
＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係

開催日 行事名

9 月 11 日 2021 年度第 1回児湯地区研修会

9 月 18 日 令和 3年度宮臨技セミナー

10 月 8 日 第４回病理細胞部門生涯教育研修会

10 月 11 日 第 5 回病理細胞部門生涯教育研修会

10 月 13 日 第１回臨床微生物生涯教育研修会

11 月 17 日 第 2 回臨床微生物生涯教育研修会

12 月 15 日 第 3 回臨床微生物生涯教育研修会

＊研修会の詳細および日臨技九州支部研修会、関連団体の

研修会等は、勉強会のお知らせをご覧ください。

●

「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案」

が 10月 1日に施行されます。これは、長時間労働が常

態化している医師の働き方を改善するために、働き方

改革実行計画に基づき設置された医師の働き改革に関

する検討会議において緊急的に取り組みがまとめられ、

まずは現行の資格の下での各職種の役割分担について

検討が進められました。さらに法令改正が必要な行為

について、厚労省指定講習会を修了した臨床検査技師

に対して新たな業務を行うことが認められたものです。

臨床検査技師の業務範囲が拡大することで、今まで以

上に臨床現場に出向いて医療チームの一員として活躍

する機会が拡がります。臨床検査技師の存在意義や信

頼性がこれまで以上に高まることになるでしょう。ま

ずは、厚労省指定講習会は必ず受講いただき、それぞ

れの施設で新たな業務に取り組んでいただくことを期

待いたします。

法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進する業務

① 臨床検査技師が実施可能な検体採取として、次に掲

げるものが追加された。

ア 医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔又は気管カニュー

レから喀痰を採取する行為

イ 内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組

織の一部を採取する行為

これに基づき、臨床検査技師がア及びイに掲げる行

為を行う場合は、医師又は歯科医師の具体的な指示

の下に行う必要があること。

② 臨床検査技師が実施可能な生理学的検査として、

次に掲げるものが追加された。

ア 運動誘発電位検査

イ 体性感覚誘発電位検査

ウ 持続皮下グルコース検査

エ 直腸肛門機能検査

③ 臨床検査技師の業務に、採血、検体採取又は生理学

的検査に関連する行為として厚生労働省で定める

もの（医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行

うものに限る。）が追加された。これに伴い、改正

省令により、この厚生労働省令で定める行為として、

次に掲げるものが定められた。

ア 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続

されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填す

る行為

イ 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴

装置を接続する行為（電解質輸液の点滴を実施する

ためのものに限る。）

ウ 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液

成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装

置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の

操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為
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エ 超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接

続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注

入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が

終了した後に抜針及び止血を行う行為（静脈路に造

影剤注入装置を接続するために静脈路を確保する

行為についても、「静脈路に造影剤注入装置を接続

する行為」に含まれる。）

●

臨床検査技師のおいては、これまで類をみない 10 項

目の業務が追加され、既卒者がそれらの業務を行うに

は厚生労働大臣が指定する研修を受講することが求め

られ、その研修は日臨技が開催する「タスク・シフト/

シェアに関する厚生労働大臣指定講習会（以下指定講

習会）」を受講して頂くこととなりました。指定講習会

はコロナ禍により大規模な集合研修を回避したうえで、

法令等の改正により追加された業務について技術の担

保と患者安全の確保に重点を置いた、実技講習の充実

が求められております。このことから、今回の指定講

習会はオンライン形式の基礎講習を履修後、各都道府

県において小規模で開催する実技講習を履修していた

だく形式で準備を進めております。指定講習会の開催

においては、会員が参加しやすい環境を整備すること

を第一に考え、目的を同じとする、「検体採取等に関す

る厚生労働省指定講習会」の実績を参考とし、受講料

については会員 10,000 円、非会員 30,000 円で設定で

きるように準備を進め説明してきた経緯があります。

しかし、当初の想定を超える機材や備品の調達、実技

指導者の増員等の必要経費が増大しました。研修・講

習に係る費用については受益者負担を原則としてきた

当会の基本方針により、受講料に関しては執行理事会、

臨時理事会で審議・採決の結果、会員 15,000 円、非会

員 40,000 円と設定させていただくことになりました。

既に、基礎講習については令和 3年 8月 20 日から開

講しておりますので、指定講習会のウエブサイトから

ご確認ください。なお、各都道府県で開催予定の実技

講習におきましては、当初、10 月頃から予定しており

ましたが、新型コロナウイルスの感染症が急増し、多

数の都道府県において緊急事態宣言が発令されている

ので、今後も感染状況を見てからの開催となりますこ

とを予めご了解ください。近年、タスク・シフトや新

型コロナ感染症対策など我が国が直面する重要課題に

ついて、私達臨床検査技師が期待され、活躍する場面

が増えています。今こそ、これをチャンスと捉え、一

つ一つ実績を積み上げ「将来、揺るぎない臨床検査技

師の基盤」を創り上げましょう。

【日 時】令和 3 年 9 月 11 日（土） 16：00～

【会 場】Web 開催

【内 容】「心エコーの基本から

虚血性心疾患までのポイント」

【講 師】医療法人相愛会 桑原記念病院

野口 陽介 技師

※詳細は配布済みの案内文を参照

【日 時】令和 3 年 9 月 17 日（金） 19：00～

【会 場】Web 開催

【内 容】「ファブリー病の

マルベリー細胞検査の経験と現状」

【講 師】鹿児島大学 検査部 竹之下 梢 先生

他

※詳細は配布済みの案内文を参照

【日 時】令和 3 年 9 月 18 日（土） 13：30～

【会 場】Web 開催

【内 容】各部門 基礎的な内容

※詳細は配布済みの案内文を参照

【日 時】令和 3 年 10 月 8 日（金） 18：00～20：00

【会 場】Web(ZOOM)開催

【内 容】細胞検査士資格認定 1次試験の細胞像

試験対策

《領域》婦人科・呼吸器

18：00～18：30 問題提示(30 問)

18：30～20：00 解説

※詳細は同封の案内文を参照

令和 3年度これだけは知っておきたい宮臨技セミナー

勉強会等のお知らせ

第 4回病理細胞部門生涯教育研修会

宮崎ファブリー病 フォーラム

2021年度 第１回 児湯地区研修会



【日 時】令和 3 年 10 月 11 日（月） 18:00～20:00

【会 場】Web(ZOOM)開催

【内 容】細胞検査士資格認定 1次試験の細胞像

試験対策

《領域》呼吸器・消化器・体腔液・乳腺・甲状腺・

その他

18：00～18：30 問題提示

18：30～20：00 解説

※詳細は同封の案内文を参照

【日 時】令和 3年 10 月 13 日（水） 18：00～19：00

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

講演 1：「古賀総合病院での SARS-Cov-2 qPCR 」

演者：古賀総合病院 中村 育代 技師

講演 2：「宮崎市郡医師会臨床検査センターにおける

新型コロナウイルス PCR 検査について」

演者：宮崎県医師会病院検査センター

吉野 かおり 技師

講演 3：「リアルタイム PCR の基礎原理と解析手法」

演者：サーモフィッシャーサイエンティフィッ

クライフサイエンスソリューションズライ

フテクノロジーズジャパン株式会社

白神 博 先生

※詳細は同封の案内文を参照

【日 時】令和 3年 11 月 17 日（水） 18：00～19：00

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

WEB 実習：「Dr.ジーン１ver2 大腸菌形質転換」

キットを使った実習

演者：都城医療センター 大塚 舞香 技師

講演 1：「形質転換について」

演者：都城医療センター 梅谷 昌司 技師

講演 2：「超迅速 大腸菌のコンピテントセルの紹介」

演者：株式会社ニッポンジーン

南 利貴 先生

※詳細は同封の案内文を参照

【日 時】令和 3年 12 月 15 日（水） 18：00～19：00

【会 場】Web 開催（Zoom）

【内 容】

WEB 実習：「NCBI BLAST を使用した BLAST 解析」

演者：都城医療センター 梅谷 昌司 技師

講演：「イルミナ次世代シーケンサーを使用した

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）

ゲノム解析について」

演者：イルミナ株式会社営業本部技術営業部

シニアアプライドゲノミクススペシャリスト

小林 孝史 先生

※詳細は同封の案内文を参照

メインテーマ 「Brush up!輸血検査」

～コロナの時代を研磨のチャンスに～

【日 程】2021 年 10 月 31 日（日曜日）

【会 場】Web 開催

※詳細は配布済みの案内文を参照

＜入 会＞

734865 高橋 凪沙 平和台病院

734747 川野 僚也 宮崎生協病院

734900 大塚 舞香 都城医療センター

＜異 動＞

703920 水流 奈己 宮崎県衛生環境研究所

＜転出＞

728968 久保 幸生 東京都へ

＊異動等により所属施設が変更になられた方で、変更

登録が未実施の方は、各自で変更登録をお願いいたし

ます。施設連絡責任者は、施設名のみでなく部署名ま

で登録お願いいたします。

また、宮臨技からの配付物等は、配付作業の簡素化

とコスト抑制のため勤務されている方は施設へ送らせ

ていただきたいと思います。勤務されている方で、施

設登録がされず自宅会員で登録されている方がいらっ

しゃいます。施設の登録と都道府県技師会からの郵送

会員の動き
（敬称略）

第 1回臨床微生物部門生涯教育研修会

第 2回臨床微生物部門生涯教育研修会

日臨技九州支部卒後教育研修会

『第 19回輸血検査研修会』

第 3回臨床微生物部門生涯教育研修会第 5回病理細胞部門生涯教育研修会



物送付方法の登録を施設へ郵送でお願いいたします。

施設番号がわからない方は、事務所までお問い合わせ

ください。

日臨技会員は日臨技会員専用サイトで会員情報の変更

や都道府県技師会の入退会ができます。

求人募集
＊募集を停止されている施設は

速やかにご連絡ください。

●求人先：潤和会記念病院

所 在 地：宮崎市大字小松１１１９

採用条件：臨床検査技師 嘱託職員 １名

勤務時間：① 8：30 ～ 17：30

② 8：00 ～ 17：00

業務内容：検査業務全般

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照

●求人先：JCHO 宮崎江南病院

所 在 地：宮崎市大坪西 1－2－1

採用条件：①任期付臨床検査技師 １名

②臨床検査技師 非常勤職員 １名

雇用期間：①R3 年 7 月 15 日～R4 年 5 月 18 日

②採用日～R4 年 3 月 31 日(1年毎の更新有)

勤務時間：①平 日 8：30 ～ 17：15

8：00 ～ 16：45

②平 日 8：30 ～ 15：30（６Ｈ）

8：00 ～ 15：00（６Ｈ）

※②は応相談

業務内容：検査業務全般

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照

●求人先：宮崎県立日南病院

所 在 地：日南市木山１－９－５

採用条件：臨床検査技師 臨時職員 １名

Ｒ2年 12 月～Ｒ4 年 3 月（予定）

勤務時間：平 日 8：30 ～ 17：15（応相談）

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0987-23-3111 山田

●求人先：串間市民病院

所 在 地：串間市西方７９１７

採用条件：臨床検査技師 会計年度職員 １名

勤務時間： 8：30 ～ 17：15

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0987-72-1362（森）

●求人先：谷口病院

所 在 地：日南市風田３８６１

採用条件：臨床検査技師 パート職員 １名

勤務時間：平 日 8：15 ～ 13：15（応相談）

業務内容：検査業務全般

問合せ先：（午後）TEL：0987-27-3022 河野

●求人先：吉田病院

所 在 地：延岡市松原町８８５０

採用条件：臨床検査技師 正社員 １名

勤務時間： 8：30 ～ 17：00

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0982－37－0126

●求人先：小林市立病院

所 在 地：小林市細野２２３５－３

採用条件：臨床検査技師 正職員 若干名

R４．４．１～

勤務時間： 8：15 ～ 17：00

業務内容：検査業務全般

問合せ先：TEL：0984-23-4711 事務部

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照



令和 3年 9月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

病理細胞部門長 猪股 美佳

第４回 病理細胞部門生涯教育研修会(細胞検査士養成研修会)のご案内

謹啓

会員皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、標記研修会を宮崎県臨床細胞学会と共催で、下記の要領にて開催します。

内容は細胞検査士資格認定1次試験の細胞像試験対策になります。全2回に分けて計60問実施します。

形態検査に興味がある方、細胞検査士取得を考えている方、細胞検査士の方は是非ご参加ください。

ご多忙のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非多数ご参加下さいますようご案内申し上げ

ます。

謹白

記

【日 時】 令和 3年 10 月 8 日（金） 18：00 ～ 20：00

【会 場】 Web(ZOOM)開催

【内 容】 細胞検査士資格認定 1 次試験の細胞像試験対策

《領域》婦人科・呼吸器

18：00 ～ 18：30 問題提示(30 問)

18：30 ～ 20：00 解説

【講 師】 宮崎県健康づくり協会 吉本 知子 技師

宮崎市郡医師会病院 寺田 一弥 技師

県立宮崎病院 郡司 香織 技師

県立宮崎病院 木田 裕子 技師

県立延岡病院 稲田 千文 技師

以上

参加希望の方は、10/3(日)までに

https://forms.gle/ptXeCovtQSzhsZbZ7

もしくは２次元バーコードよりお申込みください。

申し込みは第 4回・第 5回共通となっております。

10/4(月)に ZOOM の招待メールを送付予定です。

参加費：日本臨床衛生検査技師会会員、学生 無料

※非会員の方は勉強会参加時、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

<問い合わせ>

宮崎市郡医師会病院 臨床検査科 寺田 一弥

Tel：0985-77-9113 E-mail：kazuyacyto@gmail.com



令和 3年 9月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

病理細胞部門長 猪股 美佳

第５回 病理細胞部門生涯教育研修会(細胞検査士養成研修会)のご案内

謹啓

会員皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、標記研修会を宮崎県臨床細胞学会と共催で、下記の要領にて開催します。

内容は細胞検査士資格認定1次試験の細胞像試験対策になります。全2回に分けて計60問実施します。

形態検査に興味がある方、細胞検査士取得を考えている方、細胞検査士の方は是非ご参加ください。

ご多忙のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非多数ご参加下さいますようご案内申し上げ

ます。

謹白

記

【日 時】 令和 3年 10 月 11 日（月） 18：00 ～ 20：00

【会 場】 Web(ZOOM)開催

【内 容】 細胞検査士資格認定 1 次試験の細胞像試験対策

《領域》呼吸器・消化器・体腔液・乳腺・甲状腺・その他

18：00 ～ 18：30 問題提示

18：30 ～ 20：00 解説

【講 師】 宮崎江南病院 馬場 雄士 技師

県立日南病院 佐野 亜由美 技師

潤和会記念病院 猪股 美佳 技師

宮崎大学医学部附属病院 黒木 栄輝 技師

以上

参加希望の方は、10/3(日)までに

https://forms.gle/ptXeCovtQSzhsZbZ7

もしくは２次元バーコードよりお申込みください。

申し込みは第 4回・第 5回共通となっております。

10/4(月)に ZOOM の招待メールを送付予定です。

参加費：日本臨床衛生検査技師会会員、学生 無料

※非会員の方は勉強会参加時、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

<問い合わせ>

宮崎市郡医師会病院 臨床検査科 寺田 一弥

Tel：0985-77-9113 E-mail：kazuyacyto@gmail.com



令和 3 年 9 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

臨床微生物部門 部門長 梅谷 昌司

第 1 回 臨床微生物部門生涯教育研修会のご案内

謹啓

会員皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、下記日程、内容で部門研修会を開催致します。今回の研修会では、「SARS-CoV-2 PCR やって

みてわかった PCR 機器のメリット・デメリット」をテーマとしました。

会員皆様ご多忙中とは存じますが、是非出席頂きますようお願い申し上げます。

謹白

記

【日 時】 令和 3 年 10 月 13 日（水） 18：00 ～ 19：00

【会 場】 Web 開催(ZOOM)

【内 容】

講演 1 「古賀総合病院での SARS-Cov-2 qPCR 」

演者：古賀総合病院 中村 育代 技師

講演 2 「宮崎市郡医師会臨床検査センターにおける新型コロナウイルス PCR 検査について」

演者：宮崎県医師会病院検査センター 吉野 かおり 技師

講演 3 「リアルタイム PCR の基礎原理と解析手法」

演者：サーモフィッシャーサイエンティフィック

ライフサイエンスソリューションズライフテクノロジーズジャパン株式会社

白神 博 先生

以上

※参加希望の方は、https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkfuqoqzovHN23sHtI6HagKj5wesRdaNJh

からお申込みください。

※非会員の方は勉強会参加時、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

<問い合わせ>

国立病院機構 都城医療センター 中央検査部 梅谷 昌司

Tel：0986-23-4111 E-mail：neoae101@hotmail.com



令和 3 年 9 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

臨床微生物部門 部門長 梅谷 昌司

第 2 回 臨床微生物部門生涯教育研修会のご案内

謹啓

会員皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、下記日程、内容で部門研修会を開催致します。今回の研修会では、大腸菌を使用した「形質

転換」をテーマとしました。

会員皆様ご多忙中とは存じますが、是非出席頂きますようお願い申し上げます。

謹白

記

【日 時】 令和 3 年 11 月 17 日（水） 18：00 ～ 19：00

【会 場】 Web 開催(ZOOM)

【内 容】

 WEB 実習 「Dr.ジーン１ver2 大腸菌形質転換」キットを使った実習

演者：都城医療センター 大塚 舞香 技師

講演 1 「形質転換について」

演者：都城医療センター 梅谷 昌司 技師

講演 3 「超迅速 大腸菌のコンピテントセルの紹介」

演者：株式会社ニッポンジーン 南 利貴 先生

以上

※参加希望の方は https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvcuyrrTwqHdYAXmdBzWkSMVgqE1-q9GsT

からお申込みください。

※非会員の方は勉強会参加時、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

<問い合わせ>

国立病院機構 都城医療センター 中央検査部 梅谷 昌司

Tel：0986-23-4111 E-mail：neoae101@hotmail.com



令和 3 年 9 月吉日

会 員 各 位

（一社）宮崎県臨床検査技師会

臨床微生物部門 部門長 梅谷 昌司

第 3 回 臨床微生物部門生涯教育研修会のご案内

謹啓

会員皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、下記日程、内容で部門研修会を開催致します。今回の研修会では、「遺伝子解析と次世代シー

クエンサー」をテーマとしました。

会員皆様ご多忙中とは存じますが、是非出席頂きますようお願い申し上げます。

謹白

記

【日 時】令和 3 年 12 月 15 日（水） 18：00 ～ 19：00

【会 場】Web 開催(ZOOM)

【内 容】

 WEB 実習 「NCBI BLAST を使用した BLAST 解析」

演者：都城医療センター 梅谷 昌司 技師

講演 「イルミナ次世代シーケンサーを使用した

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ゲノム解析について」

演者：イルミナ株式会社営業本部技術営業部

シニアアプライドゲノミクススペシャリスト 小林 孝史 先生

以上

※参加希望の方は、https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdOytrj4rGtzDGxiGNx8-QwKoo8xboaxh

からお申込みください。

※非会員の方は勉強会参加時、参加費として別途 3,000 円を徴収いたします。

<問い合わせ>

国立病院機構 都城医療センター 中央検査部 梅谷 昌司

Tel：0986-23-4111 E-mail：neoae101@hotmail.com



2021 年 8 月吉日

会員各位

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 支部長 佐藤 元恭

（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部 学術部長 百田 浩志

九州支部 輸血細胞治療部門長 立川 良昭

実務担当 山田 聡美

日臨技九州支部卒後教育研修会『第 19 回輸血検査研修会』のご案内

会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、標記輸血検査研修会を下記の要領にて開催致します。

つきましては、九州各県からの会員の多数のご参加をお待ちしております。

また、申込み希望の方は、下記の「申込み要領」をご参考の上、参加登録をお願い致しま

す。

記

メインテーマ「Brush up!輸血検査」

～コロナの時代を研磨のチャンスに～

日程：2021 年 10 月 31 日（日曜日）

会場：Web 開催

主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会九州支部

後援：日本輸血・細胞治療学会九州支部会

担当：（一社）熊本県臨床検査技師会 輸血細胞治療部門

以上



【申込み要領】

○定員 ： 150 名

○参加費 ：2500 円

○取得単位：生涯教育点数 ： 専門 20 点

認定輸血検査技師申請資格審査基準 5 単位

○申込み期限：2021 年 9 月 30 日(木)

○申込み方法：日臨技ホームページ、研修会事前登録より申し込んで下さい。

○登録方法 ：①日臨技ホームページ→会員専用ページにログインする。

②参加申請の事前参加申込より九州支部卒後教育研修会

第 19 回輸血検査研修会を選択し、事前登録を押す。

③必須事項に漏れがないように入力し、保存して閉じる。

登録完了

④登録したメールアドレスに受付完了のメールが届く。

※諸事情により日臨技ホームページより申し込みができない場合は、下記の

申込み用紙を利用し、郵送で事務局に申込みをして下さい。

○入金先：入金先：肥後銀行 北熊本支店

普通預金口座番号： 1677349 店番号：155

口座名：第 19 回輸血検査研修会 事務局 山田 聡美

〇事務局：〒860-8518 熊本市北区山室 6丁目 8番 1号

九州支部卒後教育研修会 第 19 回輸血検査研修会事務局

社会医療法人寿量会 熊本機能病院

臨床検査課 山田 聡美 宛

（TEL（代表）：096-345-8111（内線：2510） FAX：096-345-8188 ）

E-mail：jmrinken@juryo.or.jp



九州地区卒後教育研修会

第 19 回 輸血検査研修会 申込み用紙

漢字 ふりがな

１．受講者氏名

＜部署名＞

２．勤務先名

３．勤務先住所 〒 県 （市以降の住所は下記へ）

市

４．勤務先電話番号 （内線 ）

５．勤務先ＦＡＸ

６．技師会会員番号 技師会所属県 県

７．技師勤務年数 年 輸血検査経験年数 年

８．（添付可能）Ｅ-mail ＠

※ ℓ(エル)と数字の 1、0(ゼロ)とＯ(オー)、「－」(ハイフン)、「＿ 」

(アンダーバー)などを 区別して記載して下さい。

添付可能なメールアドレスの記載をお願い致します。

※ 全ての記載が確認できないと、受付登録できない事がありますので、ご注意下さい。



4 / 4

プログラム

10 月 31 日(日) Web 開催

開講式 9：00～9：15

Ⅰ 講演 9：15～12：15

講演 1 『院内教育プログラムの紹介』

大分赤十字病院 検査課 立川 良昭

講演 2 『検査技師 5年目にして感じること』

済生会熊本病院 中央検査センター 丸塚 洋基

講演 3 『後輩技師として思うこと』

熊本赤十字病院 検査部 内田 有咲

講演 4 『先輩技師として思うこと』

熊本赤十字病院 検査部 吉田 雅弥

休憩 12：15～13：15

Ⅱ 講演 13：15～16：15

講演 5 『ゼロ地点に立ち戻り、改めて知識を整理する』

熊本大学病院 中央検査部 福吉 葉子

講演 6 『輸血検査の新たな知見』

東邦大学医療センター大森病院 輸血部 奥田 誠

講演 7 『輸血医療の進歩；輸血感染症対策を中心に』

熊本県赤十字血液センター 米村 雄士

閉会 16：15～16：30


