
平成３1 年３月吉日 

会員各位 

一般社団法人 高知県臨床検査技師会 

会長 山中 茂雄（公印省略） 

一般社団法人 高知県臨床検査技師会 

臨床化学・免疫・遺伝子検査研究班 

班長 徳弘 慎治  

 

平成３０年度 高臨技・四県合同研修会（臨床化学検査研究班）開催のご案内 

 

拝啓 

浅春の候 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。平素は、高

知県臨床検査技師会の学術活動に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、今般、臨床化学・免疫・遺伝子検査研究班において、下記のとおり「平成３０年度 高臨技・

四県合同研修会（臨床化学検査研究班）」を開催する運びとなりましたのでお知らせいたします。 

ご多用のところ恐縮ですが、万障お繰り合わせの上ご参加賜りますよう、お願い申し上げます。 

敬具 

記 

【合同研修会】 別紙１参照 

日  時：平成３１年３月１７日（日） ９：２０～１５：４０ 

会  場：高知大学医学部 臨床講義棟 第３講義室（高知県南国市岡豊町小蓮１８５-１） 

テ ー マ：「精度保証を再考する」 

内  容：別紙１のとおり 

参 加 費：３,０００円（テキスト代含む） 

 

【情報交換会】別紙２参照 

日  時：平成３１年３月１６日（土） １８：３０～ 

会  場：土佐
と さ

の一風
いっぷう

（高知県高知市はりまや町１－６－１） 

電話番号：０８８－８８５－９６４０ 

参 加 費：５,０００円 

 

【宿泊（先着４０室）】 別紙２参照  

日  時：平成３１年３月１６日（土） 

ホ テ ル：西鉄イン高知はりまや橋（高知県高知市はりまや町１－１－３） 

電話番号：０８８－８７５－５４５４ 

宿 泊 料：１０,７２０円（１泊 朝食付き、駐車場代別（１泊９００円）） 

 

※お申込みにつきましては、別添の「平成３０年度 高臨技・四県合同研修会（臨床化学検査研究班）

参加申込書」に必要事項を記入のうえ、平成３１年３月１１日（月）の１７：００までに、当該申

込書の連絡先あてに FAX にてご返送ください。 

以上 

 

申込み期限を延長しました！！ 

平成 31年３月 11日（月）１７：００まで 



別 紙１ 

平成３０年度 高臨技・四県合同研修会（臨床化学検査研究班）プログラム 

 

８：３０        受付開始 

 

９：２０～９：３０   主催者・開催県会長挨拶 

 

９：３０～１０：５０  一般演題  座長  徳弘 慎治 先生（高知大学医学部附属病院） 

 ① 「意外と知らない“よそ”の精度管理 －おまんくはどうしゆう？－」 

  高知大学医学部附属病院       亀山 智代 先生 

  オリーブ高松メディカルクリニック四国中検ラボ 熊野 雅英 先生 

  地域医療推進機構宇和島病院    山本 明毅 先生 

  徳島大学病院     秦 真公人 先生 

 ② ディスカッション 

 

１０：５０～１１：００ 休憩 

 

１１：００～１１：４０ 教育講演Ⅰ  座長  香西 宣秀 先生（滝宮総合病院） 

 「法改正に鑑みる PDCA サイクルの重要性 ―ISO15189 認定審査における是正処置の実例を中心に―」 

  高知大学医学部附属病院検査部 臨床検査技師長 山中 茂雄 先生 

 

１１：４０～１２：００ 休憩 

 

１２：００～１２：５０ ランチョンセミナー   座長  片岡 直樹 先生（高知赤十字病院） 

 「精度管理と Global 化の流れ」 

  ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 ラボソリューション事業部マーケティング部 

ラボシステムグループ 藤井 隆行 先生 

 

１２：５０～１３：１０ 休憩 

 

１３：１０～１４：００ 教育講演Ⅱ  座長  高橋 志津 先生（松山赤十字病院） 

 「今こそおさらい！精度管理 ～基礎から臨床応用まで～」 

  天理医療大学 臨床検査学科 特任講師 山本 慶和 先生 

 

１４：００～１４：２０ 休憩 

 

１４：２０～１５：３０ 特別講演  座長  徳弘 慎治 先生（高知大学医学部附属病院）  

 「社会が求める臨床検査の品質保証－信頼される臨床検査技師を目指して－」 

  熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科 教授 池田 勝義 先生 

 

１５：３０～１５：４０ 次回開催県担当者挨拶 

 

１５：４０  閉会 



別 紙１ 

合同研修会場について 

 

 

【駐車場について】 

平成 30年より、高知大学医学部（岡豊キャンパス）の駐車場入口にカーゲートが設置されており

ます。下記の運用方法をご確認の上お越し下さいますよう宜しくお願い致します。  

 

＜駐車場案内図＞ 

 

＜駐車方法＞ 

① 駐車場カーゲート入口にある自動発券機から駐車券を入手後、駐車してください。 患者

用・職員用どちらへ駐車されても結構です。  

② 発券された駐車券を合同研修会受付へご提示ください。  

③ 当該駐車券について無料化の処理を行います。  

④ お帰りの際に、無料化処理をした駐車券をゲートに読み込ませてください。  

以上 

 



別 紙２ 

情報交換会及び宿泊について 

 

⚫ 情報交換会 

 

 

⚫ 宿泊 

平成３１年３月１６日（土）の宿泊につきましては、下記ホテルを４０室確保してありますので、

ご利用を希望される方はお早めにお申し込みください。 

駐車場につきましては、ホテル併設のタワー駐車場を利用いただきますが、当該駐車場に空きが

ない場合は、近隣の提携駐車場をご案内いたします（駐車料金は変わりません）。 

なお、タワー駐車場につきましては、出庫にお時間がかかる可能性がございますのであらかじめ

ご留意ください。 

詳細につきましては、下記ホテルまでお問い合わせください。 

 

西鉄イン高知はりまや橋（高知県高知市はりまや町１－１－３） 

電話番号：０８８－８７５－５４５４ 

宿 泊 料：１０,７２０円（１泊 朝食付き、駐車場代別（１泊９００円）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 添 

平成３０年度 高臨技・四県合同研修会（臨床化学検査研究班）参加申込書 

 

【研修会概要】 

⚫ 日 時：平成３１年３月１７日（日） ９：２０～１５：３０ 

⚫ 会 場：高知大学医学部 臨床講義棟 第３講義室（高知県南国市岡豊町小蓮１８５-１） 

⚫ テーマ：「精度保証を再考する」 

【情報交換会】 

⚫ 日 時：平成３１年３月１６日（土） １８：３０～ 

⚫ 会 場：土佐
と さ

の一風
いっぷう

（高知県高知市はりまや町１－６－１） 

⚫ 会 費：５，０００円 

【宿泊】 

⚫ 宿泊日：平成３１年３月１６日（土）  

⚫ ホテル：西鉄イン高知はりまや橋（高知県高知市はりまや町１－１－３） 

⚫ 宿泊料：１０,７２０円（１泊 朝食付き、駐車場代別（１泊９００円）） 

 

ご所属機関名  

ご所属機関 

住所 
 

電話番号  

ご参加者 

会員番号 参加者ご氏名 情報交換会に参加 宿泊を希望 

  する ・ しない 
する ・ しない 

禁煙・喫煙 

  する ・ しない 
する ・ しない 

禁煙・喫煙 

  する ・ しない 
する ・ しない 

禁煙・喫煙 

  する ・ しない 
する ・ しない 

禁煙・喫煙 

  する ・ しない 
する ・ しない 

禁煙・喫煙 

  する ・ しない 
する ・ しない 

禁煙・喫煙 

お申込先 

高知大学医学部附属病院 検査部  

担当者 徳弘慎治 

〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮 

TEL ０８８－８８０－２４６３（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）  

FAX ０８８－８８０－２４６２ 

お申込期限 

 

平成３１年３月１１日（月） １７：００ 


