
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1月23日（木）

第4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．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）

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
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

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

2020年1月25日（土）

生物化学分析部門研修会
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2020年1月25日（土）

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

1 水 　― 元旦 ― 16 木

2 木 17 金

3 金 18 土

4 土 19 日
第2回広臨技ニューリーダー育成研修会 基礎-20

5 日 20 月

6 月 21 火

7 火 22 水

8 水 23 木 第4回生涯教育講座（東部地区） 基礎-20

9 木 第10回常務理事会 24 金

10 金 25 土

11 土 26 日

12 日 27 月

13 月 　― 成人の日 ― 28 火 東広島地区研修会 専門-20

14 火 第4回生涯教育講座（広島地区） 基礎-20 29 水

15 水 30 木 第2回東部地区病理細胞診研修会 専門-20

31 金

第4回理事会
令和２年広臨技新春祝賀会

2020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

URL：http//www.hiroringi.or.jp/広臨技行事予定表

2020年1月9日（木）

第10回常務理事会
会場：広島県臨床検査技師会事務所 18：30〜

1月

2020年1月18日（土）

輸血検査研修会
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

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

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

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

専門-20

専門-20

専門-20

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11日（土）

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)
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

専門-20

専門-20

専門-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
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