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広島県臨床検査技師会より重要なお知らせ 

WEB サイトログイン方法変更のお知らせ 

 平素は、一般社団法人広島県臨床検査技師会（以下 広臨技）の活動にご協力ありがとうございます。会

員数も 1800 名を超え、広臨技 WEB サイト会員も会員数の半数を超えました。広臨技活動においては、新型

コロナウイルス感染拡大の影響で、広臨技主催の学会・研修会は Web 形式、総会の議決権行使を電磁的方法

（書面併用）へ移行してまいりました。それに伴い、広臨技の会員管理が複雑となり運用を簡素化する目的

で、令和 3 年 4 月 22 日までに日臨技会員登録されている広臨技全会員に、広臨技 WEB サイトログインのユ

ーザーID（日臨技会員番号）と初期パスワードを発行いたします。すでに、広臨技 WEB サイト会員登録済

の会員につきましては、ログイン方法が変更となりますのでご了承願います。 

令和 3 年度広臨技総会電磁的議決権(基準日：令和 3 年 4 月 20 日)は新しいログインで行使して下さい。 

【新しいログイン方法 例】令和 3 年 5 月 6 日（木）から 

ログインユーザーID 123456（日臨技会員番号） 

初期パスワード xyGLuv23  エックス ワイ ジー エル ユー ヴイ に さん 

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 3月 31日 

日 

http://www.hiroringi.or.jp/


 

【ログイン方法】 

広臨技 WEB サイト会員登録済の会員 

 変更前 変更後 

ログインユーザーID フリー 日臨技会員番号 

パスワード フリー ※初期パスワード 

※初期パスワードはログイン後に変更可能です。 

 

広臨技 WEB サイト未登録の会員 

ログインユーザーID 日臨技会員番号 

パスワード ※初期パスワード 

 

新しいログイン方法は、令和 3 年 5 月 6 日（木）～ 
 

【お問い合わせ先】 
済生会呉病院 臨床検査室 

有谿俊一 

Mail：aritani@saiseikai-kure.jp 

 

第 38 回広島県医学検査学会 報告 

 

第 38 回広島県医学検査学会 

副実行委員長 粟村尚史 

 

令和 3 年 2 月 28 日（日）に第 38 回広島県医学

検査学会「coNnEcT HIROSHIMA ～with コロ

ナ！NET でつながる新時代の幕開け～」を開催致

しました。今回の学会は昨今の新型コロナ感染症の

感染状況を鑑み、初の WEB 配信形式での学会とな

りました。感染症や経済方面での有識者の方から

は、コロナに対抗しながらもしばらくは共に生きて

いく必要があり、その世界でどのように上手に生活

していくか、といった意味合いで「ウィズコロナ」

の言葉が使われています。当会の県学会実行委員

も、コロナウイルスがあるために学会を中止にする

のではなく、またディスタンスを保ちながらの現地

開催を行うのではなく、昨今取り入れられている

WEB 形式での開催を試みました。 

私は今回の学会で、副実行委員長（事務局）とし

て参加させていただきました。一般演題の募集を開

始したのは 8 月初旬で、広島県内の感染者数はまだ

全国に比しても多くはない時ではありました。しか

し新たな試みではあるし、いつ感染爆発が起こって

もおかしくない状況で本当に応募があるものだろう

か、と危惧していましたが、12 名の方に応募いた

だき 1 人の不参加を出すことなく無事当日を迎える

ことができました。当日配信会場に参加頂いた発表

者の皆様には大変なご苦労があったことと思いま

す。深く感謝申し上げます。 

学会の事前申し込みは 343 名で当日参加された方

は 334 名でした。配信は TKP 広島駅前大橋の 1 室

で行い、もう 1 室が発表者及び学会運営関係者控室

として用意し、計 2 室というコンパクトな会場で行

いました。 

さて、会長の挨拶より学会がスタートしました。

ウィズコロナの時代にあって新たなことに取り組む

ことも重要であるという旨を述べられました。 

配信会場は一般演題では WEB カメラの面に発表

者と座長が並び、カメラとは反対側にタイムキーパ

ーと座長の質問を補助する役を一人ずつ配置しまし

た。発表者と座長の間には飛沫感染防止のためにア

クリルパーテーションを設置しました。 

mailto:aritani@saiseikai-kure.jp
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向かいの控室ではスクリーンが設置され WEB 配

信の様子がそのまま投影されるようになっていまし

た。一般演題の発表は、スライドのファイルを一時

的に共有できなくなる等のトラブルはありつつも大

きく遅延が起こることなく終了したように感じてい

ました。しかし、後から頂いたアンケートを見る

と、やはり準備が不十分だったり不案内なところが

多くあり、改善すべき点が多くあると感じました。

また、WEB 形式での発表は初めての方がほとんど

の中で、慌てず落ち着いた様子で発表されている姿

を見て「すごいなあ」と感心しきりでした。内容も

よく練られたものだったり、珍しい症例の報告だっ

たりと、私は発表者の方の横でＰＣ操作の補助をし

ていましたが、しっかりと内容に聞き入っていまし

た。 

一般演題の優秀賞は、広島市立舟入市民病院 福

永竜也技師の「COVID-19 患者におけるフェリチン

濃度について」に関する発表でした。今話題のコロ

ナウイルス感染症について日ごろから計測している

検査項目から重症度を判定することが可能であるか

を検討された、画期的な内容でした。 

昨年からスタートした「みんなで考える症例検討

会」いわゆる R-CPC ですが、今回も 2 症例の報告

があり、非常に興味深い内容でした。1 症例目は倦

怠感が主訴で来院した患者が強皮症原因で起こった

腎障害（腎クリーゼ）であったという比較的稀なケ

ース。2 症例目は背部痛やタール便で紹介受診され

た患者が、B 細胞性リンパ腫を罹患しており、鎮痛

目的で内服していた NSAIDs が原因でおこった潰

瘍からの出血により貧血起こしていたというもので

した。普段のルーチン業務を行っていると、中々経

験することのできない、他部門の意見を取り入れつ

つ同一症例を検討するという機会自体がとても素晴

らしいと感じています。また前年より期待されてい

た渕田節はやはり健在で、しっかりと場をまとめら

れていました。 

完全にオンラインで行われた今回の学会ですが、

大変残念なことに数名の方が参加できなかったとの

お声をいただいております。当実行委員の対応が至

らず大変申し訳ございませんでした。この場を借り

てお詫び申し上げます。 

反省点も多くありましたが、今後に繋がる展望も

大きく開けたように感じます。実地での学会開催

で、その臨場感を味わうことはその場でしかできま

せん。しかし、やむを得ない事情があったり、遠方

まで向かう時間や交通費の捻出が大変だと感じる方

は一定数おられると今回の会でより明らかになりま

した。オンラインという手段を用意していれば、自

分の都合だったり調子に合わせて学会参加の仕方を

選択できるわけです。学会に限らず WEB セミナー

は多くあります。当会もそれを一つのスタンダード

な手段の一つとして取り込んでいければより効率よ

く情報を発信できるようになるのではと思うところ

であります。 

最後に、学会を開催するにあたり、実行委員他多

くの方にご助力を頂きました。昨年の年末から年始

にかけて広島県内でも新型コロナウイルス感染症が

急増しました。私の周囲にもオンラインでも開催で

きるのかと、開催を危惧する声もありましたが、な

んとか関係者の皆様のおかげで、この日を迎えるこ

とができました。改めて深く深く感謝申し上げま

す。 

 

 

発表者 

座長 

質問補助 

ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ 一般演題 

福永竜也技師 安松弘光氏 

一般演題優秀者表彰 

みんなで考える症例検討会 
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第 38 回広島県医学検査学会～WEB 聴講を終えて～ 
 

 

 

 

令和 3 年 2 月 28 日に第 38 回広島県医学検査学

会が開催されました。今回の学会は Webex を使用

した Web 配信となりました。各学術部門でも Web

配信による研修会が増えてきましたが、学会の Web

配信は今回が初の試みとなりました。そのため、本

学会は「coNnEcT HIROSHIMA～with コロナ！

NET でつながる新時代の幕開け」というテーマの

もとで開催され、事前の参加登録者は 300 人を超え

ていました。Web 配信だからこそ気を張らずに登録

できたのかなと感じました。 

まず、学会は接続テストから始まりました。現地

開催の時には無かったものですが、Web 配信をする

うえでは欠かせないものです。前日までの準備段階

では想定しなかったことが当日に起こりうるのも

Web 配信の特徴なのかもしれません。この接続テス

トで私が感じたことは、学会参加者側が Web 配信

に慣れていないなということでした。学会や研修会

を主催する方々は、Web 配信に慣れてきて正常に配

信できているのですが、聴講されている一部の方々

が、カメラをオフにしていない・ミュートにできて

いないなど Webex の使用方法がまだまだ周知され

ていないのかなと感じました。 

一般演題は、発表者と座長が現地で横並びとな

り、画面の共有によってスライドが示されていまし

た。参加者からの質問はチャット欄にて受付が行わ

れており、たくさんの意見や質問が寄せられていま

した。もしかしたら、「本当は質問をしたいけれ

ど、人前で質問するのは恥ずかしい。でも、チャッ

ト欄なら質問できる。」と思った方もいるのかなと

感じました。それも現地開催にはない Web 配信の

良さだと思います。 

そして、一般演題後に昨年同様「みんなで考える

症例検討会」が行われました。昨年はクリッカーを

用いて学会参加者の意見がリアルタイムで反映され

ていましたが、今年は Web 配信となったためプレ

ゼンターの方々による症例の説明となりました。

様々な検査部門の視点から症例を検討して答えに近

づいていくという R-CPC の良さは Web 配信でも健

在でした。ただ、4 人が横並びで喋られていたた

め、一部音声の聞きづらさやプレゼンターの方が画

角から見切れていることも気になりました。音声の

集約方法や発表者のカメラは今後の課題なのかもし

れません。 

最後に、実行委員長の尾田さんが準備の大変さや

急なトラブルへの対応など Web 学会だからこその

苦労を話されていました。たしかに、ネット回線の

状況や音声の乱れなど細かい部分での改善点はある

のかと思いますが、配信が中断するようなこともな

く無事終了できたのが本学会の大きな成果だと感じ

ます。これからは、このような形の学会や研修会が

主流になって来るかもしれません。テーマにもある

新時代の幕開けはもう来ています。WEB や機械が

苦手、使い方が分からないと言って、いつまでもち

ょんまげ頭ではなく、広臨技全体として散切り頭に

なって新時代の波に乗れると良いなと思いました。 

（広報部 村田竜也）
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第 38 回広島県医学検査学会 一般演題質問回答 

 
県学会一般演題でのチャットの質問に対する回答を各演者から頂いておりますので、ご紹介します。

尚、質問は原文のまま使用しております。 

 

 

◎回答者：長見美紀 

（県立広島病院 臨床研究検査科） 

 

Q．PLT 高値時（５０万以上）には偽性高 K 血症

の可能性があることを臨床にはアピールされていま

すか？されているのでしたらどのようにされていま

すか？ 
 

A. 臨床への周知はしておりません。K が

6.0mmol/L 以上でパニック値報告が必要な際に、

PLT が高値であれば偽性高Ｋ血症が考えられること

を臨床に伝えています。また、ヘパリン採血管での

追加採血を実施する場合もあります。 
 

 

◎回答者：建川結子 

（厚生連 廣島総合病院 臨床研究検査科） 
 

Q. アイソザイムの違いでデータに影響があること

を臨床へ周知すると言われていましたが、どのよう

に周知をするのでしょうか？ 

 

A. 当院では検査方法の変更や新しいルールを審議

する臨床検査適正化委員会があります。委員には医

師、看護師、事務の方が在籍しており、今回の変更

についてもこの委員会で審議・周知済みです。決定

事項は各委員が所属部署に持ち帰り周知していただ

いています。 
 

 

 

◎回答者：下宮広子 

（公立学校共済組合 中国中央病院 臨床検査科） 

 

Q1. 希釈倍数設定は任意に×10、×50、×100、

×1000 等可能なのですか？ 

 

A1. 2 倍、10 倍、20 倍、50 倍、100 倍の希釈が可

能です。項目によって、倍率の設定が異なります

（2 倍や 100 倍の設定がないなど）。濃度が高すぎ

て最大の希釈倍数で値が出ない場合は用手で希釈し

ます。 

 

Q2. 夜間・休日は 1 号機または 2 号機のみで運用さ

れるのでしょうか？それとも両方で運用されている

のでしょうか？ 

 

A2. 夜間・休日は乳酸を測定できる 1 号機で運用し

ています。トラブル時などは 2 号機も使用可能にし

ています。 

 

Q3. 装置変更による、ｺｽﾄ面での効果はどうでしょ

うか？ 

 

A3. コスト面の検証は今回行っていませんので、今

後の検討材料にしたいと思います。 

 

 

◎回答者：福永竜也 

（地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立

舟入市民病院） 

 

Q1. コロナウイルス陽性患者の検体の扱いは、他の

患者と異なる安全対策を行っているのでしょうか。 

 

A1. コロナウィルス陽性患者の検体は到着確認時

に、印をつけるようにしていますが、検体の取り扱

い自体は、他の検体と変わりません。 

ただし、外注検査に提出する際は、検体を三重包装

して提出しています。 

 

Q2. 輸血でフェリチンがプラスの誤差要因はありま

すか？ 

 

A2. 頻回輸血を実施している患者では、フェリチン

が高値となる可能性がありますが、今回の検討対象

の中には、輸血の実施例はありませんでした。 

輸血だけでなく、フェリチンには様々な変動要因

（慢性炎症で高値、鉄欠乏状態で低値など）があり

ますので、さらなる詳細な検討を考えています。 

 

Q3. フェリチンの測定は、何度も測定は可能でしょ

うか？保険上です。 

 

A3. COVID－19 に対する算定は認められていませ

ん。 

原則として、各種貧血（鉄欠乏性貧血、腎性貧血、

巨赤芽球性貧血、悪性貧血、再生不良性貧血など）
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の病名（疑い含む）に対するフェリチンの算定は認

められていますが、過剰に検査しすぎると査定され

ます。 

実際に COVID-19 患者で複数回測定している例で

は、保険診療上過剰と判断されコスト算定はできて

いませんでした。 

 

 

◎回答者：中岡裕輔 

（広島大学病院 診療支援部） 

 

Q. 患者さんの背景に、特徴はあるのでしょうか？ 

 

A. 尿路感染症での報告が最も多く、特にステント

留置やカテーテル留置、結石など尿路系の基礎疾患

がある患者さんで多いと報告されています。 

また、3 歳未満、60 歳以上の患者でリスクが高いと

いう報告もあります。 

 

 

◎回答者：髙垣和也 

（公立学校共済組合 中国中央病院 臨床検査科） 

 

Q1. MCHC が 42.3g/dL とあり得ない数字になって

いましたが、赤血球凝集などが認められたのでしょ

うか？ 

 

A1. 初診時の検査が時間外であったため、初診時に

顕微鏡目視による赤血球凝集の確認は行っていませ

んでしたが、後日担当者による目視にて赤血球凝集

が確認されていました。 

 

Q2. 治療前後で IgG はどうなりましたか？ 

 

A2. 治療前後での IgG の値を確認したところ、値は

ほぼ変わっていませんでした。（明らかな変動な

し） 

 

 

◎回答者：西浦和佳 

（厚生連 廣島総合病院 臨床研究検査科） 

 

Q1. EDTA 加血での血沈測定とクエン酸 Na 加血に

よる血沈測定での違いはあるのでしょうか？ 

 

A1. EDTA 加血はクエン酸 Na 加血と違い検体の希

釈が起こらず、また血球の保持性も高いため、実際

の体内の状態に近いといわれています。またクエン

酸 Na 加血は希釈により連銭形成に必要な血漿蛋白

質濃度が下がるため EDTA 加血に比べて血沈が遅

延するという報告もあります。 

 

Q2. 患者検体は測定後の検体を使用するのでしょう

か。当日以外でしたら、保存方法はどのように行う

のでしょうか。 

 

A2. 血算、Roller20 で ESR 測定後の検体を使用し

て参照法の測定を行います。室温で 4 時間以上放置

された検体は再現性が保たれないため、当日以外の

検体は使用していません。 

 

Q3. 採血量は、必要量はどれくらいでしょうか？ 

 

A3. 当院では血算用採血管(2ml)に規定量採血して

もらい、血算測定後に Roller20 で ESR の測定を行

なっています。測定に使用する検体量は 175μLで

す。 

 

Q4. 専用コントロールは無いのでしょうか？あれば

用いない理由は何かありますか？ 

 

A4. フィンガルリンク社が販売しているラテックス

コントロールが存在します。コントロール試料は高

価で、当院の検体数では ESR 検査の保険点数に見

合わず、日々の精度管理のとして採用するのは難し

いため当院では使用していません。またラテックス

コントロールの管理域の詳細が不明でしたので、新

鮮血で参照法をコントロールに使用できれば最良か

と考えています。 

 

 

◎回答者：小川茂樹 

（広島大学病院 診療支援部） 

 

Q1. D/F 比短縮には非特異反応もあるかと思います

が、APTT 短縮も加味すれば判断可能でしょうか？ 

 

A1. ご質問ありがとうございます。 

FDP、D ダイマーともにラテックス試薬を使用して

いるので、両項目で非特異反応が起こる可能性があ

ります。FDP なら D/F 比は低値に、D ダイマーな

ら D/F 比は高値になります。 

FDP、D ダイマーに非特異反応が起こっても、

APTT には影響しないと思われるので、APTT の短

縮がなければ非特異反応の可能性がありますが、

APTT 短縮だけでは判断できないと思います。 

非特異反応かどうかを判断するためには、希釈再検

を行い非特異抗体の影響を弱め、本当に非特異反応

であるか確認する必要があります。 

 

Q2. D／F 比をきっかけに APTT の短縮を確認され

ると伺いました。何秒以下を採血困難と判断される

のでしょうか？ 
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A2. ご質問ありがとうございます。 

検討では D/F 比の後に APTT を確認しましたが、

今回の検討では実際の検査の際には D/F 比と APTT

は一緒に確認する必要があるという結果となりまし

た。 

D/F 比も APTT も採血不良を疑う指標の一つとして

考えています。どれかを確認すれば判断できるとい

うわけではなく、複数の項目を確認して総合的に判

断する必要があります。 

今回は D/F を主に検討しており、具体的に何秒以下

とは断定できませんが、採血不良検体では APTT が

基準値（26.9 秒）未満に短縮した症例が多かったの

で、26.9 秒未満の場合は採血不良が疑われると考え

ます。 

 

 

第 38 回広島県医学検査学会 アンケート調査 
  

 

A 回答者の情報について 

A1.検査技師の経験年数 

・平均 18.6 年 

・最小 0 年（学生） 

・最大 45 年 

 

A2.勤務先 

 

A3.ルーチンで行っている業務分野 

 

A4.オンラインで過去に研修やセミナーを受け

たことがありますか？ 

 
 

 

A5.本学会についての情報は何で知りましたか 

 

 

 

今回が初めて

（20）

10%

ある（173）

90%
159

3

22
9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

病院 クリニック 検査センター その他

77
72

62

27

66

53

10

20

40

28

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

広臨技

WEBサイ

ト(85)

44%

速報(19)

10%

広臨技メルマ

ガ(45)

23%

上司・同僚

(42)

21%

知人(1)

1%

その他(1)

1%



   

 

 

8 

A6.本学会は何で視聴されましたか？ 

 

A7.WEB 開催について 

 

 

B 一般演題について 

B1.視聴しやすい構成であったか 

 

・音声が途切れ途切れで、聞きにくい。 

・配信画像の乱れがあった 

 

B2.時間配分についてどうだったか 

 

・タイムラグが大きかったと思う 

・タイピングしている間に座長の質問が終わって

いたりしたので、シンポジウムみたいな感じで、

発表、座長の質問を先行し、その間に入力して、

最終的に聴衆からの質問があればそれぞれ答えて

いただくって形がいいと思いました。 

 

 

B3.質問はしやすい環境であったか 

 

・休憩時間が欲しい 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン

(120)

62%

タブレット

(16)

8%

スマート

フォン

(57)

30%

よかった

(131)

68%

普通(58)

30%

よくなかった(4)

2%

よかった

(103)

53%

普通

(87)

45%

よくなかった(3)

2%

よかった

(119)

62%

普通(73)

37%

よくなかった

(1)

1%

よかった

(75)

39%普通

(114)

59%

よくなかった(4)

2%



   

 

 

9 

C みんなで考える症例検討会について 

C1.視聴しやすい構成であったか 

 

C2.時間配分についてどうだったか 

 

C3.内容について理解しやすかったか 

 

 

 

 

 

 

 

D 今後の運用に関するアンケート 

D1.研修会の情報を広臨技メルマガで配信して

いますが開催までに何回配信が望ましいですか 

 

D2.広臨技 WEB サイトをどの程度利用されま

すか 

 

D3.速報を読んでいますか 
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◎その他ご意見 

・「みんなで症例を考える」は特に面白かったで

す。続けてほしいです！ 

・WEB 開催で参加できる技師も多かったような

ので、現地開催が可能でも中継的な WEB での参

加も今後できるとよいと思う。 

・今後も WEB での参加も可能にして頂ければ助

かります。 

・ホームページは見にくいようです。バナーがあ

った方がいいかも。速報も探しにくかったです。 

・各演題や CPC については、専門外の分野のこ

とも拝聴できて大変勉強になりました。 

・マイクの感度が良いのか、演者間の雑音が少し

気になりました。マイクの配置や設定を今後検討

が必要と感じました。 

・今回の WEB 学会は音声やスライドに障害が多

く残念でした。 

・生涯教育等の研修は、ZOOM 配信は無理でし

ょうか。Webex は音が割れて聞きにくく、画像

もよくありません。もう少し見えやすいプラット

フォームでお願いします。 

 

※ご意見の一部を紹介させて頂きました。 

 

 

 

 

 

日本医学検査学会案内 

 

第 70 回日本医学検査学会についてご案内申し上げます。 

 

●会期 

令和 3 年（2021 年）5 月 15 日（土）・16 日（日） 

 

●会場 

福岡国際会議場・マリンメッセ福岡・福岡サンパレス 

 

プログラム等の詳細はホームページ URL 及び QR コードよりご確認ください。 

https://site2.convention.co.jp/jamt70/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://site2.convention.co.jp/jamt70/
https://site2.convention.co.jp/jamt70/
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令和 3年度 広臨技 生涯教育講座のご案内 
 

早春の候、皆様方にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

生涯教育講座は多方面にわたる内容となっており、各分野における専門の先生方に講師をお願いし、わか

りやすく解説していただきます。今年度は、ライブ配信を 4回、オンデマンド配信を 4回行います。修了証

書の取得を目指す方はぜひご参加ください。（日臨技の各種認定試験の受験資格には修了証書が必要です。） 

 

１．生涯教育講座予定 （基礎：20 点）   

第 1回 「ラオス農村部における妊産褥婦の現状と昆虫食」 

山陽女子短期大学 臨床検査学科   楾 清美技師 

第 2回 「COVID-19 感染症の診断と治療」 

県立広島病院 呼吸器内科・主任部長 石川 暢久先生 

第 3回 「遺伝性腫瘍について ～乳癌診療を中心に～」 

JA 広島総合病院 乳腺外科部長    梶谷 桂子先生 

第 4回 「アスリートのメディカルチェック ～臨床検査から読み解く！～」 

広島大学病院 リハビリテーション科  牛尾 会先生 

 

２．日時：   

 ライブ配信 

18:30~19：30* 
オンデマンド配信 

17：00~21：00** 

第１回 7 月 8日（木） 7 月 15日（木） 

第２回 9 月 9日（木） 9 月 16日（木） 

第３回 11月 25日（木）  12月 2 日（木） 

第４回 1 月 13日（木） 1 月 20日（木） 

  *講師により講演時間が短くなる場合や延長する場合もありますのでご了承ください。 

**20：00 までに視聴を開始してください。 

 

３．受講料：無料 

 

４．生涯教育点数付与について：聴講後のレポート（約 200文字）提出が必須となっています。 

 

５．受講方法：Cisco Webex を用いた配信となります。6月 1日以降、受講者の方へ接続方法などについてご

案内をいたします。 

 

６．申し込み方法： 広臨技ホームページイベントカレンダーの５月６日【受講者募集開始日】令和３年度広

臨技生涯教育講座をクリックした後、参加登録をお願いいたします。 URL：https://www.hiroringi.or.jp/ 

 

７．申し込み期間：令和 3年 5月 6 日（木）～令和 3年 5月 31日（月）23：59まで 

 

８．お問い合わせ先： syougai@hiroringi.or.jp（生涯教育委員会専用 E-mailアドレス） 

 

 

 

 

 

https://www.hiroringi.or.jp/
mailto:syougai@hiroringi.or.jp
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第 1 回 生理検査部門研修会～脳波～ 
 
開催日時：2021 年 6 月 26 日（土） 13:30～15:00 

開催方法：Web 研修会（Webex 使用） 

配信場所：広島市民病院 10 階講堂 

生涯教育：専門-20 点 

 

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 

 

申込方法： 

下記の事前参加登録をお願いします。 

URL：https://www.hiroringi.or.jp/ 

 

※本研修会に参加するには広臨技 WEB サイトの会員登録が必須になります。 

未登録の方は事前登録できません。 

URL：https://www.hiroringi.or.jp/mem-reg/  

 

申込期間：2021 年 5 月 7 日（金）～6 月 13 日（日）まで 

レポート入力期間：2021 年 6 月 26 日（土）～7 月 1 日（木）まで 

 

 

 

 

 

 

 

広報部連絡・専用 E-Mail ＜ koho@hiroringi.or.jp ＞ 

次号速報の原稿〆切は 4月 15日です 

https://www.hiroringi.or.jp/
https://www.hiroringi.or.jp/mem-reg/

