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北部地区研修会

第１回東部地区臨床微生物部門研修会

専門-20

専門-20

金

金

平成30年度広臨技定期総会

第1回東部地区血液研修会
東広島地区研修会
第17回呉地区生理検査研究会
第31回備後糖尿病チーム医療研究会

基礎-30

専門-20
基礎-20
専門-20
専門-20

平成30年6月2日（土）
北部地区研修会
会場：広島三次ワイナリー 14：00〜17：00

１．いまさら聞けない精度管理の基礎知識～苦手な統計を克服する～
講師：安東 大輔 先生 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス（株）

２．脂質検査の標準化 HDL-C、LDL-Cを中心に
講師：兼本 勝利 先生 積水メディカル（株）

３．脂質検査をめぐる最近の話題
講師：高橋 恵祐 先生 協和メディックス（株）

４．尿酸がみえると、高尿酸血症・痛風の診療は変わるか
講師：嶋埼 一成 先生 帝人ファーマ（株）

５．症例報告～高尿酸血症のエコー～
講師：瀬戸 学 技師 庄原赤十字病院
担当：北部地区理事
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一般検査研修会
第1回臨床微生物部門研修会

専門-20
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呉地区研修会

専門-20

生物化学分析部門研修会
生理検査部門研修会（心電図入門）

専門-20
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平成30年6月15日（金）
第17回呉地区生理検査研究会
会場：呉共済病院 南2階第一会議室 18：30〜20：00

１．呉共済生理検査で35年学んだ事(仮) ～おとぼけおやじのぼやき～
講師：西山 博 技師 呉共済病院
担当：呉地区理事

平成30年6月15日（金）
第31回備後糖尿病チーム医療研究会
会場：まなびの館ローズコム 4F中会議室 19：15〜20：45

１．当院における糖尿病サポート外来の取り組み
講師：安友 彩華 先生 中国中央病院

２．地域での糖尿病支援～当院の役割～
講師：岡崎 眞由美 技師 日本鋼管福山病院

３．新しいチーム医療のかたちとその実践
平成30年6月7日（木）
第１回東部地区臨床微生物部門研修会
会場：福山市民病院 本館2F講堂 18：45〜20：15

１．抗菌薬適正使用観点での敗血症診療ガイドライン変更とPCT測定
講師：坂野 公彦 先生 アボットジャパン（株）

２．結核症の現状とμ-TASを用いた遺伝子検査新システムのご紹介
講師：濱田 貴俊 先生 富士フイルム和光純薬（株）
担当：東部地区理事

平成30年6月9日（土）
平成30年度広臨技定期総会
会場：ホテルニューヒロデン 16：00〜18：00
１． 定期総会及び表彰式 16:00～18：00
２． 表彰祝賀会 18：30～20：30
担当：事務局

講師：利根 淳仁 先生 岡山大学病院
担当：東部地区理事

平成30年6月16日（土）
第1回一般検査研修会
会場：広島赤十字・原爆病院 ９階講堂 14：00〜17：30

１．平成29年度広島県医師会精度管理調査報告
（一般検査フォトサーベイ・尿定性検査）
講師：佐々木 彩 技師 呉共済病院

２．尿定性検査の基礎知識（仮）
講師：未定 栄研化学株式会社

３．プロ直伝！尿沈渣の見方 ―臨床に伝えたい尿沈渣像とは―
講師：横山 貴 先生 東京女子医科大学病院

４．腎疾患の整理 ―技師に必要な腎疾患の知識とは―
講師：加藤 裕一 先生 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター
担当:臨床一般部門

平成30年6月14日（木）
第1回東部地区血液研修会
会場：尾道市立市民病院 大会議室 18：45〜20：30

１． CBCのここに気をつけよう
講師：新保 文代 先生 ベックマン・コールター（株）
担当：東部地区理事

平成30年6月14日（木）
東広島地区研修会
会場：東広島医療センター 大中会議室 19：00〜20：00

１． 胃癌に対する腹腔鏡手術
講師：池田 昌博 先生 東広島医療センター
担当：東広島地区理事

平成30年6月16日（土）

第1回 臨床微生物部門研修会
会場：広島大学医学部第2講義室 14：30〜17：00

１．臨床現場を変える新しい遺伝子検査－GeneXpertのご紹介－
講師：田島 久大 先生 ベックマン･コールター（株）

２．質量分析法の基礎と当院での使用経験
講師：高岡 俊介 技師 広島赤十字・原爆病院

３．これからは耐感（体幹）も鍛えましょう！
中村流（竜）耐感トレーニング
講師：中村 竜也 先生 京都橘大学
担当：庄原赤十字病院 検査技術課 辻 隆弘

平成30年6月21日（木）
呉地区研修会
会場：呉共済病院 南2階第1，2会議室 18：30〜20：00

１．糖尿病関連マーカーについて
講師：近藤 大 先生 協和メディックス(株)
担当：呉地区理事

平成30年6月23日（土）
生物化学分析部門研修会
会場：広島赤十字・原爆病院 東棟９階講堂 13：30〜17：00

１．自動分析装置の基礎 (仮）
講師：小島 和茂 先生 日本電子株式会社

２．臨床検査技師が行うRCPC
講師：藤本 一満 先生 倉敷芸術科学大学

３．臨床検査技師が行うRCPCー症例解説者①ー
講師：岡本 潤 技師 広島市立安佐市民病院

４．臨床検査技師が行うRCPCー症例解説者②ー
講師：五嶋 優子 技師 日本鋼管福山病院
担当：生物化学分析部門

平成30年6月23日（土）

生理検査部門研修会（心電図入門）
会場：広島市立広島市民病院 10F講堂 14：00〜17：00

１．心電図（基礎編）
講師：梶川 裕子 技師 マツダ病院

２．心電図（不整脈編）
講師：本堂 夏実 技師 JA広島総合病院

３． 心電図（虚血編）
講師：中本 里美 技師 県立広島病院
担当：臨床生理部門
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