
令和 4 年度徳臨技・四県合同研修会（微生物研究班）のご案内 
 

盛夏の候、会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、今年度の徳臨技・四県合同研修会（微生物研究班）を下記の日程にて開催します。 
ご多忙中とは思いますが、皆様のご出席を頂けますようご案内いたします。 

記 

テーマ：『微生物検査室と DS（Diagnostic Stwerdship）』 
日 時：令和 4年 9月 11日（日）9：25～15：20 

場 所：徳島大学蔵本キャンパス 大塚講堂 2階小ホール（上限定員 100 名） 

       ※COVID-19の流行状況により WEB開催となる場合があります。 

参加費：3,000円 （検査技師で非会員の方は、参加費 8,000円） 

日臨技生涯教育点数：専門 20点 

内 容：  

8:45～ 受付 

9:25～ 開始 会長挨拶 

9:30～10:50【症例報告】8 題 

1） 「血液培養より Mycoplasma hominis が検出された一症例」  

高知大学医学部附属病院  岩目 彩椰 

2） 「当院細菌検査室における遺伝子検査の状況（with コロナ時代の対応）」  

愛媛大学医学部附属病院 検査部  伊豫田 都 

3） 「血液培養より Lacticaseibacillus rhamnosus が検出された 1 症例」  

香川県立中央病院  臼井 舞 

4） 「海外渡航歴のある下痢便より Shigella sonnei が検出された 1症例」  

徳島県立中央病院メディエンス検査室 髙木 寿珠 

5） 「Corynebacterium riegeliiによる閉塞性尿路感染症から高アンモニア血症を呈した一例」  

近森病院  入交 美穂子 

6） 「播種性 M. chelonae group感染症の 1例」  

松山赤十字病院 検査部  藤本 愛子 

7） 「Moesziomyces antavcuticus による CAPD腹膜炎の一例」  

高松赤十字病院  山本 修平 

8） 「喀痰培養にて分離された N. meningitidis の一症例」 

徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門  笹田 倫子 

 

11:00～12:00【教育講演】 

『徳島大学病院における Diagnostic stewardshipの取り組み』 

徳島大学病院 感染制御部 部長  東 桃代 先生 

 

12:00～13:00 昼食休憩 

 

13:00～14:00【ミニレクチャー】 

『新型コロナウイルス最新情報とアフターコロナにおける遺伝子検査機器の活用について』 

1） ベックマン・コールター株式会社 ダイアグノステイックス営業統括本部  叶 辰宜 先生 

2） ビオメリュー・ジャパン株式会社 臨床学術部  藤吉 章雄 先生 

3） 栄研化学株式会社 マーケティング推進室マーケティング二部一課  伊澤 祐太 先生 

 

14:10～15:10【特別講演】（共催：ベックマン・コールター株式会） 

『感染管理を担う皆様への期待～私の半生と反省を踏まえ～』 

株式会社エスアールエル 学術顧問 山中 喜代治 先生 

 

15：10～ 閉会 

主催：（一社）徳島県臨床検査技師会 微生物検査研究班 

班長 早川 貴範（徳島県立中央病院メディエンス検査室） 

連絡先 TEL：088-631-4360（細菌検査室直通） 

E-mail：hayakawa.takanori@md.medience.co.jp 

 

mailto:hayakawa.takanori@md.medience.co.jp


 

【参加申込方法】 

日臨技会員の方は日臨技 HPより事前参加登録をお願い致します。 

非会員の方または日臨技 HP から参加申込ができない方は、別紙の「案内兼参加申込書」を FAX また

はメールで各県班長までご提出お願い致します。 

 

参加費は申込時にお支払いください。 

用紙で参加申込をいただいた方には後日、メールアドレスへ入金先の口座番号をお送りします。 

やむを得ず事前支払いできなかった方につきましては、当日、受付にてお支払いください。 

 

参加申込期限：8月 17日（水） 

 

 

 

 

 



令和 4年度 徳臨技・四県合同研修会（微生物研究班）のご案内 
 盛夏の候、会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、今年度の徳臨技・四県合同研修会（微生物研究班）を下記の日程にて開催します。 

ご多忙中とは思いますが、皆様のご出席を頂けますようご案内いたします。 

 

記 

テーマ：『微生物検査室と DS（Diagnostic Stwerdship）』 

 
日 時：令和 4年 9月 11 日（日）9：25～15：10 

場 所：徳島大学蔵本キャンパス 大塚講堂 2階小ホール 

        ※COVID-19の流行状況により WEB開催となる場合があります。 

参加費：3,000円（検査技師で非会員の方は、参加費 8,000円） 

日臨技生涯教育点数：専門 20点 

内 容： 

  8:45～ 受付 

  9:25～ 開始 会長挨拶 

  9:30～10:50【症例報告】 

1） 「血液培養より Mycoplasma hominisが検出された一症例」  高知大学医学部附属病院  岩目 彩椰 

2） 「当院細菌検査室における遺伝子検査の状況（with コロナ時代の対応）」 

                          愛媛大学医学部附属病院 検査部  伊豫田 都 

3） 「血液培養より Lacticaseibacillus rhamnosusが検出された 1症例」  

                                  香川県立中央病院  臼井 舞 

4） 「海外渡航歴のある下痢便より Shigella sonneiが検出された 1症例」 

                         徳島県立中央病院メディエンス検査室 髙木 寿珠 

5） 「Corynebacterium riegeliiによる閉塞性尿路感染症から高アンモニア血症を呈した一例」 

                                    近森病院  入交 美穂子 

6） 「播種性 M. chelonae group感染症の 1例」         松山赤十字病院 検査部 藤本 愛子 

7） 「Moesziomyces antavcuticusによる CAPD腹膜炎の一例」       高松赤十字病院 山本 修平 

8） 「喀痰培養にて分離された N. meningitidis の一症例」  

                    徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門  笹田 倫子 

 

                                                                              

  11:00～12:00【教育講演】 

『徳島大学病院における Diagnostic stewardshipの取り組み』 

                     徳島大学病院 感染制御部 部長  東 桃代 先生 

  12:00～13:00【昼休憩】 

  13:00～14:00【ミニレクチャー】 

『新型コロナウイルスの最新情報とアフターコロナにおける遺伝子検査機器の活用方法』 

1） ベックマン・コールター株式会社  叶  辰宜 先生 

2） ビオメリュー・ジャパン株式会社  藤吉 章雄 先生 

3） 栄研化学株式会社         伊澤 祐太 先生 

  14:10～15:10【特別講演】（共催：ベックマン・コールター株式会社） 

『感染管理を担う皆様への期待～私の半生と反省を踏まえ～』 

              株式会社エスアールエル 学術顧問 山中 喜代治 先生 

 

 

駐車場は病院駐車場をご利用ください。 

 

・参加申し込み方法 

日臨技会員の方は日臨技 HP より事前参加登録をお願い致します。 

非会員の方または日臨技 HP から参加申込ができない方は下記の参加申込

用紙を各県班長まで提出をお願い致します。 

・申込（提出）期限：8 月 17 日（水） 
香川県：藤原 栄吏 （香川労災病院）       TEL 0877-23-3111 FAX 087-802-1264 

徳島県：早川 貴範 （徳島県立中央病院ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ検査室）TEL 088-631-4360 FAX 088-634-1580 

愛媛県：日出山 健 （市立八幡浜総合病院）    TEL 0894-22-3211 FAX 0894-22-3153 

高知県：島田  藍 （近森病院）         TEL 088-871-7210 FAX 088-871-7210 
 

令和 4 年度 徳臨技・四県合同研修会（微生物検査研究班）  

参加申込書 

施設名                                       

 

 
              主催：（一社）徳島県臨床検査技師会 微生物検査研究班 

                      班長 早川 貴範（徳島県立中央病院メディエンス検査室） 

会員番号 氏  名 メールアドレス 

   

   

   

   

   

 

大塚講堂 


