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第1回 生理検査部門研修会　～脳波～

CBC測定装置を使いこなそう！
～各メーカーの良いところ不満なところ～

施設連絡責任者等対象
タスク・シフティング啓発推進事業研

病理細胞部門　精度管理報告会
令和3年度　広臨技　定期総会

2021年 一般社団法人

広島県臨床検査技師会事務所

 （082）502-6011 FAX（082）502-

6031
6月

2021年6月3日（木）

第3回常務理事会

時間：18：30～19：30

開催方法：オンライン会議（Cisco Webex使用)

場所：任意の場所

※開催日までにミーティング番号、パスワードをお知らせします。

変更・追加がある場合はHPに掲載します。 作成日 2021年5月31日

広臨技行事予定

2021年6月5日（土）

CBC測定装置を使いこなそう！

～各メーカーの良いところ不満なところ～

時間：14：30～17：00

開催方法：Web研修会（Cisco Webex使用）

演題：令和2年度広島県精度管理調査報告

講師（血算）：塔村亜貴技師広島赤十字・原爆病院

講師（血液フォト）：岡田卓也技師 JR広島病院

演題：CBC測定装置を使いこなそう！

～各メーカーの良いところ不満なところ～

講師（シスメックス編）：河井真子技師広島市立広島市民病院

講師（コールター編）：広実 早苗技師尾道市立市民病院

講師（シーメンス編）：岡田 未来依技師 広島総合病院

講師（アボット編） ：又賀 史織技師広島市立安佐市民病院

申込は、終了しました。

※詳細は、広臨技ウエブサイトのイベントカレンダーを

ご覧下さい。

2021年6月12日（土）

病理細胞部門 精度管理報告会

時間：13:00～17:00

開催方法：Web研修会（Webex使用）

演題１ 令和2年度広島県精度管理報告～細胞部門～

講師：永崎裕志技師 広島赤十字・原爆病院

演題２ 令和2年度広島県精度管理報告～病理部門～

講師：束田 美加技師 興生総合病院

演題３ 令和2年度日臨技精度管理報告会～細胞部門～

講師：山下倫子技師 広島市立安佐市民病院

演題４ 令和2年度日臨技精度管理報告会～病理部門～

講師：石田克成技師 広島大学病院

※事前参加登録制

申込期間：2021年5月15日（土）～2021年6月6日（日）

※詳細及び参加申込みは、広臨技ウエブサイトのイベント

カレンダーをご覧下さい。

2021年6月12日（土）

令和3年度 広臨技 定期総会

時間：15:00～17:00

開催場所：広島市立広島市民病院 10F講堂

※オンライン開催へ変更になることもあります。

15：00～15：30 表彰式

15：30～17：00 定期総会

※詳細は、広臨技ウエブサイトのイベントカレンダーをご覧下さい。

担当：事務局

2021年6月26日（土）

第1回生理検査部門研修会 ～脳波～

時間：13:30～15:00

開催方法：Web研修会（Webex使用）

演題：基礎から学ぶ脳波検査～基礎編～

講師：見世敬子技師平田内科

演題：基礎から学ぶ脳波検査～症例編～

講師：小山由実技師広島大学病院

※事前参加登録制

申込期間：2021年5月7日（金）～2021年6月13日（日）

※詳細及び参加申込みは、広臨技ウエブサイトのイベント

カレンダーをご覧下さい。

2021年6月27日（日）

施設連絡責任者等対象

タスク・シフティング啓発推進事業研修会

時間：13:00～17:00

開催方法：Web研修会（Webex使用）

1．会長挨拶 森田益子 会長 （広島県臨床検査技師会）

2．講演１ 宮島喜文 会長 （日本臨床検査技師会）：30分

3．講演２ 横地常広 副会長（日本臨床検査技師会）：60分

4．質疑応答

5．グループ討議 勤務環境を改善し臨床検査技師への

タスク・シフティング推進（予定）

※事前参加登録制

申込期間：2021年6月1日（火）～2021年6月14日（月）

申込時注意事項：

施設連絡責任者等（技師長・副技師長等の管理者）対象の

研修会です。

※詳細及び参加申込みは、広臨技ウエブサイトのイベント

変更・追加がある場合はHPに掲載します。 作成日 2021年5月31日
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