
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

11 月 12 日 第 2 回臨床血液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

11 月 26 日 第 1 回小林地区生涯教育研修会

12 月 3 日 第 1 回日南・串間地区生涯教育研修会

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。

●

今回会員の皆様により一層連盟を知って頂きたいと

考え、連盟に関するアンケート調査をお願いすることに

しました。アンケート内容につきましてはシンプルにな

っておりますので、ぜひ多くの方の協

力と連盟に対するご意見を頂きたいと

思います。（右記 QRコード）

またこのようなコロナ禍の状況ではあ

りますが、国民からの臨床検査技師の重要性や認知度が

高まっている中、臨床検査技師のさらなる地位向上や働

く環境の向上等を支援することが連盟の役割と考え、こ

れまで何度もお願いしてきました連盟入会をぜひお願

い致します。

●

日 時：11月 13 日（土） 19：00 ～ 21：00

場 所：宮崎観光ホテル ３階［碧翠燿の間］

全国「検査と健康展」宮崎会場の前日に、大楠先生と

忽那先生をお迎えして「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～」の講演をしていただきま

す。著明な先生方の貴重な講演ですの

で、是非ご参加をお願い致します。右

記 QR コードよりお申込みください。

●

日 時：11 月 14 日（日） 10：00 ～ 16：00

会 場：ニューウェルシティ宮崎

今年もマスク越しにキンモクセイの香りを嗅ぎなが

ら、秋を感じています。何を着てよいかわからないほど

の気温の変化ですね。皆様、体調を崩さないようにお気

を付けください。いよいよ全国検査と健康展 in 宮崎が

開催されます。忽那先生、大楠先生をお迎えして、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

本当の話をテーマに講演していただきます。高校生 3

名のパネラーとの座談会も楽しみです。

講演会をお聞きになりたい方は、席にまだ空きがござい

ますので、ぜひお申込みいただきますよう、よろしくお

願いいたします。

パネル展示 WG による動画、九州保健福祉大とのコラ

ボ企画臨床検査技師会のお仕事紹介動画（学生さん出演

による）どれも力作揃いです。ご視聴いただきますよう、

お願いいたします。別添のチラシの QR コードを読み込

むか、全国検査と健康展で検索してみてください。詳し

くは、別添のチラシをご覧ください。各 WG がんばっ

ております。よろしくお願いいたします。

日 時： 令和 3 年 10 月 12 日（火）19：30～21：00

場 所： ZOOM 会議 出席者 14名

1.報告事項 （抜粋）

１）会長
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＊全国「検査と健康展」宮崎中央会場の企画の審議を

お願いする

２）事務局

＊日本超音波医学会第 31回九州地方会学術集会の広報

依頼により会員一斉メールを送信

＊「災害対策支援規程」等及び当該規定に基づく都道府

県技師会との協定締結のための説明会に会長参加

＊日本医療マネジメント学会、後援名義使用許可を連絡

＊令和３年度九州支部会議に花牟禮会長と寺原副会長

が参加予定

＊宮崎県公衆衛生功労者表彰の推薦は健康づくり協会、

篠原貴子技師を推薦

＊受領文書 33通 公文書 7 通

３）会計

＊全国「検査と健康展」の通帳へ振込完了

４）組織

＊児湯地区研修会は日臨技申請し決算報告書を承認

＊日南地区予算申請書を承認

＊全国「検査と健康展」宮崎会場の準備はほぼ完了

５）学術

＊現在まで 14研修会を開催し日臨技申請は 10 研修会

＊宮崎県医師会精度管理は 10/13 試料作成 10/14 発送

＊10/24 臨地実習指導者講習会に寺原副会長が参加

＊県学会は来年度の総会と同日に行い、令和 4年 5 月

29 日に開催予定とする

＊研修会は他県からの会員参加も可能とする

２ 審議事項

＊全国「検査と健康展」宮崎会場について

 チラシを県立宮崎病院松羽技師が作成。アイコン募

集の表彰も完了

 新型コロナウイルス感染症が落ち着いているので現

地開催を予定

 宮崎日日新聞宮日ナビプラ日曜日の広告欄に掲載

 感染症セミナーは会報掲載、県医師会のメーリング

リスト、看護協会に広報

＊その他

 日臨技連盟アンケートはグーグルフォームで作成し

会報に掲載する

 タスク・シフト講習会は 12 月 19 日に熊本保健科学

大学にて開催。参加者の再確認を行う

 令和3年度地域ニューリーダー育成講習会12月開催

は見送り

 宮崎県医師会精度管理報告会の講師は宮崎大学医学

部附属病院梅北先生に講演依頼

【日 時】令和 3 年 11 月 12 日（金） 19：00～

【会 場】web 開催（申し込み、視聴方法は別紙参照）

【内 容】症例検討会（第 84回）

※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 ３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）

※詳細は配布済みの案内文を参照

【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 11 月 26 日（金）18：00～19：30

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

講演 1：「新型コロナウイルスの検査状況と今後」

小林市立病院 検査室 中屋敷 一美 技師

勉強会等のお知らせ

第 2回臨床血液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

第 1回小林地区生涯教育研修会



講演 2：「当院における新型コロナウイルスの

診療と検査」

宮崎大学医学部 救急医療・災害医療支援講座

小林市立病院 救急科 遠藤 穣治 先生

※詳細は同封済みの案内文を参照

【日 時】令和 3 年 12 月 3 日（金）17：40～18：40

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

講演：「新型コロナウイルス抗体検査の意義と

ワクチン接種等に関する最新の話題」

演者：アボットジャパン合同会社

診断薬機器事業部セールステクニカルソリューション部

学術情報室マネジャー 村上 聡 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

【日 時】2021 年 11 月 20 日（土）～12月 18 日（土）

【会 場】Web 開催

テーマ【臨地実習が変わる】

「－それは学生のために

それは新たな技師を迎える検査部のために－」

※詳細は同封済みの案内文を参照

＜入 会＞

735152 新村 知里 潤和会記念病院

384613 柏田 早希 千代田病院

735296 矢野 二美 野尻中央病院

＜異 動＞

454076 河合 一史 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を

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
＊募集を停止されている施設は

速やかにご連絡ください。

会員の動き （敬称略）

●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

日臨技九州支部臨床検査総合部門研修会

第 3回臨床微生物部門生涯教育研修会

第 1回日南・串間地区生涯教育研修会

●求人先：株式会社オファサポート

所 在 地：宮崎市島之内３５３５－２

採用条件：臨床検査技師 正社員 ３名

勤務時間： 9：00 ～ 18：00

週休二日制、時間外労働なし

業務内容：コロナウイルス PCR 検査業務

宮崎県委託事業

問合せ先：TEL：0985－71－0006(人事部 小倉)



●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：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：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



令和 3年 10 月吉日

施設連絡責任者 様

技師会会員 様

日本臨床検査技師連盟

宮崎県支部長 奥野 吉克

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会

会 長 花牟禮 富美雄

連盟のアンケート協力のお願い

日頃より技師会活動並びに連盟活動におきましては、たいへんお世話になっており

ます。またコロナ感染予防に関してはなかなか先が見えない中、大変なご苦労をされ

ていることと思います。

今回会員の皆様により一層連盟を知って頂きたいと考え、連盟に関するアンケート

調査をお願いすることにしました。アンケート内容につきましてはシンプルになって

おりますので、ぜひ多くの方の協力と連盟に対するご意見を頂きたいと思います。

またこのようなコロナ禍の状況ではありますが、国民からの臨床検査技師の重要性

や認知度が高まっている中、臨床検査技師のさらなる地位向上や働く環境の向上等を

支援することが連盟の役割と考え、これまで何度もお願いしてきました連盟入会をぜ

ひお願い致します。

連盟に関するアンケート下記 QR コードよりアクセス回答お願い申し上げます。

宮臨技会員方にお願いです。お忙しいところ恐縮ですがアンケートにご協力お願い

申し上げます。

問合せ先：宮崎県支部長 奥野 吉克

okuno-nobel.co.jp



令和 3 年 9 月吉日

関係各位

日臨技九州支部 支部長 佐藤 元恭

日臨技九州支部 学術部長 百田 浩志

臨床検査総合部門長 佐々木 高太郎

実務担当（佐賀県） 吉田 和正

令和 3年度日臨技九州支部臨床検査総合部門研修会のご案内

会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび、臨床検査総合部門研修会を、下記の要領にて開催致します。九州各県からの会員の

多数のご参加をお待ちしております。 また、申込み希望の方は、下記の「申込み要領」をご参

考の上、参加登録をお願い致します。

記

テーマ【臨地実習が変わる】

「－それは学生のために それは新たな技師を迎える検査部のために－」

日時：令和 3年 11 月 20 日（土）～12 月 18 日（土）

会場：WEB 開催（オンデマンド配信）

主催：一般社団法人 日本臨床検査技師会 九州支部

担当：一般社団法人 佐賀県臨床検査技師会 臨床検査総合部門



『日臨技九州支部 臨床検査総合部門研修会』

テーマ【検査部門の管理と運営】

【プログラム】

日時：令和 3 年 11 月 20 日（土）～12 月 18 日（土）

会場：WEB 開催（オンデマンド配信）

講演.1

「人材育成について ～臨地実習の法改正に伴う教育の現場から～」

講師 純真学園大学検査科学科 准教授 北里 謙二

講演.2

「当館における臨地実習の実施状況と今後の取り組みについて」

講師 佐賀県医療センター好生館 技師長 平野 敬之

講演 3

「－それは学生のために それは新たな技師を迎える検査部のために－」

講師 日本臨床衛生検査技師会 専務理事 深澤 恵治



【申込み要領】

 定員 ： 40 名

 参加費 ：1,000 円

 取得単位：生涯教育点数 ： 基礎 20 点

 申込み期間：2021 年 10 月 1 日(金) ～11 月 17 日（水）

 申込み方法：

1. 日臨技ホームページ(http://www.jamt.or.jp/)から会員専用ページにログインする。

2. 参加申請の事前参加申込より令和 3 年度日臨技九州支部臨床検査総合部門研修会を

選択し、事前参加申請を押す。

3. 必須事項に漏れがないように入力し、保存して閉じる。登録完了。

4. 登録したメールアドレスに受付完了のメールが届く。

5. 事務手続きのため、下記申し込み先に以下の項目についてメールにてご連絡下さい。

① 氏名 ②性別 ③会員番号 ④施設名 ⑤住所 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス

6. 参加費、振込先

唐津信用金庫 朝日町支店 普通 1107502

口座名義 ソウゴウブモンケンシユウカイ

*1 週間以上経過しても返信がない場合にはご連絡下さい。

 事前予約締め切り：令和 3 年 11 月 17 日（水）

 配信期間中に参加できるように、最終の締め切りを 12 月 15 日（水）までといたします。

 【問合せ先】〒847-0852

佐賀県唐津市元旗町 817 済生会唐津病院

検査科 吉田 和正

TEL：0955（73）3175 FAX：0955（73）5760

E-mail：Jouhou@saga.email.ne.jp



令和 3年 10 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

臨床血液部門長 久方 倫子

令和 3 年度第 2 回臨床血液部門生涯教育研修会のご案内

澄み切った秋空が清々しい季節になってまいりました。会員の皆さまにおかれましては新型コロナ

ウイルスの検査等で忙しい日々を送られていることと存じます。

本年度第 2回目の血液部門研修会を下記の日程で開催するはこびとなりました。実際に標本を観察

することができ、貴重な症例を経験するよい機会となります。ぜひご参加くださいますようお願い申

し上げます。

なお、COVID-19 の感染拡大の影響を鑑み、web 開催とさせていただきます。Teams を用いた web 研

修会となります。参加申し込み、視聴方法等は後日郵送にて送付します案内文をご確認ください。

参加登録には日臨技の会員番号が必要となります。参加申し込みの際は「会員番号、氏名、施設名」

を記載していただきますようお願い致します。また、参加をする際の「名前を入力」の欄には、必ず

施設名と氏名を入力してください。イニシャル等のみの入力では参加確認が困難となり、参加登録が

できませんのでよろしくお願い致します。

記

日 時：令和 3年 11 月 12 日（金） 19：00～

開催方式：web 開催 （申し込み方法、視聴方法は別紙参照）

内 容：症例検討会（第 84回）

症例 No.878

症例 No.879

症例 No.880

＊症例検討会の前に講演会を予定しております。

参 加 費：無料（非会員の方は 3,000 円徴収致します）

－問合せ先－
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令和 3 年 10 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

小林地区理事 川﨑 さゆり

第１回 小林地区研修会のご案内

謹啓

会員の皆様方におかれましては益々のご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、この度小林地区研修会を下記の日程、内容で開催いたしますのでご案内申し上げます。

今回は、小林市立病院 救急科 遠藤 穣治 先生 を講師としてお迎えし講演して頂きます。

ご多忙中とは存じますが、是非出席頂きますようお願い申し上げます。

研修会終了後は、意見交換会を予定しております。皆様のご参加をお待ちしております。

謹白

記

《日 時》令和 3 年 11 月 26 日（金） 18：00 ～ 19：30

《会 場》Web 開催（Zoom）

《内 容》

講演 1 「 新型コロナウイルスの検査状況と今後 」

小林市立病院 検査室 中屋敷 一美 技師

講演 2 「 当院における新型コロナウイルスの診療と検査 」

宮崎大学医学部 救急医療・災害医療支援講座

小林市立病院 救急科 遠藤 穣治 先生

《申し込み》

今回はオンライン（Zoom）での開催となります。

参加ご希望の方は下記アドレスか、ＱＲコードよりお申込みください。

登録の際は必ずご本名で登録して下さい。

お申し込み後招待メールが送付されますので、ご確認よろしくお願い致します。

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sce-vqTsiHdcJSbT4Q9R7G9h35XqGf1sY

※ 非会員の方は勉強会参加時、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

以上

［問い合わせ］

小林市立病院 臨床検査室 川﨑 さゆり

TEL：0984－23－8228



2021 年 10 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

日南・串間地区理事 橋本 務

第 1 回 日南・串間地区研修会のご案内

謹啓

会員皆様方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。

さて、下記日程、内容で日南・串間地区研修会を開催したいと思います。

会員皆様ご多忙中とは存じますが、是非出席頂きますようお願い申し上げます。

研修会終了後、意見交換会を予定しております。

謹白

記

【日 時】令和 3 年 12 月 3 日（金） 17：40 ～ 18：40

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

講 演 「新型コロナウイルス抗体検査の意義とワクチン接種等に関する最新の話題」

演者：アボットジャパン合同会社

診断薬機器事業部 セールステクニカルソリューション部

学術情報室マネジャー 村上 聡（むらかみ さとし） 先生

【申し込み】

今回はオンライン（Zoom）での開催となります。

参加希望の方は、11 月 28 日までに

https://forms.gle/VDuHLGjgT85cQda6A

もしくは QR コードからお申込みください。

11 月 29 日に（Zoom）の招待メールを送付予定です。

※ 非会員の方は勉強会参加時、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

以上

<問い合わせ>

愛泉会 日南病院 臨床検査課 橋本 務

Tel：0987－22－2171

E-mail：aisenkai_kensa@yahoo.co.jp
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令和 3 年度 日臨技九州支部卒後教育研修会

「第 6 回遺伝子部門研修会（ZOOM）」開催案内

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

主 催：(一社)日本臨床衛生検査技師会 九州支部

実務担当技師会：一般社団法人 佐賀県臨床検査技師会

【テーマ】「身近になった遺伝子関連検査をさらに臨床へ活かす!!

～資格取得を目指し、さらなるレベルアップを～」

【日 時】令和 4年 2月 12日（土）13：00～17：00

【場 所】WEB開催（ZOOMによるライブ配信）

【定 員】50名

【受講料】2,000 円

【日 程】

12：30 受 付

12：50 開講式／オリエンテーション

13：00 メーカーセミナー1

『遺伝子検査をもっと身近に ～進む個別化医療、遺伝子検査装置でできること～』

講師：アークレイマーケティング株式会社 学術推進チーム 和田 直也様

13：35 メーカーセミナー2

『国内におけるがんゲノム医療の体制とがん遺伝子パネル検査について

講師：シスメックス株式会社 LS市場開発部 エリアマーケティング課 遠藤 岬様

14：10 教育講演① 1.『資格取得への道～遺伝子分析科学認定士～』

講師：高邦会 高木病院 臨床微生物･遺伝子検査研究センター

真藤 和弘 技師

14：45 教育講演① 2.『資格取得への道～認定臨床染色体遺伝子検査技師～』

講師：雪の聖母会 聖マリア病院 中央臨床検査センター

白江 里佳 技師

15：20～15：30 休憩

15：30 教育講演② 『新型コロナウイルスに対する検査の考え方と当院の取り組み』

講師：長崎大学病院 検査部 佐々木 大介技師

16：05 特別講演 『遺伝子検査の現状と今後の展望』

講師：佐賀県医療センター好生館 検査部部長 安波 道郎先生

17：05 閉講式

研修会事務局

〒840-0861 佐賀県佐賀市嘉瀬町中原400番地

地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 検査部 山口 健太

Tel：0952-24-2171（内線 1684） FAX：0952-29-4328

Emai：yamaguchi-k@koseikan.jp


