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本講習会は、第 204 通常国会において、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する

ための医療法等の一部を改正する法律の成立により、臨床検査技師等に関する法律の一部が改正され、改正

臨床検査技師等に関する法律(令和 3 年 5 月 21 日法律第 17 号)が、令和 3 年 10 月 1 日から施行され

ております。 

それに基づき、新たに業務範囲に追加された行為など計 8 項目においては、あらかじめ、厚生労働大臣が

指定する研修を受けなければならないとされました。 

この研修は、厚生労働省で定められたカリキュラム（内容・時間）に準じ、Web を用いたオンデマンド方

式での基礎研修 700 分と各都道府県技師会の協力のもとに都道府県単位で開催する実技講習 360 分から構成

されます。 

厚生労働大臣指定講習会については、当該行為の現場での実施の如何に関わらず、国家資格への業務追加

であるため、既に資格を有しているすべての臨床検査技師の修了が望まれ、もれなく受講をお願いいたしま

す。 

 

開催日時 令和 3 年 12 月 12 日（日）9:00～17:00 

場所   広島市医師会看護専門学校 広島市西区観音本町 1 丁目１番１号 

募集人数 60 名 

受講料  15,000 円 

参加資格 臨床検査技師免許取得者・Web を用いたオンデマンド方式での基礎研修 700 分修了者 

申込開始日 11 月 1 日（月）～ 

 

編集・発行 一般社団法人広島県臨床検査技師会 

事務所 FAX  082-502-6031 

発行日 令和 3（2021）年 10月 30日 

日 

 

タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会（広島県）開催案内 
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申込方法 日臨技 HP より行います。 

1，指定講習会の受講申し込みは「臨床検査技師タスクシフト/シェアの厚生労働大臣指定講習会の案内」画

面から「受講申込方法」の該当者欄を確認し「講習会に参加を申し込む」をクリックして参加申し込みをし

て下さい。 

２. 指定講習会受講申し込みは、全てホームページ上で行いますので、必ず日臨技から届く返信メールを確

認し、必要な手続きを行って下さい。 

３. 指定講習会当日は、必ず受講票を各自印刷の上、必ず写真を貼付しご持参ください。 

４. 指定講習会の講義順序や時間なども変更となる可能性があります。 

 

【問い合わせ】 

一般社団法人 広島県臨床検査技師会 

実務担当責任者 森田益子 

〒730-0013 広島市中区八丁堀 6－10 グレイスビル 801 号  

電話番号： 082-502-6011  FAX： 082-502-6031 

職場 広島市立安佐市民病院 臨床検査部 

〒731-0293 広島市安佐北区可部南 2-1-1 

電話番号： 082-815-5211  FAX： 082-815-6633 

 

 

 

 

 

 

テーマ：ここが知りたい病理検査～病理技術とがんゲノム～ 

日 時：2022 年 1 月 16 日（日）9：00 ～ 1 月 31 日（月）23：59 

会 場：Web 開催（オンデマンド開催） 

定 数：150 名 事前参加登録制（定員になり次第締め切り） 

申込受付期間：2021 年 11 月 1 日（月）～2021 年 12 月 6 日（月） 

申込方法：日臨技 HP の会員専用サイト（事前参加登録から申し込み） 

※認定病理検査技師の方は登録番号についても入力ください。 

受講料：1000 円（日臨技会員のみ） 

 

参加証明書・認定単位付与 

・講演 1～4 を視聴いただき、感想を入力いただいた受講者には、単位を付与させていただき

ます。 

・日臨技生涯教育点数 専門教科 20 点 

・認定病理検査技師指定講習会 申請中 

 

研修会参加費 

日臨技 HP から事前登録終了後、受講料 1000 円を下記の口座にお振り込みください。 

金融機関名：山口銀行 

支店名：湯田支店 

口座番号：6455730（普通） 

口座名義：一般社団法人山口県臨床検査技師会 会長 渋田秀美 

※本人確認のため、振込みの際に「受付番号＋氏名カナ」を記載してください。 

 手数料は各自でお願いします。 

 お振込み頂いた受講料は、原則返金致しませんのでご了承ください。 

 

【日程】 

講演１「凍結標本作製の基礎から応用」 

講師：泉 恵子 ライカマイクロシステム株式会社 

講演２「当院におけるセルブロック標本作製の現状」 

講師：秀坂 恵 福山市民病院 

2021（R3）年度 中四国支部 病理細胞部門研修会のご案内 
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講演３ゲノム医療時代における免疫組織化学染色の精度管理」 

講師：髙田 真未 ロシュ・ダイアノスティックス株式会社 

講演４「がんゲノム医療のキーパーソンは臨床検査技師である～求められる役割と現場のリ

アル～」     

講師：柳田 絵美衣 慶応義塾大学病院 

 

問い合わせ先 

〒747-8511 

山口県防府市大字大崎 10077 番地 

山口県立総合医療センター 中央検査部 山本 千奈美 

TEL 0835－22－4411（内線 509） 

FAX 0853－38－2210 

Email yama12151106@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

平素は、広島県臨床検査技師会の活動におきまして、ご協力ありがとうございます。2020 年 9 月より

Cisco Webex Meeting にて Web 研修会の開催・運営をしてまいりましたが、Web 研修会の増加などを考慮し、

Web 研修会の環境に適した Zoom ミーティング・ウエビナーに変更します。移行期間があるため一部の Cisco 

Webex Meeting を残し、本格的には 10 月から Zoom ウエビナーによる Web 研修会となります。会員の皆様に

は、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。 

広島県臨床検査技師会 事務局 

        

【Zoom アプリケーションダウンロード】 

PC・タブレット・スマートフォンにダウンロードして下さい 

https://zoom.us/download 

 

【パソコンの場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web研修会のアプリケーション変更のお知らせ（３回目） 

 

mailto:yama12151106@gmail.com
https://zoom.us/download
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【スマートフォンの場合】 

App Store、Google Playからダウンロードしてください。 

 

【Zoom ウエビナーによる Web 研修会の事前登録方法とレポート入力の手順】 
① 広臨技ウエブサイトにログイン 

② イベントカレンダーから Web研修会の事前登録を Zoomの入力フォームで行う 

③ 登録したメールアドレスに Web 研修会の招待メールが届く 

④ Web研修会に参加する 

⑤ Web研修会終了後に表示、または後日フォロアップメールで届いたZoomアンケートに入力し、

生涯教育点数付与とする。（期限：1 週間以内） 

 

 

【生涯教育点数付与について】 

Web研修会終了後に表示されるアンケートまたは、翌日届くフォローアップメールから、研修会のアン

ケートおよび研修での習得事項および感想（200 文字程度にまとめる）を記入し、送信して下さい。（期

限：1 週間以内） 

アンケート表示例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケートが表示されなかった、または翌日アンケートメールが届かなかった場合】 

①参加した研修会名、②会員番号、③氏名を記入して下記のメールアドレスに送信して下さい。 

zoomw1@hiroringi.or.jpまたは zoomw2@hiroringi.or.jp 

アンケートに入力できなかった場合は、研修会参加の、ログ確認によって生涯教育点数を付与します。 

 

【Zoom ウエビナーの重要事項】 

下記の Zoomウエビナーに使用される３つのメールアドレスを受け取れるようにして下さい。 

迷惑メールの設定をご確認ください。 
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Zoom ウエビナーに使用されるメールアドレス 

 

 

 

 

 

 

                 【問い合わせ先】  

広島県臨床検査技師会 ウエブサイト委員会 

 広島県臨床検査技師会 (hiroringi.or.jp) 

 

 

 

 

 

 

開催日時：2021 年 12月 1 日（水）18:45～20:30  

開催方法：Web 研修会 （ZOOM ウェビナーにて配信） 

共催：極東製薬工業株式会社  

生涯教育：専門-20 点  

 

演題１．全自動遺伝子解析装置 GENECUBE のご紹介 

講師 市石 卓先生 極東製薬工業(株)営業推進部門 営業学術部 遺伝子検査課 

演題２．微生物検査の「基本」と「教育」  

講師 清祐 麻紀子先生 九州大学病院 検査部 副臨床検査技師長 

 

申込方法： 研修会カレンダーまたは下記アドレスより事前参加登録をお願いします。  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kn3CgNcYS_C_kBTh3Sxaaw 

 

申込締め切り    ：2021 年 11月 30 日（火） 

レポート入力期間：2021 年 12月 1 日（水）20：30～12 月 7 日（火）23：59 まで  

担当：臨床微生物部門 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：2021 年 12月 18 日（土）14：00～17：00 

開催方法：Web 研修会（ZOOM にて配信） 

生涯教育：専門 20 点 

 

演題 1：Atelica1500 の紹介 

講師  ：小谷 嘉彦 先生   ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ株式会社 

 

演題 2： 悪性細胞の鑑別法 

講師 ：八木 靖二 先生   ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ株式会社 学術顧問 

招待およびアンケートメールアドレス お問い合わせ メールアドレス 

no-reply@zoom.us 
zoomw1@hiroringi.or.jp 

zoomw2@hiroringi.or.jp 

2021（R3）年度 第 2 回 臨床微生物部門研修会 

 

2021 年度 第 2 回 東部地区一般検査研修会 

https://hiroringi.or.jp/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kn3CgNcYS_C_kBTh3Sxaaw
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申込方法：研修会カレンダーまたは下記アドレスより事前参加登録をお願いします。    

     https://hiroringi.or.jp/?p=13234 

 

申込締め切り  ：2021 年 12月 17 日（金） 

レポート入力期間：2021 年 12月 18 日（土）16：00～2021 年 12月 25 日（土） 

担 当：東部地区理事  

 

 

 

 

 

 

第 39 回広島県医学検査学会を以下のとおり開催いたします。 

 

【開催日】令和 4 年 2 月 20 日（日） 

【開催方法】Web 開催 

【配信場所】三原国際ホテル 

 〒723-0014 広島県三原市城町１丁目 2-1 

【内容】 

１． 一般演題 

２． みんなで考える症例検討会（R-CPC 2 題を予定） 

 

 

 

 

 

 

  

令和 3 年 10 月 17 日に「広臨技 新入会員オ

リエンテーション」が新入会員の方を対象に Web 

形式で開催されました。 

昨年度は新型コロナウイルスの影響により中止

となっていたため、対象の枠を昨年度まで拡大し、

多くの新入会員の方が参加されました。 

小松浩基組織調部長

の挨拶より始まり、森

田益子会長による日本

臨床衛生技師会・広島

臨床検査技師会の説明

と概要を頂きました。 

また、以前より課題

となっていた外部精度

管理、臨床検査技師の

認知度向上に向けての

取り組みや、新しく制

定された法律について

新旧を比較したスライ

ドやタスク・シフト/シ

ェアに関連した免許に

付与する実技講習の話

などもあり、多岐に渡る技師会活動の一端に触れ、

これから新しく技師として仕事される方々にとっ

てとてもためになるお話だと感じました。 

 

続いて樫山誠也樫山学術部長より日本臨床衛生

検査技師会・広島県臨床検査技師会ホームページ

の紹介や web での研修会参加方法や会員登録、メ

ールマガジンへの登録のお願いなど学術面での取

り組みについてお話頂きました。数年前から取り

組んでいる日本臨床衛生検査技師会 e ラーニング

のシステムについても説明され、空いた時間を利

用していつでも技術や知識の向上に繋げる事が出

令和 2，3 年度 広臨技 新入会員オリエンテーション（開催報告） 

 

準備中… 

第 39 回広島県医学検査学会 <第 3 報> 

 

森田会長 

https://hiroringi.or.jp/?p=13234
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来ます、と紹介されました。実際に技師会のホー

ムページを画面共有で参照しながらご説明頂き、

分かりやすく聞く事が出来ました。 

次に小川和子小川渉外法規部長より技師会のボ

ランティア企画やこれまでの取り組みなどについ

て説明がありました。 

検査と健康展やピンクリボンキャンペーンなど、

ご参加頂いた方も多くおられると思います。広報

部速報でも幾度も取り上げたこれらの活動はコロ

ナ情勢下の現在、残念ながら日曜 HIV 検診以外は

軒並み中止となっております。再開の折には是非

ともご参加くださいと結ばれました。 

休憩を挟み、新人さんへのアドバイスとして先

輩にあたる技師 4 名（窪谷美鈴技師・橋本未夢技

師・森﨑敬祐技師・森長美帆技師）にご参加いた

だき、技師になって良かった点、困った時の相談

の大切さや、リカバリー方法、息抜きなど、短い

時間ではありましたが後輩にあたる新入会員の方

に向けてメッセージを頂きました。 

 

コロナ情勢という今までと異なる環境を上手く

利用しスキル向上を目指すなど、前向きな姿勢で

取り組む事が重要だと感じ、一つ一つに頷きなが

らもさて自分はどうだったかな、と改めて身の引

き締まる思いで話を聞かせて頂きました。 

その後自己紹介を兼ねて親睦を深める意味合い

で全体を理事・先輩技師を含む 10 のグループに分

け、イラスト伝言ゲームを行いました。 

本来、グループの半数にお題を提示し、イラスト

化したものについて残りの半数がそれを見て回答

する、という形式で行われる予定でしたが、実際

には Web 形式という環境によるアクシデントに

も見舞われ、この通りに行かなかったグループも

ありました。 

配信本部が対応に追われる中、各グループに割

り振られた理事の采配でアクシデントに対応する

適応力の高さを強く感じました。 

 

主には広島、或いはその近傍をテーマにしてあ

りましたが、原爆ドームやしまなみ海道というお

題のチームでは見事なイラストで全員正解を導

き、逆に自己紹介に留めたグループでは各自の近

況を報告し合い仲を深めたところや、理事の話を

真剣に頷いて聞く場面も見られ、直接顔を合わせ

る事が出来ずとも伝わるものがあると実感しまし

た。技師会本部からは 10 のグループを切り替えな

がらそれぞれ見て回ったため全ての話を最後まで聞

けたわけではありませんでしたが、どこも和やかな

雰囲気で終わる事が出来たように思います。 

最後に米田登志男副会長により終了の挨拶として

これからの技師会を支えていく新入会員の方へエー

ルを送られ、終了の運びとなりました。 

 新入会員オリエンテーションという名目ではあり

ましたが、私自身が学んだ事も多く、3 時間という

時間があっという間に過ぎていく良い経験をさせて

頂きました。 

（広報部 西本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報部連絡・専用 E-Mail ＜ koho@hiroringi.or.jp＞ 
次号速報の原稿〆切は １１月１５日です 

mailto:koho@hiroringi.or.jp

