
2月1日・2日 （土日） 各県における精度管理の現状と未来

2月4日 （火） グラム染色実力確認試験

2月6日 （木） 「エコー画像・病理組織・細胞診の３者から考える甲状腺疾患の見方」

2月7日 （金） マイコプラズマ感染症の臨床背景と検査精度の向上に関して

2月7日 （金） 末梢血・骨髄鏡検実習のための事前講義(腫瘍細胞・疾患を中心に)

2月14日 （金） 小児科領域の心エコー

2月15日 （土）

2月16日 （日）

2月28日 （金） 心不全とBNP検査

3月1日 （土） 「マイコプラズマ肺炎の基礎と抗原キットの有用性」「当院から分離された“まれな菌”のまとめ」

3月5日 （水） 「貯血式自己血輸血の体制整備～安全で適正な自己血輸血を目指して～」

講演１：　「尿中有形成分分析装置で得られる結果の活用法」

講演２：　「尿検査から腎臓の病態を考える―CKD診療ガイド2012の重症度分類を中心に―」

「医学検査学会発表プレビュウ」

「ゴム手袋の特性と正しい選択」

「臓器写真撮影の基本と応用」

3月16日 （日） 末梢血・骨髄鏡検実習(腫瘍細胞・疾患を中心に)

2014年2月1日（土）午後1時～2月2日（日）午後12時

「市民会館おおみや」（1日目研修会場）
「マロウドイン大宮」（2日目研修会場）
各県における精度管理の現状と未来
4,000円、意見交換会費5,000円、宿泊費8,000円
事前申し込み　E-mail　

専門　30点

2014年2月4日　　（火曜日）　19：00～ 20：30　まで

かながわ県民活動サポートセンター会議室402

TEL 045(312 )1121

グラム染色実力確認試験

①佐々木　雅一　　関東労災病院　中央検査部　　②土田　孝信　　秦野赤十字病院　検査部

会員：1000円、非会員：8000円

会場受付　

専門　20点

2014年2月6日　　（木曜日）　19：00～ 21：00　まで

ミューザ川崎シンフォニーホール研修室1～3

　〒212-8554　川崎市幸区大宮町1310　ＴＥＬ044-520-0100

「エコー画像・病理組織・細胞診の３者から考える甲状腺疾患の見方」

佐々木　栄司　　　伊藤病院　診療技術部臨床検査室　

会員　1,000　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付　

専門　20点

2014年2月7日　　（金曜日）　19：00～ 21：00　まで

〒232-0024 横浜市南区浦舟町457 横浜市大センター病院 6F会議室

TEL 045 ( 261 ) 5656

マイコプラズマ感染症の臨床背景と検査精度の向上に関して

辻原 佳人  神奈川県立汐見台病院 臨床検査科 副科長、足立 浩  アルフレッサファーマ

会員　500　円　、　非会員 5,000　円

会場受付　

専門　20点

参加費

会　場

微生物検査を担当していなくてもグラム染色を実施している人は多いと思います。判断に悩ましいグラム染色の勉強会はいつもは聞くだけの講義ですが、今回は試験方式のグ
ラム染色研修会を開催したいと思います。試験形式といっても、他人に採点されるわけではありません。自己採点なので、自身の無い方も安心して参加できます！　※詳細は未
定ですが、スマートフォンやタブレット、PCなど自身でネットにアクセスできる端末を持参の方は是非ご持参ください。いつもは見づらいプロジェクタの画面だけではなく、自身の
端末に画像を表示することを考えています。無くても可ですよ！

川崎地区第３回目の研修会は、甲状腺疾患専門病院として有名な伊藤病院の佐々木栄司技師を講師に招き、エコー・病理・細胞診の３者から考える甲状腺疾患の見方につい
てご講演いただきます。

微生物研究班 連絡責任者　　佐々木　雅一  　　  TEL　044-411-3131　　　 FAX 044-433-3150　　　

開催日時

開催日時

会　場

テ－マ

講師

開催日時

会　場

テ－マ

生涯教育研修

部門別研究班・地区研修会

テ－マ

第21回関東甲信地区
臨床化学研究班研修会

事務局 ：獨協医科大学越谷病院　臨床検査部　三木　隆治　　

受付方式

生涯教育研修

連絡責任者　　冨樫　克巳　　　　TEL044－222－3255　　　 FAX 044－222－8691　　　　

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

川崎地区

ライブデモで新たな超音波検査領域を学ぼう！

横浜Ⅱ地区 連絡責任者　　武田　倫明　　　TEL045-787-2907　　　　　

受付方式

平成25年度関東甲信支部・首都圏支部合同臨床化学検査研修会を下記の
要領で開催いたしますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。

開催日時

会　場

参加費

3月15日 （土）

テ－マ

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

マイコプラズマ感染症の検査法には、血清抗体価、培養、遺伝子検査などがあるが、外来診療における検査法としては迅
速性に問題がある。今回、マイコプラズマ肺炎患者の臨床背景に関する検討を行い、各種検査法の有用性や問題点を実際の
臨床例において再総括する予定である。

3月15日 （土）



2014年2月7日　　（金曜日）　18：30（講義19：00～）～ 20：30　まで

〒231-0026　横浜市中区寿町１－４　　かながわ労働プラザ　第3会議室

TEL 045 ( 633 )　5413

末梢血・骨髄鏡検実習のための事前講義(腫瘍細胞・疾患を中心に)

二見　恭子　東海大学医学部付属病院　臨床検査技術科

会員　1,000　円　、　非会員 5,000　円

会場受付、事前申込（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）　　70名

専門　20点

2014年2月14日　　（金曜日）　19：00～ 20：30　まで

〒231-8482 横浜市中区桜木町1-1　横浜市社会福祉センター（桜木町駅前）
TEL:045-201-2060 　FAX:045-201-6116
小児科領域の心エコー

戸田　理恵子　神奈川県立こども医療センター　検査科
会員　1,000　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付　先着１００名（席に限りがありますので予めご了承ください。）
専門　20点

2014年2月15日　　（土曜日）　～ 　2月16日　　（日曜日）

自治医科大学附属さいたま医療センター南館2階講堂

ライブデモで新たな超音波検査領域を学ぼう！

大石　武彦、中島　英樹、有馬　ひとみ、中野　英貴、石崎　一穂

会員　8,000円

電子メール

2013年12月1日～12月28日まで（ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。）　参加予定数　100名

2013年度日臨技関甲信・首都圏支部生理検査研究班研修会事務局

〒350-0495　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38　埼玉医科大学病院

仲野　浩　　　電話　049-276-1111　　　E-Mail　：　ken_nh@saitama-med.ac.jp

専門　30点

2014年2月28日　　（金曜日）　19：00～ 20：30　まで

〒232-0021　 横浜市中区山下町75　荻野ビル5Ｆ　神臨技研修センター

             TEL   045( 212 ) 2862        FAX  045 ( 479 )8884

心不全とBNP検査

土田　貴彦　　 肩書　アボットジャパン株式会社　セールスエクセレンス部

会員　500　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付　40名

専門　20点

2014年3月1日　　（土曜日）　15：30～ 17：30　まで

横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ多目的ホールＡ

TEL 045-633-5413 FAX 045-633-5416

「マイコプラズマ肺炎の基礎と抗原キットの有用性」「当院から分離された“まれな菌”のまとめ」

①関戸 沙由里　　極東製薬工業（株）　　②高木 妙子　　聖マリアンナ医科大学病院　臨床検査部

会員　1,000　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付　100名

専門　20点

参加費

受付方式

生涯教育研修

微生物研究班 連絡責任者　　佐々木　雅一  　　  TEL　044-411-3131　　　 FAX 044-433-3150　　　

開催日時

BNPは心不全の診断から治療、経過観察に用いられるバイオマーカーで、診療前検査として実施することの臨床的意義の高さから、院内迅速測定検査項目として広く一般臨床
現場に普及しています。近年では心疾患スクリーニングとして健診時のオプション検査にも取り入れられ、更には昨今の薬物治療の進歩に伴う副作用としてのうっ血性心不全
の早期発見にも役立っています。また心疾患患者のQOL改善としての心大血管リハビリテーション導入を考慮する慢性心不全患者の基準の一つとしてガイドラインにも盛り込ま
れております。BNP測定の意義について広くご紹介させて頂きたいと思います。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

生涯教育研修

テーマ『ライブデモで新たな超音波検査領域を学ぼう！』

2013年度日臨技関甲信・首都圏支部生理検査研究班研修会

会　場

研究班

連絡責任者　　土筆　智晶  　　  TEL 　042-778-7725　　　　　　　 FAX   042-778-9575　　

テ－マ

講師

参加費

受付方式

参加費

受付方式

テ－マ

生涯教育研修

開催日時

会　場

テ－マ

講師

今回は前年度実施した鏡検実習のアンケートをもとに要望がありました鏡検実習を年2回開催することにしました。そこで平成25年度2回目の鏡検実習の事前講義は血液成熟
段階の細胞の鑑別を含め、腫瘍細胞の鑑別を中心に実施したいと思います。主な内容としては末梢血液像、骨髄血液像を見て白血球成熟段階の形態判定と赤血球形態、異
常形態と関連疾患や腫瘍細胞の鑑定及び疾患の確定に必要な追加検査などを含めて解説して頂きます。血液標本を読み始めた方や、いろいろな症例の判定に悩まれている
方、血液標本判読による形態及び疾患の特徴などの再確認や、これから骨髄標本を読み始める方などたくさんの参加者をお待ちしています。また、今回の事前講義は3月16日
開催する鏡検実習に参加され方は必須なので宜しくお願いします。実習に参加されない方も事前講義の参加は大歓迎ですのでお待ちしています。申し込み方法は神臨技血液
研修班ホームページより1/20～2/3までにお願いします。当日受け付けもできますが事前申し込みでお願いします。

今回は“小児科領域の心エコー”と題して、神奈川県立こども医療センターの戸田技師に小児エコーの描出のコツや小児特有の症例提示を中心に講演していただきます。先天
性心疾患（CHD）及びその術後のフォロー等、悩んでいる方も多いのでは？CHDの外科治療成績向上により、小児心エコーを行っていない施設においても、今後、CHD術後の
患者の増加が予想されます。この領域の勉強会は希少ですので、小児心エコーに興味のある方はもちろんのこと、成人心エコーしか行っていない技師の方にも是非参加してい

ただきたい内容です。

連絡責任者　　矢島　智志　　　TEL045-787-2906

生涯教育研修

締切日

申し込み先

講師

参加費

受付方式

開催日時

生理検査研究班 連絡責任者　　高橋　稚佳子　　　　TEL045-331-1961　　　　　

日本臨床衛生検査

血液研究班

開催日時

会　場

会　場

テ－マ

平成２５年度最後の微生物検査研修会は2本立ての内容です！内容１　新しく登場したマイコプラズマの抗原検査について極東製薬の関戸先生に解説して頂きます。内容２
聖マリアンナ医科大学病院の高木妙子先生が、過去に検出した“まれな菌”について検査のポイントなど、総まとめとして詳しく解説して頂きます。日常検査で同定に困る経験は
誰しもあると思います　是非この機会をお見逃しなく！

連絡責任者　　谷ヶ城良太  　　  TEL 045-331-1961　　　技師会　生理検査

血清研究班

生涯教育研修

講師

参加費

受付方式



2014年3月5日　　（水曜日）　19：00～ 20：45　まで

〒231-8482 　 横浜市中区桜木町１－１　横浜市社会福祉協議会　　横浜市社会福祉センター 　大会議室（８階A+B）
             TEL  045 ( 201 ) 2060        FAX  045 ( 201 ) 6116

「貯血式自己血輸血の体制整備～安全で適正な自己血輸血を目指して～」

吉場　史朗　 　東海大学医学部付属病院　輸血室　室長
会員　1,000　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付　

専門　20点

2014年3月15日　　（土曜日）　14：15～ 16：30　まで

〒220-0011　横浜市西区高島　2-12-6　　ヨコハマジャスト1号館　2,3号室

             TEL　045　(441)　8857         FAX 045　(441)　3034

講演１：　「尿中有形成分分析装置で得られる結果の活用法」

講演２：　「尿検査から腎臓の病態を考える―CKD診療ガイド2012の重症度分類を中心に―」

講演１：　氏名　　藤本　聖人　先生（ 東洋紡株式会社　診断システム事業部）

講演２：　氏名　　横山　貴　　先生（東京女子医科大学病院　中央検査部）

会員　1,000　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付　80名

専門　20点

2014年3月15日　　（土曜日）　13：00～ 17：00　まで

神臨技研修センター　〒231-0023 横浜市中区山下町75 萩野ビル5階

             TEL045-212-2862

「医学検査学会発表プレビュウ」

「ゴム手袋の特性と正しい選択」

「臓器写真撮影の基本と応用」

井上　靖昭　　中村　広基

会員　500　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付　40名

専門　20点

2014年3月16日　　（日曜日）　12：30～ 17：00　まで

〒216-8511　川崎市宮前区菅生2-16-1

聖マリアンナ医科大学　1階微生物学・公衆衛生学実習室　　 TEL  044-977-8111

末梢血・骨髄鏡検実習(腫瘍細胞・疾患を中心に)

矢島　智志　他　　　横浜市立大学附属病院　臨床検査部

会員　3,000　円　、　非会員 8,000　円

事前申込（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）　　40名

専門　20点

受付方式

生涯教育研修

会　場

テ－マ

講師

参加費

輸血研究班 連絡責任者　　　　倉田　由美子　　　　TEL 045-253-5356　　　　　　　 FAX 045-253-5348

「貯血式自己血輸血の体制整備～安全で適正な自己血輸血を目指して～」と題して、東海大学医学部付属病院輸血室室長　吉場史朗先生をお招きし、今年度最後の研修会を
開催致します。日本自己血輸血学会においてもご活躍中の先生でいらっしゃいますので、自己血採取から輸血に至るまでの様々なお話が伺えると思います。現場で困っている
事がある・疑問な事柄がある等のご解消にもお役立て下さい。皆様奮ってご参加下さいますようご案内申し上げます。

開催日時

連絡責任者　　　　森　合美　　　　TEL 042-742-3577　　　　　　　　 FAX 042-742-3585

一般検査研究班では、尿沈渣検査の精度管理と尿検査からどのように腎臓の病態を捉えるか、CKD診療ガイド2012や尿中アルブミン・クレアチニン比などを中心にご講義いた
だきます。一般検査のスキルアップにつながる内容となっておりますので、是非、ご興味ある方はご参加ください。入場は会場の都合上、14時からとなっておりますのでご了承く
ださい。事前申し込みはありません。当日、直接会場へお越しください。会場は横浜ジャストですのでご注意ください。多数ご参加、お待ちしております。

開催日時

会　場

参加費

受付方式

生涯教育研修

テ－マ

講師

一般研究班

連絡責任者　　　　芹澤　昭彦　　　TEL 0463-93-1121(6930)　　　 FAX 0463-94-6776

開催日時

会　場

テ－マ

血液研究班 連絡責任者　　矢島　智志　　　TEL045-787-2906

生涯教育研修

テ－マ

講師

平成25年度2回目の鏡検実習は血液成熟段階の細胞の鑑別を含め、腫瘍細胞の鑑別を中心に実施したいと思います。主な内容としては末梢血液像、骨髄血液像を見て白血
球成熟段階の形態判定と赤血球形態、異常形態と関連疾患や腫瘍細胞の鑑定及び疾患の確定に必要な追加検査などを含めて鏡検実習を進めて行きたいと思います。血液
標本を読み始めた方や、いろいろな症例の判定に悩まれている方、血液標本判読による形態及び疾患の特徴などの再確認や、これから骨髄標本を読み始める方などたくさん
の参加者をお待ちしています。また、今回の鏡検実習は２月に実施された事前講義参加が必須なので宜しくお願いします。ひとつ先のステップを目指して、是非ご参加ください。
申し込み方法は神臨技血液研修班ホームページより2/10～2/15までにお願いします。

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

参加費

受付方式

開催日時

会　場

1. 医学検査学会で発表された内容を学会に参加できなかった神奈川の会員の皆様に知っていただく企画です．内容に関しては神臨技のHPを参照ください．

2. 病理検査業務では必要不可欠なゴム手袋ですが実際のところ知らない事ばかり，感染防御を含めて正しいゴム手袋の使用や選択について講演いただきます．

3. 近年では，臓器撮影はデジタルカメラが主流となりましたが，その設定や扱いを誤ると綺麗なマクロ像が残せなくなります．そんな失敗をなくすためにその撮影技術や応用に
ついて解説いただきます．

病理検査研究班


