
2020年2月21日（金）

第4回呉地区血液研修会
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

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

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

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

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

2020年2月27日（木）

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．当院における臨床工学技士業務について
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

1 土 16 日 第37回広島県医学検査学会 専門-30

2 日 17 月 東広島地区研修会 専門-20

3 月 18 火

4 火 19 水

5 水 20 木

6 木 第11回常務理事会 21 金 第4回呉地区血液研修会 基礎-20

7 金 22 土
専門-20
専門-20

8 土 第2回東部地区生化・免疫検査合同研修会 専門-20 23 日 　― 天皇誕生日 ―

9 日 24 月 　― 振替休日 ―

10 月 25 火

11 火 　― 建国記念の日 ― 26 水

12 水 27 木 第6回呉地区研修会 基礎-20

13 木 東広島地区研修会 基礎-20 28 金

14 金 29 土 広島県臨床検査データ標準化事業報告会 専門-20

15 土

第3回臨床微生物部門研修会
第2回東部地区血液研修会

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2月6日（木）

第11回常務理事会
会場：広島県臨床検査技師会事務所 18：30〜

2月

2020年2月15日（土）～2月16日（日）

第37回広島県医学検査学会
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
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）
2020年2月15日（土）

第5回理事会
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

基礎-20

専門-30

第5回理事会

集まれ！広臨技

第37回広島県医学検査学会

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17日（月）

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



2020年2月21日（金）

第4回呉地区血液研修会
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

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

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

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

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

2020年2月27日（木）

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．当院における臨床工学技士業務について
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

1 土 16 日 第37回広島県医学検査学会 専門-30

2 日 17 月 東広島地区研修会 専門-20

3 月 18 火

4 火 19 水

5 水 20 木

6 木 第11回常務理事会 21 金 第4回呉地区血液研修会 基礎-20

7 金 22 土
専門-20
専門-20

8 土 第2回東部地区生化・免疫検査合同研修会 専門-20 23 日 　― 天皇誕生日 ―

9 日 24 月 　― 振替休日 ―

10 月 25 火

11 火 　― 建国記念の日 ― 26 水

12 水 27 木 第6回呉地区研修会 基礎-20

13 木 東広島地区研修会 基礎-20 28 金

14 金 29 土 広島県臨床検査データ標準化事業報告会 専門-20

15 土

第3回臨床微生物部門研修会
第2回東部地区血液研修会

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2月6日（木）

第11回常務理事会
会場：広島県臨床検査技師会事務所 18：30〜

2月

2020年2月15日（土）～2月16日（日）

第37回広島県医学検査学会
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
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）
2020年2月15日（土）

第5回理事会
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

基礎-20

専門-30

第5回理事会

集まれ！広臨技

第37回広島県医学検査学会

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17日（月）

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


