
＜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。

〇令和 4 年度宮崎県臨床検査技師会定期総会及び

第 58 回宮崎県医学検査学会について

5 月 29 日(日)に令和 4 年度定期総会及び第 58 回宮崎

県医学検査学会を開催いたします。学会は一般演題 4 題

と特別公演 1 題を予定しております。今年度もＷｅｂ開

催となりますが、多数の会員の皆様の参加いただきます

ようよろしくお願いします。なお詳細は別添ファイルを

ご確認ください。定期総会議案書等については後日メー

ル等も活用し送付いたします。

〇新規入職者へ技師会加入の呼びかけを！

会員情報に変更のあった方は各自変更を。

4 月になり、フレッシュな新入職員を迎えた施設も多

いかと思います。新規入職者へ会員の皆様は技師会加入

を呼びかけいただきますようよろしくお願いします。ま

た、各個人の状況（勤務先・住所）や施設連絡責任者に

変更があった場合は各自・各所属で日臨技 HP より変更

をお願いします。不明な点は事務局までご連絡ください。

〇宮崎県におけるタスクシフト/シェアに関する厚生労

働大臣指定講習会は延期となりました。

標記については、令和 4 年 4 月 24 日（日）に開催す

る予定でしたが参加者が規定人数に満たなかったとこ

と新型コロナウイルス感染症の拡大により中止となり

ました。次回開催は未定ですが、決定次第お知らせしま

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。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（基礎研修は無料です）。

日 時： 令和 4 年 4 月 24 日（木） 19：30～21:00

場 所： ZOOM 会議 出席者 13名

１．報告事項

１）会長

＊タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講

習会は申込 50 名以下の場合は延期とする

＊フィオーレ KOGA 看護専門学校の視察を行い会場

として問題なかった

＊「宮島よしふみ君を応援する会」に参加し宮島会長

が参議院立候補を辞退するとの報告があった

＊公益目的支出計画の変更は県へ提出し変更許可さ

れた。来年度に終了予定 《承認》

２）事務局

＊日臨技九州支部医学検査学会（第 56 回）一般演題

募集依頼

＊令和 4 年度「宮崎県医療功労者知事表彰」候補者の

推薦について審議をお願いする

＊日臨技無料職業紹介所の廃止並びに求人情報のリ

ンクのお願いの審議をお願いする 《承認》

３）庶務

＊会員数 501 名、７名入会、2 名が申請中 《承認》

４）会計

＊令和 3 年度の会計報告は会計事務所に送り確認依頼、

4/15 に令和 4 年度予算について協議を行う

事務局報告
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＊4/25 監事との監査を行う 《承認》

５）学術

＊2022 年度定期総会議案書（案）を送付したので確

認・変更をお願いする

＊県学会は一般演題４演題の登録があった。特別講演

講師の選出をお願いする。

＊坂下理事に臨床一般部門長を兼務していただく。臨

床生理部門長は河野技師へお願いした。 《承認》

２．審議事項

＊令和４年度定期総会について

県や行政との繋がりの窓口として渉外担当の副会

長を新設し定款の変更を会員へ提案する

議案書は印刷し各施設へ配布。PDF として会員への

一斉メールを行う

議長は猪崎技師長と阿波野技師長にお願いする。書

記、議事録署名人を検討する

技師会パソコンなど備品を更新するための予算を

考慮する

ZOOM での部門会議費、学会座長推薦の旅費等も今

後、考慮する

＊支部学術部門長について

支部学術部門長は日臨技九州支部佐藤支部長と百

田学術部門長により検討中 《承認》

３．次回 令和 4 年度第 2 回常務理事会

令和 4 年 5 月 19 日（木）19：30～ ZOOM 会議

※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

問合せ先：TEL：0985－47－3744

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

●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)

●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

●求人先：宮崎生協病院

所 在 地：宮崎市大島町天神前１１７１

採用条件：臨床検査技師 正職員 １名

非常勤 1 名(任期付もしくは毎年更新)

勤務時間：平日 8：15 ～ 16：45

土曜 8：15 ～ 12：15

※非常勤の方、時間、曜日応相談

業務内容：生理検査、一般検査、輸血検査

正職員は超音波検査を主に実施

非常勤は検体検査を主に実施

問合せ先：TEL：0985－24－6585(検査科直通 柳田)



令和 4 年 5 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定期総会及び

第 58 回宮崎県医学検査学会のお知らせ

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定期総会

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。

記

令和 4 年度宮崎県臨床検査技師会定期総会及び第 58 回宮崎県医学検査学会

【日 時】 令和 4年 5月 29 日（日） 9:00～13:00 （8:40 より入室可能）（予定）

【会 場】 Web 開催

【開会式】 9：00～9：10

【一般演題】 9：10～9：50

1． ALP の IFCC 法試薬での基礎的検討

宮崎県立宮崎病院 臨床検査科 工藤 千穂

2．当院において適合血の選択に苦慮した症例

宮崎県立宮崎病院 臨床検査科 横田 実季

3．当院生理検査室におけるパニック所見報告の現状

宮崎大学医学部附属病院 検査部 堀内 美穂

4．コロナウイルス感染症流行前後の血液培養検査実態

宮崎県立宮崎病院 臨床検査科 岩切 雄也

【特別講演】 10：00～１1：00

「困難さを抱える多様な学生の理解と合理的配慮

～ 合理的配慮提供の法的義務化を踏まえた臨地実習指導 ～」

講師 熊本保健科学大学 客員教授 嶋田 かをる 先生

※引き続き「令和 4年度宮崎県臨床検査技師会定期総会」

【参加申込先】

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqcuuoqTssH9GXrHn-scMHW

V4f-608f-KO

登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

連絡先 〒 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

℡：0982-63-1321 E-mail：t.terabaru@hyuga.saiseikai.or.jp


