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病理細胞部門研修会

精度管理報告会

専門-20

月

病理細胞部門研修会 精度管理報告会
会場：JR広島病院 大会議室
13：30〜16：30
１． 平成30年度広島県精度管理報告 ～病理部門～
まゆみ

技師

呉市医師会臨床検査センター

２． 平成30年度広島県精度管理報告 ～細胞診部門～
講師：小林

剛

技師

呉共済病院

３．平成30年度日臨技精度管理報告 ～病理部門～
講師：石田

克成

技師

広島大学病院

４．平成30年度日臨技精度管理報告 ～細胞診部門～
講師：信広 亮輔 技師
担当：病理細胞部門

第1回理事会

呉地区研修会

専門-20

血液研修会① 基礎を知るものは血液を制す！

土

専門-20

血液研修会① 基礎を知るものは血液を制す！
会場：広島市立広島市民病院 10階講堂 15:00 ～ 18:00
１．平成30年度広島県医師会精度管理調査報告（血算）
講師

塔村

亜貴

技師

広島赤十字原爆病院

２．平成30年度血液形態フォトサーベイ解説～日臨技、広島県医師会～
講師

岡田

卓也

技師

JR広島病院液

３．考える臨床検査技師になろう！
講師
担当

今田 昌秀 先生
臨床血液部門

川崎大学附属病院

呉共済病院

2019年4月24日（水）
広島・西部地区レクリエーション（プロ野球観戦）
会場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 17:30 ～ 21:30

2019年4月18日（木）

担当

第1回常務理事会
会場：広島県臨床検査技師会事務所 17：00〜

広島・西部地区理事

2019年4月25日（木）
呉地区輸血談話会

2019年4月18日（木）

会場：呉共済病院 西館 3階 検査部

第1回理事会
会場：広島県臨床検査技師会事務所 18：30〜

呉地区研修会
会場：呉医療センター中国がんセンター11階カンファレンス室
18：30〜19：30

１． 腹部超音波検査の実際
技師

NHO東広島医療センター

18：30〜20：00

１．血液型検査の基礎知識とダラツムマブが輸血検査に与える
影響と対応について
講師
担当

2019年4月18日（木）

講師：上田 信恵
担当 呉地区理事

第1回常務理事会

2019年4月20日（土）

2019年4月14日（日）

講師：竹内

水

久保 文香
呉地区理事

技師

呉医療センター

2019年4月27日（土）
総合管理部門講習会
会場： 医療法人翠清会 翠清会梶川病院 2階ホール
14：00〜17：00
１． 当院の医療安全改革と取り組み
～厚生局安全管理勉強会の参加報告～
講師： 平田 明子 技師 翠清会梶川病院
２． 多職種協働の医療安全活動 ～チームで何ができるといいですか～
講師： 佐藤 恭江 先生 岡山医療生活協同組合総合病院 岡山協立病院
３．認知症の検査・評価について
～検査・評価から診断・治療へどうつなげるか～
講師： 三森 康世 先生 広島国際大学 総合リハビリテーション学科
担当：総合管理部門

変更・追加がある場合はHPに掲載します

作成日

2019年3月29日

2019年6月22日（土）

2019年6月29日（土）

北部地区研修会

生物化学分析部門研修会

会場：広島三次ワイナリー（株） 14：00〜17：00

１．心電図の基礎（仮）
講師：江藤 睦 技師 JA吉田総合病院

２．採血ガイドラインについて（仮）
講師：未定 テルモ（株）

３．ALPの測定法変更について（仮）
講師：未定 （株）シノテスト
担当：北部地区理事

会場：県立広島病院 新東棟2階研修室 14：00〜17：00

１．梅毒検査について-ガイドラインをベースに-（仮）
講師：渡邉 翠 先生 デンカ生研（株）

２．肝線維化マーカー M2BPGiについて（仮）
講師：加藤 寛隆 先生 シスメックス（株）

３． NASH/NAFLDのオーバービュー ～脂肪肝の画像診断のみに頼るな～
講師：兵庫 秀幸 先生 JA広島総合病院 消化器内科 肝臓内科主任部長
担当：生物化学分析部門

2019年6月23日（日）

2019年6月29日（土）

第1回東部地区輸血検査研修会

臨床微生物部門研修会

会場：福山市民病院 本館2階 講堂 14：00〜16：30

１．輸血検査の基礎 ～ABO/RhD血液型～
講師：斎藤 大輔 先生 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
担当：東部地区理事

2019年6月27日（木）
第1回生涯教育講座(東部地区)
会場：福山市医師会館 4階演習室 18：45〜19：45

１．大人の発達障害
講師：吉元 一峰 先生 広島県発達障害者支援センター
担当：生涯教育委員会

会場：広島大学医学部 第2講義室 14：30〜17：30

１．未定
講師：未定 日本BD

２．振り返ってみよう、広島県臨床検査精度管理調査（仮）
講師：長岡 里枝 技師 広島大学病院

３．振り返ってみよう、日臨技精度管理調査（仮）
講師：樫山 誠也 技師 広島大学病院

４．新しいウイルス感染症 SFTS のすべて
〜患者発見の物語から最新の知見まで〜
講師：高橋 徹 先生 山口県立総合医療センター
担当：臨床微生物部門

2019年6月29日（土）
第1回臨床一般部門研修会
会場：広島大学医学部 第4講義室 14：00〜17：30

１．尿蛋白 ～P/CとA/Cの有用性ってなに？
講師：徳永 裕介 技師 広島赤十字・原爆病院

２．血球類といえば・・・白血球！ ～白血球からのメッセージ～
講師：吉永 治代 先生 （株）エスアールエル 関西検査部 大阪エリア検査課

３．見つけてよかったマルベリー ～マルベリーからのメッセージ～
講師：滝沢 恵津子 先生 大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部

４．ファブリー病って何？ ～自験例からみた心・腎病変を含めて～
講師：藤井 隆 先生 JA広島総合病院 臨床研究検査科 部長
担当：臨床一般部門

変更・追加がある場合はHPに掲載します

作成日 2019年5月24日

2019年8月24日（土）
第2回血液部門研修会 細胞の 歩み～分化・成熟過程～を見てみよう！
会場：広島大学医学部 基礎講義棟2階形態実習室 14：00〜18：00

１．未定
講師：シーメンス学術部 シーメンスヘルスケア（株）

２． 広島県における末梢血塗抹標本の染色に関するアンケート調査報告
講師：西村 龍太 技師 広島赤十字・原爆病院

３．幼若細胞攻略スライドカンファ（仮）
講師：中川 浩美 技師 広島大学病院

４．症例報告①
講師：河井 真子 技師 広島市立広島市民病院

５．症例報告②
講師：坂本 美智子 技師 広島市医師会臨床検査センター

６．症例報告③
講師：井上 礼子 技師 県立広島病院

７．症例報告④
講師：又賀 史織 技師 安佐市民病院
担当：臨床血液部門

変更・追加がある場合はHPに掲載します

作成日 2019年7月24日

2019年9月14日（土）

2019年9月29日（日）

輸血検査研修会

細胞検査士1次試験対策

会場：県立広島病院 緩和ケア病棟2階 総合研修室 14：30〜17：30

１．当院の輸血管理業務 ～業務支援と輸血療法の質向上を目指して～
講師：篠田 大輔 先生 社会医療法人 製鉄記念八幡病院

２．安佐市民病院での認定輸血看護師の活動（仮）
講師：松永 佐予 先生 広島市立安佐市民病院

３．大量出血時の対応 ～大量出血時、麻酔科医は何を考えているか～
講師：澤登 慶治 先生 香川大学医学部附属病院
担当：輸血細胞治療部門

会場：広島赤十字・原爆病院 10：00〜17：30

１．細胞検査士1次試験対策 ～試験概要～
講師：平田 千絢 技師 広島赤十字・原爆病院

２．細胞検査士1次試験対策 ～婦人科～
講師：荻野 恭平 技師 福山市民病院

３．細胞検査士1次試験対策 ～呼吸器～
講師：内畠 由加里 技師 広島大学病院

４．細胞検査士1次試験対策 ～乳腺甲状腺～
講師：菅 亜里紗 技師 呉医療センター・中国がんセンター

2019年9月26日（木）
第2回生涯教育講座(広島地区)
会場：福山市医師会館 4階演習室 18：45〜19：45

１．災害の備えについて
講師：上田 貢 先生 広島県危機管理監 減災対策推進担当
担当：生涯教育委員会

2019年9月28日（土）

５．細胞検査士1次試験対策 ～体腔液～
講師：山田 康博 技師 興生総合病院

６．細胞検査士1次試験対策 ～消化器～
講師：越智 真悠 技師 広島大学病院

７．細胞検査士1次試験対策 ～泌尿器その他～
講師：斎藤 陽一 技師 呉共済病院

８．細胞検査士1次試験必勝法！！
講師：森 康浩 先生 倉敷芸術科学大学
担当：病理細胞部門

遺伝子ハンズオン（リアルタイムPCRでキャンピロバクター検出）
会場：広島大学医学部講義室 形態系実習室 13：00〜17：00
定員：ハンズオン（24名）、聴講（+60名） ※参加事前登録制

１．鶏肉からのキャンピロバクターPCR検出
～リアルタイムPCRでのハンズオン～
講師：渕田 比呂志 技師 三原市医師会病院

２．リアルタイムPCRの基礎と応用（仮）
講師：長谷 麻樹子 先生 Roche テクニカルサポート部
担当：染色体・遺伝子検査部門

＜内容詳細＞
鶏肉表面の菌を綿棒にて採取し、DNA抽出、試薬混和、リアルタイムPCR
を行います。実習ではこれらの実技の合間に、座学としてリアルタイムPCR
についてRoche学術より基礎的な内容を講義していただきます。
＜申し込み方法＞
事前申し込み用メールアドレス ： fuchita.1229@gmail.com
下記の内容を記載していただき、9月13日までにお申し込みください。
①会員番号、②所属、③氏名をご連絡ください。

変更・追加がある場合はHPに掲載します

作成日 2019年8月22日

2019年11月17日（日）

2019年11月22日（金）

第26回福山医学祭

東広島地区意見交換会

会場：福山市医師会館 9：00〜16：00

１．当院における長時間ホルター心電図検査について

会場：ちろりん 19：00〜21：00
担当：東広島地区理事

講師：神野 みちる 技師 脳神経センター大田記念病院

２．定期健康診断等における随時血糖値の判定基準の検討
講師：折坂 智恵子 先生 中国労働衛生協会

３． eyeball LVEF統一を目的とした外部精度管理の取り組み
講師：堤 克英 技師 福山市民病院

４．心臓超音波検査で術後の僧帽弁収縮期前方運動（SAM）を発見した1例
講師：浜本 莉沙子 技師 福山市民病院

５． 当院におけるステント再狭窄治療の現状
講師：藤本 龍之介 先生 福山循環器病院
担当：東部地区理事

2019年11月24日（日）
初級・職能開発講習会
会場：広島赤十字・原爆病院 9階会議室 10：00〜16：00

１．医療情勢と今後の方向性について
講師：宮島 喜文 会長 日本臨床衛生検査技師会

２．多様なニーズに対応する臨床検査技師のあり方
講師：森田 益子 会長 広島県臨床検査技師会

３．e-ラーニングの説明
講師：小松 浩基 組織調査副部長 広島県臨床検査技師会

2019年11月17日（日）

４． グループワーキング
担当：組織調査部

生理検査部門研修会（心電図検査）
会場：広島大学医学部医学科 広仁会館 13：30〜17：15
定員：150名 ※参加事前登録制（締切日2019年11月10日まで）

１．心電図（基礎編）
講師：中迫 祐平 技師 広島赤十字・原爆病院

２．心電図（不整脈編）
講師：横山 幸枝 技師 広島大学病院

３．心電図（虚血編）

2019年11月28日（木）
第3回生涯教育講座(東部地区)
会場：尾道市立市民病院 18：45〜19：45

１．性同一性障害について（仮）
講師：杉本 盛人 先生 尾道市立市民病院 泌尿器科
担当：生涯教育委員会

講師：福間 輝行 技師 広島市立広島市民病院

４． 不整脈関連における植込みデバイスについて
講師：佐川 弘之 先生 フクダ電子広島販売（株）
担当：生理検査部門

2019年11月29日（金）

東広島地区研修会
会場：社会医療法人千秋会 井野口病院 中会議室 18：30〜20：00

１．ALP、LDにおけるIFCC基準測定操作法への移行
～市場状況と実態～
講師：長尾 章子 先生 栄研化学（株）
担当：東広島地区理事

変更・追加がある場合はHPに掲載します

作成日 2019年10月24日

2019年12月15日（日）

2019年12月21日（土）

輸血検査 実技研修会

総合管理部門研修会

会場：広島大学医学部保健学科 12：00〜17：30
定員：16名 ※参加事前登録制（申込受付終了）
参加費：5,000円（参加費納入方法は別途ご連絡いたします）
主な内容：凝集判定の目合わせ 、ABO・RhD血液型検査、
交差適合試験 、不規則抗体検査
担当：輸血細胞治療部門

会場：広島トヨペット（株）CLiP HIROSHIMA ナレッジルーム
13：30〜16：00
定員：30名 ※参加事前登録制（申込締切日：2019年12月2日まで）

１．JCCLS標準採血法ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂のポイントに合わせた採血関連
製品適正使用について ～今年3月に改訂された内容の説明～
講師：木村 直嗣 先生 テルモ（株）広島支店 地域医療チーム

２．認知症患者さんへの接し方 ～検査場面での対応ポイント～
講師：西野 真佐美 技師 翠清会梶川病院

３．チームで取り組む医療安全 ～多職種協働の取り組みについて～
講師：佐藤 恭江 先生 岡山医療生活協同組合総合病院 岡山協立病院
担当：総合管理部門

＜申し込み方法＞
申込方法：️
noudock@suiseikai.jp または、FAX082-244-7191
申込内容：①氏名、②会員番号、③施設名、④電話番号、
⑤駐車場利用の有無（先着5名様）、
⑥飲料の有無（事前予約制）
申込期間：2019年10月1日（火）～2019年12月2日（月）

変更・追加がある場合はHPに掲載します
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31
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― 元旦 ―

第10回常務理事会

第4回理事会
令和２年広臨技新春祝賀会

― 成人の日 ―
第4回生涯教育講座（広島地区）

基礎-20

第2回広臨技ニューリーダー育成研修会

基礎-20

第4回生涯教育講座（東部地区）

基礎-20

病理細胞研修会
第4回血液研修会
生物化学分析部門研修会

専門-20
専門-20
専門-20

東広島地区研修会

専門-20

第2回東部地区病理細胞診研修会

専門-20

月

第10回常務理事会

輸血検査研修会

第4回理事会
会場：ホテルグランヴィア広島 16：00〜

2020年1月11日 （土）

令和2年新春祝賀会
会場：ホテルグランヴィア広島 3F 天平 18：00〜20：30
担当：事務局

2020年1月14日（火）

第4回生涯教育講座(広島地区)

URL：http//www.hiroringi.or.jp/

専門-20
専門-20
専門-20

2020年1月18日（土）

2020年1月11日（土）

☎（082）502-6011 FAX（082）502-6031

第3回臨床一般検査部門研修会
輸血検査研修会
東部地区生理研修会

2020年1月9日（木）
会場：広島県臨床検査技師会事務所 18：30〜

一般社団法人
広島県臨床検査技師会事務所

会場：県立広島病院 緩和ケア病棟2階 総合研修室 14：30〜17：00
１． これから始める輸血検査の精度管理
講師：太田 宇海 先生 ｵｰｿ・ｸﾘﾆｶﾙ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ（株）

２．アルブミン製剤の適正使用について
～善意の献血から患者さんの治療のために～
講師：岡島 文子 先生 一般社団法人 日本血液製剤機構

３．輸血科でのアルブミン製剤一元管理に向けての取り組みと
管理後1年後の現状について
講師：宗本 聖 技師 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院

４．輸血部でのアルブミン製剤一元管理について
講師：芝 昭博 技師 広島赤十字・原爆病院

５．輸血部での一元管理と課題 ～薬剤部から輸血部への移管～
講師：矢内 綾佳 技師 広島大学病院
担当：輸血細胞治療部門

会場：広島市民病院 10階講堂 18：30〜19：30

１．自己の成長と組織のチーム力を高めるために
講師：山出 久男 先生 ㈱サンフレッチェ広島 アカデミー部長
担当：生涯教育委員会

2020年1月18日（土）
東部地区生理研修会
会場：JA尾道総合病院 5階会議室 15：00〜17：00

2020年1月18日（土）
第3回臨床一般検査部門研修会
（日臨技認定一般検査技師更新指定研修会）
会場：広島赤十字・原爆病院 9階講堂
12:30～18:30（11：45より受付開始）
定員：100名 ※参加事前登録制（申込締切日：2019年12月23日まで）
１． 尿沈渣でのウイルス感染細胞

～アデノウイルスを加えて、臨床に役立つ情報を～
講師：川満 紀子 先生 九州大学病院 検査部 主任

２．UF-5000での新たな臨床貢献
講師：蛯名 秀峰 先生 シスメックス（株） 学術本部

３．血液学的アプローチによる体腔液の検査について
講師：新保 敬 先生 獨協医科大学病院 臨床検査センター 副技師長

４．尿沈渣から考える糸球体疾患 ～新たな視点！ポドサイト～
講師：横山 千恵 先生 筑波大学付属病院 検査部

５．症例を考えてみよう
講師：広島県臨床検査技師会 臨床一般部門員
担当：臨床一般部門

１． 乳がん検診の落とし穴 ～マンモグラフィ読影のポイントと症例提示～
講師：藤井 清香 先生 日本鋼管福山病院
担当：東部地区理事

2020年1月19日（日）
第2回広臨技ニューリーダー育成研修会
会場：広島赤十字・原爆病院 東棟９階 講堂 10：00〜17：30

１．医療情勢と今後の広臨技の方向性について
講師：森田 益子 会長 広島県臨床検査技師会

２．次世代リーダーに求められる資質
～タスクシフト / シェアリング・その先に！！～
講師：横地 常広 副会長 日本臨床衛生検査技師会

３．オリエンテーション（課題解決に向けた目標のストーリー作成）
講師：河野 雄一 技師 済生会呉病院

４．各グループ発表
担当: 組織調査部

2020年1月23日（木）

2020年1月25日（土）

第4回生涯教育講座(東部地区)

生物化学分析部門研修会

会場：尾道市立市民病院 18：45〜19：45

１．自己の成長と組織のチーム力を高めるために
講師：山出 久男 先生 ㈱サンフレッチェ広島 アカデミー部長
担当：生涯教育委員会

2020年1月25日（土）

会場：県立広島病院 新東棟2階研修室 14：30〜17：30
１． 血清ビリルビン分画定量測定の有用性
講師：平野 祐樹 先生 （株）LSIメディエンス

２．ALP、LDの測定方法の変更について
講師：田川 将人 先生 関東化学（株）
担当：生物化学分析部門

病理細胞研修会
会場：広島大学医学部 講義室1 13：00〜17：00

１． 広島県細胞検査士会活動報告
講師：柏原 倫子 技師 広島市立安佐市民病院

２．子宮頚部細胞診とハイリスクHPV持続感染エビデンス
講師：大橋 健太 先生 ロシュ・ダイアグノスティックス（株）

３．免疫細胞病理学 ～リンパ球増殖性病変の考え方～
講師：舩本 康申 先生 総合病院回生病院
担当：病理細胞部門

2020年1月25日（土）
第4回血液研修会 ～造血器腫瘍におけるFCMの見方・考え方～
会場：広島大学病院 基礎講義棟2階 形態実習室 14：00〜18：00
１． 造血器腫瘍におけるFCM報告書の読み方
講師：山岡 源治 先生 愛媛県立医療技術大学 准教授

２．症例報告①
講師：高岡 衣里賀 技師 広島赤十字・原爆病院

３．症例報告②

2020年1月28日（火）

東広島地区研修会
会場：社会医療法人千秋会 井野口病院 中会議室 18：30〜20：00
１． スパイロメトリーの基礎知識
講師：西貝 学 先生 チェスト（株）
担当：東広島地区理事

2020年1月30日（木）
第2回東部地区病理細胞診研修会
会場：福山市民病院 二階講堂大 18：30〜20：30
１． 症例1
講師：荻野 恭平 技師 福山市民病院

２．症例2
講師：村本 将太 技師 福山医療センター

３．症例3
講師：森 智紀 技師 三原市医師会病院
担当：東部地区理事

講師：宮本 一代 技師 中国中央病院

４．症例報告③
講師：梶原 享子 技師 広島大学病院
担当：臨床血液部門

変更・追加がある場合はHPに掲載します

作成日 2019年12月18日

2020年

広臨技行事予定表

2月

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

URL：http//www.hiroringi.or.jp/
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第5回理事会
集まれ！広臨技
第37回広島県医学検査学会

水
第11回常務理事会

第2回東部地区生化・免疫検査合同研修会

専門-20

― 建国記念の日 ―

基礎-20

木

第6回呉地区研修会

基礎-20

広島県臨床検査データ標準化事業報告会

専門-20

基礎-20
専門-30

2020年2月6日（木）

2020年2月15日（土）～2月16日（日）

第11回常務理事会

第37回広島県医学検査学会

会場：広島県臨床検査技師会事務所 18：30〜

2020年2月8日（土）

第2回東部地区生化・免疫検査合同研修会
会場：福山市民病院 14：00〜16：00
１． ALP-IFCC、LD-IFCC法切替に向けて

～酵素測定法の変遷と現状について～
講師：西川 敦子 先生 富士フィルム和光純薬（株）

２．試薬導入時の検討内容と注意点
講師：兼本 勝利 先生 積水メディカル（株）
担当：東部地区理事

2020年2月13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．がん患者の精神症状 ～気持ちのつらさ～
講師：野村 拓司 先生 東広島医療センター
担当: 東広島地区理事

会場：広島YMCA 国際文化センター 本館 国際文化ホール
15日14:00～16日16:30
メインテーマ：新しい時代を迎えて
＜1日目＞

みんなで考える症例検討会 Ⅰ「おなかが痛い」 Ⅱ「足がしびれる」
（※クリッカーを使用した参加型の検討会）

＜2日目＞

モーニングセミナー
臨床支援を見据えたこれからの検査室 ～聖隷浜松病院での取り組み～
講師：米川 修 先生 聖隷浜松病院

ランチョンセミナー
１．敗血症早期診断のための新たな可能性
講師：奥野 文大悟 先生 ベックマン・コールター（株）

２．肝疾患診療における腹部超音波と検査技師の役割
～当院での取り組みを踏まえて～
講師：高木 慎太郎 先生 広島赤十字・原爆病院

市民公開講座
がんの本質に迫る 「がんゲノム医療」の現状と課題
講師：檜井 孝夫 先生 広島大学病院

一般演題
2020年2月15日（土）
第5回理事会

14題 （午前・午後の2部構成）
担当：広島地区理事（詳しい内容は広臨技ウエブサイト学会ページへ）

会場：広島YMCA国際文化センター 4階会議室 10：00〜12:00

2020年2月17日（月）

2020年2月15日（土）
集まれ！広臨技
会場：広島YMCA国際文化センター 14：20〜15：35（受付開始14:00）

１．ウェブサイトの必要性について
講師：三舛 正志 副会長 広島県臨床検査技師会

２．知ってほしい、知ってよかった広臨技
講師：各部門代表者
担当：組織調査部

東広島地区研修会
会場：社会医療法人千秋会 井野口病院 中会議室 18：30〜20：00

１．精神科ならではの事例
～NSTラウンドから臨床検査技師が提案できること～
講師：原田 真衣 技師 NHO賀茂精神医療センター

２．乳腺エコー
講師：中川 麻美 技師 医療法人社団樹章会 本永病院

３．気道可逆性試験の症例
講師：橋本 優衣 技師 社会医療法人千秋会 井野口病院

４．当院で経験した男性乳癌の症例
講師：沖永 恵理 技師 国立病院機構 東広島医療センター
担当: 東広島地区理事

2020年2月21日（金）

2020年2月27日（木）

第4回呉地区血液研修会

第6回呉地区研修会

会場：中国労災病院 8階多目的ホール 18：30〜20：00
１． 緊急検査の血液学
講師：木村 充 技師 中国労災病院

会場：中国労災病院 8階多目的ホール 18：30〜20：00
１． 当院における臨床工学技士業務について

２．血液疾患 症例検討
講師：山口 朋未 技師 済生会呉病院
担当：呉地区理事

2020年2月22日（土）

第3回臨床微生物部門研修会
会場：JR広島病院 3階大会議室 14：30〜17：30

１．未定
講師：未定 栄研化学（株）

２．日モ教育病院体制確立プロジェクトに参加して
講師：宮本 仁志 先生 愛媛大学医学部附属病院

３．感染症との戦い；MDGsからSDGsへ
～一臨床検査技師としての過去・現在そして未来～
講師：源 不二彦 先生 東京大学大学院新領域創成科学研究科
担当: 臨床微生物部門

講師：羽原 詠治 先生 中国労災病院 中央臨床工学部
担当：呉地区理事

2020年2月29日（土）
広島県臨床検査データ標準化事業報告会
会場：広島赤十字・原爆病院 14：00〜17：00

１．2019年度 血液部門標準化事業報告
講師：井上 礼子 技師 県立広島病院

２．2019年度 臨床化学部門標準化事業報告1
講師：勝部 瑤子 技師 呉医療センター・中国がんセンター

３．2019年度 臨床化学部門標準化事業報告2
講師：丸山 恭平 技師 厚生連廣島総合病院

４．新しい精度管理システムの紹介（仮）
講師：未定 （株）シノテスト

５．IFCC法への測定法変更に関して（ALP、LD）（仮）
講師：未定 （株）シノテスト
担当: 臨床検査データ標準化委員会

2020年2月22日（土）
第2回東部地区血液研修会
会場：福山市民病院 西館1階 ホールコア 14：30〜17：00

１．症例報告 症例Ⅰ
講師：本村 和也 技師 福山医療センター

２．症例報告 症例Ⅱ
講師：池田 政広 技師 JA尾道総合病院

３．症例報告 症例Ⅲ
講師：貞谷 啓太 技師 中国中央病院

４．症例報告 症例Ⅳ
講師：杉野 奈美 技師 松尾内科病院

５．症例報告 症例Ⅴ
講師：藤井 晴之 技師 福山臨床検査センター

６．血液凝固領域の情報提供について
講師：兼本 勝利 先生 積水メディカル（株）
担当: 東部地区理事

変更・追加がある場合はHPに掲載します

作成日 2020年1月23日

