
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

●情報発信のペーパーレス化について（第 2 報） 

 

 日臨技システム一斉メールを利用し、情報配信に関す

るアンケートを実施しました。これまでの回答率は９％

です。未回答の方は下記 QRコードよりご協力をお願い

いたします。また、日臨技システムの会員情報に「メー

ルアドレス」を登録しておく必要があります。宮臨技か

らのアンケート並びに PDF版の会報がメールで届かな

かった会員の方は、下記リンクより登録状況のご確認お

よびメールアドレスの登録をお願いいたします。 

 

・アンケート回答はこちらから☞ 

 

 

 ・メールアドレスの確認・登録はこちらから☟ 

https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login

.aspx 

 

・スマホ・タブレット等からの 

メールアドレス確認・登録  ☞ 

 

尚、メール添付の PDF ファイルで会報を閲覧すること

ができなかった方は、 

・Adobe Reader は PCにインストールされていますか   

・ブラウザーを最新版へ更新後に再度確認して下さい 

 

の確認をお願いします。上記を試してもメール添付 PDF

ファイルの閲覧ができない場合は、宮臨技 HPにも同じ

ものを随時アップしていますので、そちらからご参照く

ださい。 

●技師会活動等に関するアンケート 

 

私たちの生活に大きな変化をもたらした新型コロナ

ウイルス感染症は、経済活動を維持する段階に向かって

おり、With コロナ After コロナの活動を考えていく必

要があります。また、宮臨技の組織運営についても、皆

様のご意見をお伺いし、活発な活動に繋げたいと考えて

います。 

 つきましては、ご意見をお伺いするためにアンケート

を実施いたしますので、ご協力のほど宜しくお願いいた

します。 

 ※アンケートは別紙です。スマホ・タブレットより協

力可能な方は下記 QRコードより回答をお願いいたし

ます。 

※このアンケート結果は 2022年度日臨技九州支部医

学検査学会（久留米）のシンポジウムで利用する可能

性があります 

※2022年 9月 16日（金）までに回答をお願いいたし

ます 

                                                             

・技師会活動等に関するアンケートは 

こちらから☞ 

 

●研修会等の受講ならびに学会参加に際してのお願い 

 

現在、新型コロナ感染症の感染が急速に拡大しており

ますが、当会としましては、国や自治体の対応等に従い

事業を進めてまいります。 

 

「タスク・シフト／シェアに関する厚生労働大臣指定講

習会」をはじめ各研修会・学会等で現地参加する際には、

発熱や体調の変化に十分留意し参加の可否をご判断く

ださい。尚、参加する場合には、 
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1．マスクの着用 

2．新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)等 

の登録 

3．不要な会話を控える 

4．手指消毒の徹底 

5．昼食時等の黙食 

6．ワクチン接種 

等、感染拡大を防止するようご協力お願いします。 

 受講後に体調不良があり新型コロナ感染が判明した

場合は、主催技師会等へご連絡下さい。 

                     

日 時： 令和 4年 7月 13日（水） 19：30～21：00 

場 所： ZOOM会議  出席者 13名 

１ 報告事項  

 １）会長 

 ＊日臨技定時総会/理事会の報告（別紙報告書あり） 

 ＊九州支部内連絡会議/幹事・日臨技理事会議の報告 

 ＊宮崎医療管理専門学校からの報告：臨床検査技師養

成する学科を見送る 

 ＊みやざき健康ふくしまつり 11 月 3 日開催予定 

 ＊福岡県臨床検査技師会 70 周年：記念式典のみ 

 ＊沖縄県臨床検査技師会 70 周年：令和 5 年 1 月 28

日、記念式典・祝賀会予定 

 ＊理事変更に伴う登記（完了） 

 ＊公益目的支出計画報告書（提出） 

                  《承認》 

２）渉外 

＊連盟から特になし 

＊災害対策マニュアル取り組み 

＊昨年の会誌ファイルを竹ノ内副会長へ転送済み 

《承認》 

３）事務局 

＊令和 4 年度公衆衛生事業功労者表彰(日本公衆衛生

協会長表彰)の推薦について 7 月 28 日までに返答 

＊第 33 回宮崎県糖尿病教育セミナー後援趣意書回答 

＊精度管理血清の作製について申込（福岡県臨床衛生

検査技師会） 

＊宮臨技会誌をメールで試行配布・アンケート回収中 

＊会員情報のメルアド登録者数は 519 名中 498 名 

（内 10 名はメルアド不適） 

＊求人情報・出勤簿について確認      

《承認》                                        

４）庶務 

＊研修会・議事録など HP 掲載            《承認》 

５）会計 

＊賛助会員の入金確認                     《承認》 

６）組織 

＊医療功労者知事表彰式  

日時：令和 4 年 9 月 1 日(木) 16：00～(30 分程度) 

会場：宮崎県庁本館 

＊令和 4 年度公衆衛生事業功労者表彰（日本公衆衛生

協会長表彰）の推薦について該当者なし 

＊メーリングリストの確認完了（迷惑メールに振り分け

されていた） 

＊全国検査と健康展：イオンホール使用料 10 万円、チ

ラシにイオンの協賛の記載要望、参加者にアプリ等で

付加価値を付けることが出来ないか相談あり検討中 

＊退会処理報告                           

《承認》 

７）学術 

＊部門研修会：血液部門研修会終了報告、生理部門 

7月 9日研修会終了報告確認中、生理部門 7月 20日、

8 月 3 日研修会予定 

＊Zoom 投票機能設定などを講師が直接取り扱い可能

とする 

《承認》                              

２ 審議事項 

＊宮崎県臨床検査技師会 LINE 公式アカウントのロゴ 

を全国検査と健康展のロゴをデジタル化し転用する 

予定 

＊常務理事の名刺について作成予定 

＊会報メール配布のアンケートについて現在 34 名の 

回答あり 9 割以上がメール配布でよいと回答、紙ア 

ンケートも会報に入れ、意見を集めて会員の過半数 

の意見が集まればメール配布へ移行を実施予定 

＊多職種（コメディカル）へ講師料の支払いは県外の臨

床検査技師が講師になった時の金額に合わせる 

＊理事の承認が得られれば組織運営規定の中にコメデ

ィカルの文言を記載する 

＊タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講 

習会について会場の都合と講師の都合のすり合わせ 

で日程が組めていない。前日夕方 2 時間くらいの準 

備が必要。日程が分かり次第、早めに連絡を行う予定 

＊PC 購入についてノート PC を 2 台にし、事務所 1 台 

と学術管理 1 台で貸出し易いように大学病院か県立 

宮崎病院へ保管する。学会等の時は事務所 PC を会 

2022 年度 第４回常務理事会 



場へ持っていき 2 台を受付用、映写用で運用する。 

ライセンスと PDF ファイル変換ソフトは今後検討 

＊技師会の運営をコロナ禍でどう行ってきたのか今後 

どうしたいか（九州支部医学検査学会シンポジウム 

アンケートの件）については保留 

＊理事、部門員等の活動費、理事行動費（宮臨技に関す 

る業務を行った月ごとの時間数を 3 カ月毎に所定の 

書式で自己申告する）、座長依頼時の参加費・旅費を 

今後検討 

＊全国検査と健康展の詳細計画は組織にて検討 

＊精度管理血清の作製について申込（郵便物）が申込期 

限を過ぎて届いた件→封を開けなくともすぐに事務 

局へ送るように会長より事務所へ要望する 

＊宮臨技会誌の発送日 9 月中を予定、Reversed CPC や 

会員（賛助会員）投稿の内容を検討→一般会員や賛助 

会員への投稿の呼び掛けをする 

＊会誌用の学会の抄録を PDF ファイルで寺原副会長へ

送る 

＊2021 年度日臨技九州支部学会 岩切雄也様「日臨技

支部学術奨励賞」授賞決定及び表彰式について(通知) 

ご本人と施設長宛に届いている 

＊学術部門の後身を育てる→責任者連絡会議で各施設

の繋がりを作る、各部門役員の輪番制を検討 

 《承認》 

３ 次回 令和 4 年度第 5 回理事会   

  令和 4 年 9 月 14 日（水）19：30 ～                  

 

 

 

                                          

                               

 

【日 時】令和４年 9月 4日（日）9:55～16:45 

【会 場】日向市文化交流センター 小ホール 

【内 容】糖尿病発症の予防・治療・合併症の進展防止・

患者さん教育などの知識習得 

【受講料】3,000円 

【定 員】100名 ＊定員になり次第、締切 

＊事前申込が必要です。 

申込フォーム等、詳細は宮臨技ホームページを参照                     

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

●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  

 

急募！ 

●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) 

求人募集 

●求人先：都城夜間急病センター 

所 在 地：都城市太郎坊町 1364 番地 1 

採用条件：臨床検査技師 看護師（准看護師を含む） 

若干名（２名づつの交代制と考えています） 

時給 3,000円 

雇用期間：採用者の希望に応じる（夜間急病センターの発

熱患者や市中の COVID-19患者が減少するまで） 

勤務時間：18：00～22：00 延長有（要相談） 

業務内容：医師が指示した患者の咽頭拭い液の採取 

および COVID-19抗原検査 

  問合せ先：都城健康サービスセンター 検査課 中島  

     TEL 0986-36-8730 内線 7159 

     E-mail:kensa@miyakonojokenko.com 

勉強会等のお知らせ 

●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  
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