
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部門別研究班・地区研修会】 
目次（詳細は下記） 

4 月 13日（土）病理検査研究班 
1．「女性労働基準規則改正の要点と、キシレン特性と局所排気について」 
2．「平成２４年度 精度管理調査報告 病理学的検査」 
3．「ＰＡＳ染色っておもしろい」 
4．「ケラチンの特性とその応用例について」 

4月23日（火）臨床化学研究班 1回目 研究・実験に必要な統計学－基礎編－ 
4 月 27日（土）細胞検査研究班「体腔液の細胞診」 
5月10日（金）輸血研究班「血液型検査・交差適合試験の基礎と実際」 

「平成24年度神奈川県精度管理調査(輸血検査)報告」 
5月15日（水）臨床化学研究班 2回目 研究・実験に必要な統計学―実践編－  
6 月 4 日（火）臨床化学研究班「検査前編」 
6 月 20日（木）川崎地区「感染制御活動に必要な微生物検査データの読み方と作り方（基礎編）」 
       「薬剤感受性検査における各種判定基準の考え方＜EUCASTと CLSI を中心に」 
6 月 15日（土）生理検査脳筋専門グループ「脳波判読実習」 
6 月 21日（金）輸血研究班「不規則抗体スクリーニング検査の基礎と実際」 

「血液製剤の取り扱いと注意点」 
6 月 29日（土）生理検査脳筋専門グループ「脳波及び筋電図講義」 
7 月 9 日（火）臨床化学研究班「検査分析編」 
7 月 13日（土）生理検査脳筋専門グループ「筋電図実技講習」 

臨床化学研究班 連絡責任者 間瀬浩安 TEL 0463-93-1121  FAX 0463-93-1121 
よく学会や研究会で「有意差があった、p<0.005」や「差がなかった。」などと聞き

ます。これらはすべて検定を行い統計学的に見ている結果です。差が“有る”や“な
い”という場合は必ず有意差検定を行い実証しなければなりません。しかし統計学に
は様々あり、どの様な検定を行えばよいのかわかりません。そこで今回は統計学の基
礎から実践の研修会を開催いたします。平均の検定や対応のある検定など基礎から学
ぶことが出来ます。検定結果のある論文とない論文では価値が全く違います。よく学
会発表する方は是非参加してください。 
開催日時 2013年 4月 23日（火）・5月 15日（水） 19時 00分から 
会 場  神臨技研修センター 〒231-0023 横浜市中区山下町 75 荻野ビル 5階 
テ－マ 「研究・実験に必要な統計学－基礎から実践－」 
講 師 吉田 雅之 ロシュ・ダイアグノスティックス（株） 

 薬事・臨床揮発部臨床試験ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
参加費  会員 1,000 円 、 非会員 8,000円  
受付方式 会場受付 
生涯教育研修  専門 20点 
 
臨床化学研究班 連絡責任者 間瀬浩安 TEL 0463-93-1121  FAX 0463-93-1121 
毎年恒例の若手、新人対象の「検査前に知っておきたい事」シリーズ研修会を開催

いたします。今回は、“検査前編”、“分析編”の2回に分けての実施です。 
検査前編では、採血の順番、採血後の放置による検査値の変化、血液ガスの気泡混入
データなどの解説分析編では、溶血の影響や検体不足、試薬不足の時の結果値変化や
CK、CK-MBや乳糜検体の注意点などを解説これから臨床化学検査を始める技師、始めて
間もない技師、もう一度基礎を知りたい技師などに聞いていただきたい研修会です、
是非とも先輩技師は新人技師をつれて参加ください。 
開催日時 2013年 6月 4日（火）・7月 9日（火） 19時 00分から 
会 場  神臨技研修センター 〒231-0023 横浜市中区山下町 75 荻野ビル 5階 
テ－マ 「研究・実験に必要な統計学－基礎から実践－」 
講 師  間瀬浩安  東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科 
参加費  会員 1,000 円 、 非会員 8,000円  
受付方式 会場受付 
生涯教育研修  基礎 20点 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病理研検査究班連絡責任者 芹澤昭彦 TEL463-93-1121(6930) FAX 0463-94-6776 
１ １．女性労働基準規則改正の要点と、キシレン特性と局所排気について実際

の装置を講演いただきます．２．去年行われた精度管理調査の染色サーベイの
報告について，調査の評価やアンケート内容，各施設の染色標本の詳細な報告
をしていただきます．３．ＰＡＳ染色について詳しく解説いたします．ＰＡＳ
染色の染色原理，試薬の解説，陽性所見を示す物質の解説，日常に使えるテク
ニックなどを講演いただきます．４．中間系フィラメントの一つであるケラチ
ンは，全ての上皮細胞に認められ，細胞の種類や分化に伴い，異なった発現様
式がみられます．このことを利用することにより，細胞と特性や良悪性の診断
に用いることが可能となる有用な抗体ですが，一つ間違えば両刃の剣となって
しまいます．今回は，基本的なケラチン抗体の特性とそれを利用した応用例に
ついて講演いただきます． 
開催日時 2013年 4月 13日（土） 13時 00分から 17時 00分 
会 場  神臨技研修センター 〒231-0023 横浜市中区山下町 75 荻野ビル 5階 
テ－マ １．「女性労働基準規則改正の要点と、キシレン特性と局所排気について」 

２．「平成２４年度 精度管理調査報告 病理学的検査」 
３．「ＰＡＳ染色っておもしろい」 
４．「ケラチンの特性とその応用例について」 

講 師 久保田 征広 ・神谷 和彦  
島田 直樹 ・磯崎 勝 ・弓納持 勉   

参加費  会員 500 円 、 非会員 8,000円  
受付方式 会場受付 
生涯教育研修  専門 20点 
 

細胞検査研究班 連絡責任者 柿沼廣邦 TEL042-778-8579  FAX 042-778-9371 
 体腔液のセルブロックの作成方法を加戸伸明氏に、体腔液細胞診における細胞鑑別
のポイントについて濱川真治氏に検体処理法の重要性と良悪性の鑑別を要する細胞
所見のポイントを中心に講義して頂きます。また、症例検討を神奈川県の細胞検査士
の方にお願い致しました。日常の体腔液細胞診に役立つ内容となりますので、どうぞ、
皆様奮ってご参加ください。 
開催日時 2013年 4月 27日（土） 13時 00分から 17時 10分 
会 場  横浜市立大学医学部付属市民総合医療センタ－ 
     〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町 4-57 
     TEL045(261)5656  FAX  045(253)5383 
テ－マ 「体腔液の細胞診」  
講 師  濱川 真治 公立昭和病院  加戸伸明 東海大学医学部付属病院 
    （会員 6 名）   
参加費  会員 500 円 、 非会員 8,000円  
受付方式 会場受付 
締切日  無 
生涯教育研修  専門 20点 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生理検査（脳・筋専門グル－プ）研究班   連絡責任者 津田 寿美枝 
                TEL 045-366-1111（内線4115）  FAX 045-366-1157  
1回目「脳波判読実習」、2回目「脳波及び筋電図講義」、3回目「筋電図実技講習」

の計 3回です。1回目は超初級者クラスを設け基本であるスケールの使い方からみっ
ちり指導します。申し込み時に超初級者クラス希望の方は明記して下さい。2回目は
医師による「てんかんについて」の講義、技師による「神経伝導検査のコツと症例」
の講義で、新人から中堅技師にも役立つ内容です。３回目はクラス分けによる筋電図
実技講習です。申し込み時に、希望の日にち、希望のクラス（超初級者クラス、初心
者、初級、中級）等を明記してお送り下さい。 
開催日時  1回目 H25年 6月 15日（土）・2回目 6月 29日（土） 

3回目 7月 13日（土） 15時 00分から 18時 00分まで 
会  場 かながわ県民センタ－ 301号室 

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 
     TEL045  ( 312 ) 1121    FAX 045  (312  )4810 
テ－マ 「脳波判読、末梢神経伝導検査の基礎を学ぼう」 
講 師  栗原まな 神奈川リハビリテーション病院 小児科統括部長 

一・三回目は脳波筋電図スタッフ 7名が講師（小野澤,岩崎,田中,長山,下
河,尾関,高橋,津田） 

参加費  会員 2,000 円 、 非会員 10,000 円 
受付方式 事前申込 募集枞（1回目：50名、2回目：60名、3回目：40名   ） 
締切日 2013年 6 月 8日必着 定員になり次第締め切り 6/15日分 
申込先 北里大学病院臨床検査部 小野沢 裕也  

Eメール eeg8523@kitasato-u.ac.jp 
    FAX 045   ( 366  )1157（聖マリアンナ医大横浜市西部病院 津田宛） 
生涯教育研修  臨床専門 20点 
 

川崎地区  連絡責任者   山崎 武  044-844-3373 
微生物検査を外部委託している施設においても臨床検査技師が感染制御チームの

一員として活動することが要求され、微生物検査経験のない技師が検査データをチェ
ックしたり、院内感染委員会等への報告資料を作成する責務を負っていることから検
査データの読み方と適切な資料作成手法を提示したいと思います。また、現在ほとん
どの薬剤感受性検査において採用されている CLSI基準と欧州の基準である EUCASTの
相違点を日本での現状を踏まえて解説します。 
開催日時 2013年 6月 20日（木） 19時 00分から 20時 45分 
会 場  ミュ－ザ川崎シンフォニ－フォ－ル 会議室１～３ 
      〒210－0007 川崎市川崎区駅前本町 12-1 ℡ 044-200-1414 
テ－マ  ・感染制御活動に必要な微生物検査データの読み方と作り方（基礎編） 

・薬剤感受性検査における各種判定基準の考え方＜EUCASTと CLSIを中心
に 

講 師   宮本 豊一 川崎市立多摩病院 臨床検査部 
      関口 幸恵 シスメックスビオメリュー株式会社 
参加費   会員 500 円 、 非会員 8,000円  
受付方式  会場受付 
生涯教育研修 専門 20点  

mailto:eeg8523@kitasato-u.ac.jp


 

 

 

 

 

 

 

輸血研究班 連絡責任者田代優也 TEL0463-81-3721(内線 2198) FAX0463-80-2420 

恒例となりました【輸血検査の基礎と実際】研修会。今年も 2回シリーズで開催致

します。１回目の今回は、血液型検査・交差適合試験です。新人検査技師の方や日当

直時に輸血検査を担当される方、実技講習会(６月開催予定)参加予定の方など、症例

も交えてわかりやすく解説していただきますので、皆様奮ってご参加ください。また、

平成 24 年度神奈川県精度管理調査(輸血検査)の報告と解説も併せて行います。多数

のご参加お待ちしております。 

開催日時 2013年 5月 10日（金） 19時 00分～21時 00分 

会 場  かながわ県民センター ホール 

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2   

テ－マ  「血液型検査・交差適合試験の基礎と実際」 

「平成24年度神奈川県精度管理調査(輸血検査)報告」 

講 師  市原 茂  株式会社 ｶｲﾉｽ ｸﾞﾘﾌｫﾙｽ営業推進部 学術課 課長  

     山崎 郁子 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学東横病院 臨床検査部  

参加費  会員 1,000 円 、 非会員 8,000円 

受付方式 会場受付 

生涯教育研修 専門 20点  

 

輸血研究班 連絡責任者田代優也 TEL0463-81-3721(内線 2198) FAX0463-80-2420 

【輸血検査の基礎と実際】シリーズ第 2回目の研修会を開催します。今回は不規則

抗体スクリーニング検査・抗体同定試験です。新人検査技師の方や日当直時に輸血検

査を担当される方、実技講習会(６月開催予定)参加予定の方など、症例も交えてわか

りやすく解説していただきます。また、神奈川県赤十字血液センター学術課の安藤等

先生をお招きし、血液製剤の取り扱いと注意点についての解説も併せて行っていただ

きます。多数ご参加くださいますよう案内申し上げます。 

開催日時 2013年 6月 21日（金） 19時 00分～21時 00分 

会 場  〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2  かながわ県民センター 

ホール 

テ－マ  「不規則抗体スクリーニング検査の基礎と実際」 

「血液製剤の取り扱いと注意点」 

講 師  市原 茂  株式会社 ｶｲﾉｽ ｸﾞﾘﾌｫﾙｽ営業推進部 学術課 課長  

     安藤 等  神奈川県赤十字血液センター 学術課  

参加費  会員 1,000 円 、 非会員 8,000円 

受付方式 会場受付 

生涯教育研修 専門 20点  
 


