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第4回常務理事会

第44回呉地区七夕学会
第17回広島ICT・AST活動研修会

東部地区新入会員オリエンテーション研修会
東部地区精度管理報告研修会
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平成30年7月12日（木）

平成30年7月5日（木）

第2回生涯教育講座(広島地区)

第4回常務理事会
会場：広島県臨床検査技師会事務所 18：30〜

会場：広島市立広島市民病院 10階講堂 18：30〜20：00

１．看護職の業務

平成30年7月7日（土）

講師：山本 雅子 先生 広島大学病院
担当：生涯教育委員会

第44回呉地区七夕学会
会場：ビュー・ポートくれ 14：00〜17：30

平成30年7月15日（日）

１．一般演題（６題）
２．特別講演Ⅰ『日臨技・短期海外留学制度に参加して
～広島から世界へ！英語力ゼロからの挑戦～』

東部地区新入会員オリエンテーション研修会
会場：福山市男女共同参画センター イコールふくやま 14：00〜15：30

１． 日本臨床検査技師会・広島県臨床検査技師会紹介・新入会員へのアドバイス

講師：小林 剛 技師 呉共済病院

講師：未定

３．特別講演Ⅱ『あなたは好かれる人？それとも嫌われる人？』

２．東部地区活動報告と活動計画 東部地区MLについて

講師：金本 實 技師 三次地区医師会臨床検査センター
担当：呉地区理事

講師：中宮 茂雄 組織調査副部長

３．新入会員へのアドバイス（技師３名）
講師：未定

平成30年7月7日（土）

４．新人紹介・役員紹介

第17回広島ICT・AST活動研修会

担当：組織調査部

会場：大正製薬 中四国支店 5階会議室 14：30〜17：30

１．臨床検査技師部会アンケート報告

平成30年7月15日（日）

講師：木場 由美子 技師 広島大学病院

東部地区精度管理報告研修会

２．耐性菌サーベイランス

会場：イコールふくやま 15：40〜17：45

講師：樫山 誠也 技師 広島大学病院

１．血液検査 精度管理報告

３．抗菌薬使用量サーベイランス

講師：清水 進弘 技師 福山市民病院

講師：佐和 章弘 先生 広島国際大学

４． 厚生労働省院内感染対策サーベイランス（JANIS）からみる薬剤耐性菌の動向
講師：川上 小夜子 先生 国立感染症研究所
担当：広島ICT活動研究会

２．一般検査 精度管理報告
講師：中村 菜摘 技師 中国中央病院

３．微生物検査 精度管理報告
講師：早田 奈都美 技師 福山市民病院

４．病理検査 精度管理報告

平成30年7月11日（水）

講師：岩川 梨帆 技師 福山市民病院

第2回呉地区細胞診研修会
会場：呉医療センター中国がんセンター 病理診断科 18：30〜21：00

１．体腔液細胞診の１例
講師：藤澤 宏樹 技師 呉医療センター・中国がんセンター

２．子宮内膜細胞診の１例

５．細胞診検査 精度管理報告
講師：村本 将太 技師 福山医療センター

６．生化学検査 精度管理報告
講師：森本 隆行 技師 広島大学病院
担当：東部地区理事

講師：道中 孝典 技師 中国労災病院
担当：呉地区理事

変更・追加がある場合はHPに掲載します

作成日

平成30年6月26日

平成30年7月19日（木）
呉地区輸血談話会
会場：呉共済病院 西館 3階 検査部 18：30〜20：00

１．ABO血液型検査の基礎と検査の進め方
講師：宗本 聖 技師 呉共済病院
担当：呉地区理事

平成30年7月21～22日（土～日）
病理細胞部門研修会「技」
会場：広島赤十字・原爆病院 9階 講堂 21日12：30〜22日12：00

１．平成30年度診療報酬改定における総論と各論（第13部）/ご参考
～これからを皆様と一緒に考える～
講師：恩田 和人 先生 サクラファインテックジャパン（株）

２．全国アンケート調査で見えた現状
～プレアナリシスの運用改善について考える～
講師：古屋 周一郎 先生 筑波大学附属病院

３．悪性腫瘍の分子病理的検査法と検体の取り扱い方
講師：佐々木 孝太 先生 ロシュ・ダイアグノスティックス（株）

４．薄切時に起きる現象と対策
講師：山本 竜一 先生 大和光機工業（株）

５．デジタルパソロジーがもたらす未来と、求められる役割
～変わりゆく現在地（いま）～
講師：栗田 佑希 先生 浜松医科大学医学部付属病院

６．知れば役立つ神経病理学
講師：倉重 穀志 先生 呉医療センター中国がんセンター

７．PDCAサイクルを活用した職場運用
講師：藤井 珠美 技師 広島県医師会臨床検査センター

８．ワーク:インシデントレポートの書き方と危険予知
講師：福原 由美 技師 広島県医師会臨床検査センター
担当：病理細胞部門

平成30年7月26日（木）
第2回生涯教育講座(東部地区)
会場：尾道市立市民病院 18：45〜20：15

１．看護職の業務
講師：佐藤 陽子 先生 広島大学病院
担当：生涯教育委員会

変更・追加がある場合はHPに掲載します

作成日

平成30年6月26日

