯科保健大会の後援承諾した

＊宮臨技ホームページに研修会案内タブを作成した。

＊受領文書 51通 公文書 1 通

３）組織

＊全国「検査と健康展」の各ワーキングループ会議を

４回 ZOOM 会議開催

４）学術

＊第 4回、第 5回病理細胞部門研修会企画申請書承認

＊第 1回、第 2回、第 3回臨床微生物部門研修会

企画申請書を承認

＊宮臨技セミナー配布資料を宮臨技ホームページに

掲載、参加者へメール連絡

＊10/24 臨地実習指導者講習会（Zoom 会議）に寺原副

会長が参加する

２.審議事項

 臨床生理部門長は辞任承諾。

田爪副部門長が代行をおこなう。

 宮臨技セミナーの質疑は各部門終了後に受ける。

 全国「検査と健康展」中央会場（宮崎県）について

＊プログラムが決定した。

講演会 13時から 15時まで講演会と座談会

＊各部門はパセル、You Tube 動画を作成する。

九州保健福祉大学と仕事説明動画作成する

＊全国「検査と健康展」アイコンは松羽技師の作品に

決定した

＊感染拡大した場合での講演会は WEB で行う。

開催１か月前までに判断する

＊前日の研修会は医療従事者に案内 120 名収容可能。

感染拡大により WEB 講演にするかは今後検討

＊宮崎県プライマリ・ケア研究会会誌 17 号 関係団体

行事予定に掲載する

【日 時】令和 3 年 10 月 8 日（金） 18：00～20：00

【会 場】Web(ZOOM)開催

【内 容】細胞検査士資格認定 1次試験の細胞像

試験対策

《領域》婦人科・呼吸器

18：00～18：30 問題提示(30 問)

18：30～20：00 解説

※詳細は配布済み案内文を参照

【日 時】令和 3 年 10 月 11 日（月） 18：00～20：00

【会 場】Web(ZOOM)開催

【内 容】細胞検査士資格認定 1次試験の細胞像

試験対策

《領域》呼吸器・消化器・体腔液・乳腺・甲状腺・

その他

18：00～18：30 問題提示

18：30～20：00 解説

※詳細は配布済みの案内文を参照

【日 時】令和 3 年 10 月 13 日（水） 18：00～19：00

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

講演 1：「古賀総合病院での SARS-Cov-2 qPCR 」

演者：古賀総合病院 中村 育代 技師

講演 2：「宮崎市郡医師会臨床検査センターにおける

新型コロナウイルス PCR 検査について」

演者：宮崎県医師会病院検査センター

吉野 かおり 技師

講演 3：「リアルタイム PCR の基礎原理と解析手法」

演者：サーモフィッシャーサイエンティフィッ

クライフサイエンスソリューションズライ

フテクノロジーズジャパン株式会社

白神 博 先生

※詳細は配布済みの案内文を参照

2021年度 第４回常務理事会議

第 1回臨床微生物部門生涯教育研修会

勉強会等のお知らせ

第 4回病理細胞部門生涯教育研修会

第 5回病理細胞部門生涯教育研修会



【日 時】令和 3 年 10 月 30 日（土）13：30～17：00

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

「症例紹介」

講師：田爪 聡子 技師（古賀総合病院）

河野 郁美 技師（西都児湯医療センター）

「超音波基礎講習～超音波検査士認定試験対策〜」

講師：堂埀 信道（ドタレ ノブミチ）先生

(キャノンメディカルシステムズ株式会社

九州支社 営業推進部主任超音波担当)

※詳細は同封済みの案内文を参照

【日 時】令和 3年 11 月 13 日（土）19：00～21：00

【会 場】宮崎観光ホテル ２階 ［碧翠燿の間］

【内 容】

講演 1：「感染症検査の最新トピックス 2021」

講師：大楠 清文先生

（東京医科大学微生物学講座教授）

講演 2：「未定」

講師：忽那 賢志先生

(大阪大学医学部附属病院感染制御部教授）

※詳細は同封の案内文を参照

【日 時】令和 3年 11 月 17 日（水）18：00～19：00

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

WEB 実習：「Dr.ジーン１ver2 大腸菌形質転換」

キットを使った実習

演者：都城医療センター 大塚 舞香 技師

講演 1：「形質転換について」

演者：都城医療センター 梅谷 昌司 技師

講演2：「超迅速 大腸菌のコンピテントセルの紹介」

演者：株式会社ニッポンジーン

南 利貴 先生

※詳細は配布済みの案内文を参照

【日 時】令和 3 年 12 月 15 日（水）18：00～19：00

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

WEB 実習：「NCBI BLAST を使用した BLAST 解析」

演者：都城医療センター 梅谷 昌司 技師

講演：

「イルミナ次世代シーケンサーを使用した

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ゲノム解析について」

演者：イルミナ株式会社 営業本部技術営業部

シニアアプライドゲノミクススペシャリスト

小林 孝史 先生

※詳細は配布済みの案内文を参照

メインテーマ 「Brush up!輸血検査」

～コロナの時代を研磨のチャンスに～

【日 時】2021 年 10 月 31 日（日）

【会 場】Web 開催

※詳細は配布済みの案内文を参照

【テーマ】『一般検査のさきにある臨床のためへ』

【日 時】2021 年 10 月 30 日（土）12：50～18：10

【場 所】オンライン開催（ZOOM ウェビナー 使用）

※詳細は同封の案内文を参照

＜異 動＞

236195 由良 祥子 医療法人隆徳会 鶴田病院

＜転出＞

718891 水口 颯 鹿児島県へ

＜転入＞

729775 大塚 滉平 自宅 広島県より

＊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を

お願いいたします。

会員の動き （敬称略）

日臨技九州支部卒後教育研修会

『第 19回輸血検査研修会』

第 3回臨床微生物部門生涯教育研修会

宮崎県感染症・微生物検査セミナー

第 2回臨床微生物部門生涯教育研修会

2021年度日臨技九州支部

臨床一般部門研修会

第 1回臨床生理部門生涯教育研修会



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：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 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

求人募集

●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

＊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：①任期付臨床検査技師 １名

②臨床検査技師 非常勤職員 １名

雇用期間：①R3 年 7 月 15 日～R4 年 5 月 18 日

②採用日～R4 年 3 月 31 日(1年毎の更新有)

勤務時間：①平 日 8：30 ～ 17：15

8：00 ～ 16：45

②平 日 8：30 ～ 15：30（６Ｈ）

8：00 ～ 15：00（６Ｈ）

※②は応相談

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：串間市民病院

所 在 地：串間市西方７９１７

採用条件：臨床検査技師 会計年度職員 １名

勤務時間： 8：30 ～ 17：15

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0987-72-1362（森）

●求人先：谷口病院

所 在 地：日南市風田３８６１

採用条件：臨床検査技師 パート職員 １名

勤務時間：平 日 8：15 ～ 13：15（応相談）

業務内容：検査業務全般

問合せ先：（午後）TEL：0987-27-3022 河野

●求人先：吉田病院

所 在 地：延岡市松原町８８５０

採用条件：臨床検査技師 正社員 １名

勤務時間： 8：30 ～ 17：00

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0982－37－0126

●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 正職員 若干名

R４．４．１～

勤務時間： 8：15 ～ 17：00

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0984-23-4711 事務部

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照



2021 年 10月吉日 

会員各位 

（一社）宮崎県臨床検査技師会 

臨床生理副部門長 田爪 聡子 

 

令和 3 年第 1 回臨床生理部門 生涯教育研修会 

超音波検査士認定試験対策基礎講義 

 

 超音波検査士認定試験対策の基礎講義を下記のとおり企画しました。昨年は、コロナ禍

のため、研修会企画が出来ず、会員の皆様にはご迷惑をお掛けしたことお詫び申し上げま

す。11月 28 日（日）に超音波検査士の認定試験が実施されます。独学では、難しい基礎

分野ですが、この研修会が必ずお力になれるものとお約束します。今後、受験をお考えの

方は参加を検討されて下さい。もちろん、受験されない方の参加も大歓迎でございます。

多数の参加をお願いいたします。 

 

記 

 

日時：2021 年 10 月 30 日（土）13:30～17:00 

会場：Web開催 

内容：『症例紹介』 

             講師 田爪 聡子技師（古賀総合病院） 

                河野 郁美技師（西都児湯医療センター） 

          『超音波基礎講習～超音波検査士認定試験対策～』 

             講師 堂埀 信道（ドタレ ノブミチ）先生 

（キヤノンメディカルシステムズ株式会社九州支社営業推進部主任超音波担当） 

 

＊参加申し込み：グーグルフォームにてお申し込みください。 

https://forms.gle/ji5nuPJWBNUFMhRZ6  

 

   参加費：技師会員（無料）、非会員（3,000 円） 

 

【主催】（一社）宮崎県臨床検査技師会 

【共催】キャノンメディカルシステムズ（株） 

‐連絡先‐古賀総合病院 田爪 聡子 

mail: tazume@kgh.or.jp 

https://forms.gle/ji5nuPJWBNUFMhRZ6


2021年9月吉日

会員各位

（一社）日臨技九州支部支部長 佐藤 元恭

（一社）日臨技九州支部学術部長 百田 浩志

（一社）日臨技九州支部臨床一般部門長 浦壁 順一郎

（一社）福岡県臨床一般部門長 川満 紀子

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

主 催：(一社)日本臨床衛生検査技師会

2021年度 日臨技 九州支部臨床一般部門研修会 開催案内

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

昨年から新型コロナ感染症が蔓延し、皆様のご施設でもご多忙のことと思います。また研修会で感染

面を考え、オンライン形式で開催することと致しました。今回の研修会では、『一般検査のさきにある臨床

のためへ』といったテーマで、臨床の先生にもご講演もご依頼し、検査のさきにいる患者のことを考えた結

果報告ができるような研修会を企画いたしました。まず、講演では、“あなたの疑問にお答えします、一般

検査のQ＆A”という内容で、尿検査・尿沈渣細胞形態・髄液体腔液で普段の検査で困っている点を少

しでも解決し日頃の検査に活かしていただきたいと思います。また、尿沈渣から病態のことを考え、泌尿

器・腎臓内科の各先生に尿検査からさらに行われている膀胱鏡や腎生検等の検査で臨床診断がどの

ようになされているか知り、私達からも有用となる検査結果を報告できるような知識を学んでいただきたいと

思います。お忙しい時期と思いますが、皆様の多数の参加をお待ちしております。

記

【テーマ】『一般検査のさきにある臨床のためへ』

【日 時】2021年 10月 30日（土）12：50～18：10

【場 所】オンライン開催（ZOOMウェビナー 使用）

【定 員】２００名

【受講料】1000円

【生涯教育】臨床一般検査分野 専門課程20点

※当研修会は日臨技認定一般検査技師資格更新指定研修会となっております。

研修会修了後のレポート提出をもって、参加登録致します。

【募集期間】2021年９月１０日（水）～ 2021年10月20日（水）

【申込方法】日臨技HP 研修会事前登録より申し込んで下さい。

【問合せ先】九州大学病院検査部 川満紀子

TEL:092-642-5742 E-mail：kawamitsu.noriko.842@m.kyushu-u.ac.jp



―プログラム―

１２：30～ ZOOM 入室開始

１２：５５～ 開講式

１３：00～ 講演１ “あなたの疑問にお答えします、一般検査のQ＆A 尿検査編”

講師：順天堂大学病院 脇田満 技師

１３：４０～ “あなたの疑問にお答えします、一般検査のQ＆A 尿沈渣 細胞鑑別編”

講師：国立病院機構 敦賀医療センター 佐伯仁志 技師

１４：２０～ “あなたの疑問にお答えします、一般検査のQ＆A 髄液・体腔液検査編”

講師：広島原爆・赤十字原爆病院 山下美香 技師

休憩 （10分）尿沈渣フォト

１５：１０～ 講演２ “尿沈渣検査から病態を読み解く”

講師： 国際医療福祉大学 宿谷賢一 技師

休憩 （10分）尿沈渣フォト

1６：00～ 講演３ “検査のさきの臨床の現場 泌尿器疾患”

講師： 九州大学病院 泌尿器科 門司恵介 先生

休憩

１７：００～ 講演 “検査のさきの臨床の現場 腎疾患”

講師： 候補 福岡大学病院 升谷耕介 先生

１８：００～ 閉講式

研修会修了後にgoogleフォームでのレポート提出で参加とみなします。

ZOOM でのオンライン研修では、参加時の名前は「会員番号 氏名」で入室ください。

研修会では随時チャットでの質問を受け付けております。



宮崎県
感染症・微生物検査セミナー

コロナ禍における感染症診療と検査
～最新の話題を含めて～

2021年
日 時 11月13日 19:00-21:00

宮崎観光ホテル２階［碧翠燿の間］ 宮崎市松山町1-1-1

土

19:00～20:00

講師:大楠清文 先生

(東京医科大学微生物学講座教授)

講演1

講演2

「 感染症検査の
最新トピックス2021 」

20:00～21:00

講師:忽那賢志 先生

(大阪大学医学部附属病院感染制御部教授)

「 未定 」

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会

問い合わせ先：担当事務局
TEL:0985-24-4181内線2068
（県立宮崎病院臨床検査科内）

主催：

事前予約制
定員現地100名（先着順）＋Web100名

事前予約制
定員現地100名（先着順）＋Web100名

申し込み方法
及び問合せ

右QRコードもしくは下記URLからお申
し込みください。
https://forms.gle/9PCTZyeig7awqrQa8

tel:0985-24-4181内線2068
tel:0985-24-4181内線2068

