
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

5 月 29 日 令和 4年度宮崎県臨床検査技師会総会

・第 58 回宮崎県医学検査学会

＊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。

〇第 58 回宮崎県医学検査学会演題募集開始！！

5 月 29 日(日)に第 58 回宮崎県医学検査学会を開催す

る予定となり3月7日から演題募集を開始しております。

県学会は初めての学会発表の場として、中堅からベテ

ランが、今までの成果を披露する場として絶好の機会で

す！ぜひ多数の演題登録をよろしくお願いします。

詳細は別添資料ご確認ください。総会の詳細・招集に

ついては後日別途案内いたします。

〇宮崎県におけるタスクシフト/シェアに関する厚生労

働大臣指定講習会の開催について

標記については、新型コロナウイルス感染症第６波を

考慮し令和 3 年度中の開催を断念いたしました。現在、

令和 4 年 4 月 24 日（日）を開催予定として準備を進め

ており決定しだい日臨技 HP 等にて案内する予定です

（新型コロナウイルスの感染状況により延期する場合

もあります）。

講習会（実技）に参加申込するためには、事前に日臨

技 HP より基礎研修（700 分）を申込、受講終了してお

く必要があります。実技講習は定員 60 名（参加申込順）

で開催いたしますが、50 名以上の参加者が無い場合は

開催を延期することになります。令和4年3月6日現在、

基礎研修受講終了者 14名、受講中の方が 24 名です。700

分の基礎研修は、視聴動画中に出てくるキーワードと数

問のテストを受ける必要がありますので、早めに受講い

ただけますようお願いいたします（基礎研修無料）。

日 時： 令和 4 年 2 月 24 日（木）19：30～20：30

場 所： ZOOM 会議 出席者 12名

１. 報告事項 （抜粋）

１）会長

＊公益目的支出はコロナ禍 により計画通り進まず、

今年度中の終了が不可能である。公益目的支出計画を

１年延期する事を常任理事会にて承認された

＊2/5 九州部幹事会議にて次のとおり報告があった

・日臨技理事会議行動費は他の会議等と同じにす

る案になった

・九州支部医学検査学会第 55 回（沖縄県担当）の

収支報告は最終的には黒字になった

・九州支部医学検査学会第 56 回（福岡県担当）

日時：令和４年 11 月 5 日（土）6 日（日）

会場：久留米シティプラザ

一般演題 5 月頃募集、協力をお願いする

・福岡県臨床衛生検査技師会 8 月に創立 70 周年記

念式典を開催

＊宮崎県タスクシフトシェア厚生労働省指定講習会

は 4/24 に決定、講師決定後案内文書作成

基礎講習は現在履修済 14 名、受講中 21 名。受講時

間が長時間の為、早めの受講をお願いする

＊次期支部学術部門長選出について各部門長で検討

をお願いする（第 3 希望まで可能）

＊学術部門会議は各県が所有する Zoom アカウント

による WEB 会議を利用する

＊各県に依頼がある座長の学会参加（参加費・旅費）

については今後検討する 《承認》
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２）事務局

＊第 56 回医学検査学会シンポジスト選出について

＊第 71 回日本医学検査学会一般演題座長推薦

＊会報への会員情報の掲載について 《承認》

３）庶務

＊特になし

４）会計

＊宮崎県プライマリ・ケア研究会会費、子宮頸がん

考える会寄付、九州地区プール血清作成費振込完了

＊各地区・部門の収支決算書作成後、会計への返金

をお願いする 《承認》

５）組織

＊特になし

６）学術

＊九州支部臨地実習指導者講習は次回６月に開

催、参加協力をお願いする

＊令和４年度定期総会と学会を 5/29 に同時開催予

定、演題募集を事前に案内する

＊各地区・各部門は定期総会議案書の活動報告書の

作成をお願いする

＊宮崎県タスクシフトシェア厚生労働省指定講習

会の参加協力をお願いする 《承認》

２. 審議事項

＊令和４年度定期総会・県学会について

参加者が 100 名超える可能性があるので ZOOM

ビジネスプランを検討する。特別講演演者に希望が

あれば寺原副会長へメール連絡する

＊宮崎県タスクシフトシェア厚生労働省指定講習

会について

タスクシフト講習会各施設への案内をお願いし

て 3 月中に基礎講習は受けてもらう

＊個人情報保護の観点から会報への会員情報、会誌

への会員名簿は掲載しない事とする 《承認》

３. 次回 令和 3 年度第 9 回常務理事会

日程 ： 3 月 24 日（木）19：30

会場 ： ZOOM 会議

※今後会員の動きについては会報に掲載しないことと

なりました。会員情報についての問い合わせは事務局ま

でお願いします。

＊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
＊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：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 １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)

会員の動き

●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非常勤臨床検査技師 1名

雇用期間：①採用日～R5 年 4 月 26 日（予定）

※育児休業代替のため

②採用日～R5 年 3 月 31 日（毎年更新）

※基本的に継続更新

勤務時間：①平 日 8：30 ～ 17：15

②平 日 8：30 ～ 15：30（6 時間）

応相談（12：30 までの 4 時間でも可）

業務内容：検査業務全般

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照



令和４年３月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

会 長 花牟禮 富美雄

タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会（実技講習）の

ご案内

早春の候、皆さまにおかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、下記の通りタスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会（実技講習）を開催いた

します。つきましては、基礎研修を受講終了後、お申込みください。

記

【日 時】 令和 4年 4月 24 日（日）

受付時間 ： 8：30 ～ 8：55 講習時間 ： 9：00 ～ 16：45

【場 所】 フィオーレＫＯＧＡ看護専門学校

〒880-0879 宮崎市宮崎駅東 2丁目 2番 10 号

【募 集】 定員 60 名（申込順：定員を超えた場合は次回の開催時に受講いただきます）

参加者が 50名に満たない場合は、講習会は延期になる場合があります。

また、新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては延期になる場合があります。

【申 込】 日本臨床衛生検査技師会ホームページの専用ページより申込ください。

講習会（実技）に参加申込するためには、事前に日臨技 HPより基礎研修（700 分）を

申込、受講終了しておく必要があります。

700 分の基礎研修は、視聴動画中に出てくるキーワードと数問のテストを回答する必要

がありますので、早めに受講いただきますようお願いいたします（基礎研修は無料です）。

【申込締切】 令和 4年 4 月 14 日（木）

【参加費締切】令和 4年 4 月 14 日（木）

クレジットカード決済と払込票方式決済がありますが、払込票方式決済の場合は払込票

（請求書）が届くまで 1週間ほどかかりますので、講習会申込日によっては参加費入金

締切に間に合いませんのでご注意ください。

【その他】 宮崎県臨床検査技師会会員および宮崎県にお住いの非会員については、実技講習会は

宮崎県で開催する講習会を受講することになっています。転勤等で県外に異動される方

で、異動先の都道府県で受講される方は異動後に申し込みください。

以上

＜問合せ連絡先〉

宮﨑江南病院 検査部 花牟禮 富美雄

TEL ： 0985-51-7575

Mail ： fytrhanahana＠gmail.com



タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会 実技講習カリキュラム 

 

日  程 
令和 4年 4月 24日（日） 受付時間： 8：30 ～ 8：55   

             講習時間： 9：00 ～ 16：45    

会  場 
フィオーレＫＯＧＡ看護専門学校 

〒880-0879 宮崎県宮崎市宮崎駅東 2 丁目 2 番 10 号       ℡0985-38-8010 

 

 

目  標 

１. 臨床検査技師の責任及び業務の範囲を理解し、実施手順、禁忌事項、感染管理、医療安全対策及

びこれらの緊急時対応を理解し、適切に従事できる能力を身につける。 

２. 解剖並びに検査前の患者の状態・心理的配慮について理解し、検査を行う上で患者の状況にあ

った説明ができる。 

３. 使用器具等についての基礎原理・構造・使用方法ならびに実施方法を理解し、適切な説

明ができる。 

募集人員    60名 

参加資格 臨床検査技師免許取得者 

受 講 料 
会員 15,000円、 

非会員 40,000円（資料代含む）  ※ 申し込み後の受講料の返金は致しません。 

申込締切 令和 4年 4月 14日（木） 

入金締切 令和 4 年 4月 14日（木） 

申込方法 日臨技ホームページの「指定講習会専用ページ」から申し込みください。 

問合せ先 

〒143-0016 東京都大田区大森北4-10-7   

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会 担当 

TEL: 03-5767-5541（直通）  E-mail：task-shift2@jamt.or.jp 

 

厚労大臣 

告示指定 

 

●良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一 

部を改正する法律附則 14条の研修（令和 3年 7月 9日厚生労働省告示第 274号） 

検体採取等の関連業務 省令 4項目 

●臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づ

き厚生労働大臣が指定する研修（令和 3年 7月 9日厚生労働省告示第 276号） 

政令追加 2行為 

●医政発 0709第 7号（令 和 3 年 7 月 9 日）臨床検査技師等に関する法律施行令の

一部を改正する政令等の公布について 

新たに業務範囲に追加された行為に関する研修について 

省令追加 4項目 



注意事項 

１. 指定講習会の受講申し込みは「臨床検査技師タスクシフト/シェアの厚生労働大臣指

定講習会の案内」画面から「受講申込方法」の該当者欄を確認し「講習会に参加を申

し込む」をクリックして参加申し込みをして下さい。 

２. 指定講習会受講申し込みは、全てホームページ上で行いますので、必ず日臨技から届

く返信メールを確認し、必要な手続きを行って下さい。 

３. 指定講習会当日は、必ず受講票を各自印刷の上、必ず写真を貼付しご持参ください。 

４. 指定講習会の講義順序や時間なども変更となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※時間割については開催会場毎に異なります。 

※基礎動画につきましては事前に会員専用ページよりご視聴下さい。 

 

3つのグループに分類し、ローテーションをして実技講習を受講 
していただきます。 

 

8：30 ～ 8：55  受 付 

 

9：00 ～ 9：25  開講挨拶・オリエンテーション 

 

9：30 ～ 11：30  コンテンツ 1： Group A 

コンテンツ 2： Group B 

コンテンツ 3： Group C 

 

11：30 ～ 12：20  昼食・昼休み 

  昼食・昼休み中に成分採血等の実技動画を視聴していただきます＜動画視聴 20分＞ 

   ・成分採血等（静脈路を確保し、成分採血のための装置を接続する行為、 

成分採血装置を操作する行為、終了後に抜針及び止血する行為） 

 

12：20 ～ 14：20  コンテンツ 1： Group C 

コンテンツ 2： Group A 

コンテンツ 3： Group B 

 

14：35 ～ 16：35  コンテンツ 1： Group B 

コンテンツ 2： Group C 

コンテンツ 3： Group A 

 

16：35 ～ 16：45   閉講式 

 

 

コンテンツ 1（計 120分）参加者（Group A→ Group C→ Group B） 

                   

・静脈路確保（採血に伴い静脈路を確保し、電解質輸液（ヘパリン加生理食塩水を含む）を

接続する行為）                      ＜実技動画視聴 10 分 + 手技講習 70 分＞ 

   ・造影剤注入等（超音波検査に関連する行為として、静脈路を確保して、造影剤を接続し、

注入する行為、当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血する行為） 

                                        ＜実技動画視聴 10 分 + 手技講習 30 分＞ 

講師：宮崎大学医学部附属病院 大津山 加奈子 

宮崎大学医学部附属病院 鳥丸 瑠美 



 

 

 

 

 

コンテンツ 2（計 120分）参加者（Group B→ Group A→ Group C） 

                           

・皮下グルコース検査持続皮下グルコース検査（当該検査行うための機器の装着及び脱着

を含む）                              ＜実技動画視聴 10 分 + 手技講習 30 分＞ 

講師：社会医療法人同心会古賀総合病院 平川 真紀 

・吸引痰検査のために、経口、経鼻又は気管カニューレ内部から喀痰を吸引して採取する 

 行為                                ＜実技動画視聴 10 分 + 手技講習 70 分＞ 

             講師：地域医療機能推進機構宮崎江南病院 黒木 晋作 

 

コンテンツ 3（計 120分）参加者（Group C→ Group B→ Group A） 

                          

・肛門機能直腸肛門機能検査（バルーン及びトランスデューサーの挿入（バルーンへの空気

の注入を含む）並びに抜去を含む。）    ＜実技動画視聴 10 分 + 手技講習 40 分＞ 

・内視鏡検体採取消化管内視鏡検査・治療において、医師の立会いの下、生検鉗子を用いて

消化管から組織検体を採取する行為   ＜実技動画視聴 10 分 + 手技講習 40 分＞ 

講師：潤和会記念病院 佛坂 正幸 

 

・誘発電位検等運動誘発電位検査・体性感覚誘発電位検査に係る電極（針電極を含む）の装

着及び脱着                      ＜実技動画視聴 20 分＞ 

 

時間割 

  9：00 

     ～9：25 

 9：30 

   ～11：30 

 12：20 

   ～14：20 

 14：35 

  ～16：35 

開会挨拶 

オリエンテーション 

GroupA 

(コンテンツ 1） 

GroupA 

(コンテンツ 2） 

GroupA 

(コンテンツ 3） 

GroupB 

(コンテンツ 2） 

GroupB 

(コンテンツ 3） 

GroupB 

(コンテンツ 1） 

GroupC 

(コンテンツ 3） 

GroupC 

(コンテンツ 1） 

GroupC 

(コンテンツ 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィオーレＫＯＧＡ看護専門学校       ・宮崎駅東口から徒歩約 1分 

   ※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用いただくか、近くの有料駐車場をご利用ください 



令和 4 年 3 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

会 長 花牟禮 富美雄

令和 4 年度宮崎県臨床検査技師会総会及び

第 58 回宮崎県医学検査学会演題募集のお知らせ

余寒の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。令和 4年度宮崎県臨床検査技師会総会及び

第 58回宮崎県医学検査学会を下記のとおり開催いたします。多くの皆様のご参加をお待ち申し上げてお

ります。つきましては、演題を募集いたしますので、下記要領により、ご応募いただきますようお願い

いたします。総会詳細については後日連絡いたします。

記

令和 4 年度宮崎県臨床検査技師会総会及び第 58 回宮崎県医学検査学会

【日 時】 令和 4年 5月 29 日（日） 9:00～14:00 （8:40 より入室可能）（予定）

【会 場】 Web 開催 orハイブリッド開催

【演題募集期間】 3 月 7 日（月） ～ 4月 22 日 （金）

演題名、筆頭演者及び共同演者名、所属、連絡先(メールアドレス)を、

下記申込先寺原までメールにてお申し込み下さい。

【抄録〆切】 5 月 13 日 (金)

5 月 13 日までに、抄録ファイルを下記申込先寺原までメールにて送付下さい。

【抄録提出要領】

雛形にて提出ください。文字形式・ピッチの変更はしないようにお願いします。

※抄録雛形は宮臨技ＨＰ（ご案内・各種申込書）の宮臨技会誌書類

「県学会抄録用紙」をダウンロードして下さい。

http://www.miyazaki-mt.or.jp/information.html

動画の使用については、事前にご連絡ください。動作確認をお願いいたします。

【演題申込先】

〒 889-0616 宮崎県東臼杵郡門川町南町 4-128

済生会日向病院 臨床検査室 寺原 孝弘

TEL ：0982-63-1321

E-mail：t.terabaru@hyuga.saiseikai.or.jp


