
2015年

1月24日

1月24日 （土） 消化器・その他　鏡検実習

1月30日 (金） 輸血業務の安全管理　～インシデント事例から学ぶ～

1月30日 （金） PSGスコアリングAASM最新バージョンについて

2月7・8日 （土・日） 「内部精度管理における技術水準からみた施設内精度の確認」

2月13日 (金） 職場におけるハラスメント対策

2月13日 (金） 薬剤感受性の基礎

2月13日 (金） 肺がんと間質性肺炎における免疫血清検査

2月22日 （日） 「薄切・薄切実習」

2月25日 （水） 自動血球分析装置のピットホール　～測定誤差要因とその対応～

2015年 1月24日　　（土曜日） 14時　00分　から　18時　00分まで　（13:30受付開始）　

〒231-0023　横浜市中区山下町75番地荻野ビル5Ｆ　神臨技研修センター

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

平成26年度神奈川県精度管理調査報告会

氏名　町田 直子、森 貞弘、藤井 滋、津藤 有子、永井　佑茉、小幡 進、岡崎 美幸

精度管理調査参加施設の会員：0円、不参加施設の会員：500円、非会員：8000円

会場受付

専門　20点

2015年 1月24日　　（土曜日） 13時　00分　から　16時　00分まで　（12:30受付）　

〒236-8566　横浜市金沢区福浦3-9　　横浜市立大学医学部　実習棟病理実習室

 　　       TEL　045-787-2904　　　FAX　045-701-2940

消化器・その他　鏡検実習

細胞検査研究班員８名

会員：500円　、　非会員：8000円

事前申込　　30名

2015年 1月17日　　申込順

E-mailにて下記の必要事項を記入の上、お申し込みください。

・お名前　　　　　

・ご所属

・技師会会員番号（非会員の方は非会員と明記してください）

・ご連絡先

北里大学病院　病院病理部　柿沼廣邦

E-mail ： hi-kaki@kitasato-u.ac.jp　　　Tel ： 042-778-8579(直通)

専門　20点　　　

CT、IAC： クレジットが取得可能。細胞検査士カードを持参して下さい。

2015年 1月30日　　（金曜日） 19時　00分　から　20時　45分まで　

〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　　かながわ県民活動サポートセンター

 　　       TEL　045 ( 312 ) 1121　　　　

輸血業務の安全管理　～インシデント事例から学ぶ～

氏名　寺内 純一、山崎 郁子

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付

専門　20点

受付方式

生涯教育研修

締切日

その他

申込先

　今回は消化器・その他の鏡検実習を計画いたしました。日常診断に悩む症例から稀症例30例を提示いたします。いくつかの症例についてポイントや鑑別所見について解説を行いま
す。必ず事前に下記の申し込み方法にそって参加希望をメールでお申し込みください。なお、本研修会は日常細胞診に従事している検査技師を対象と致します。詳しい案内は細胞検査
研修班ホームページをご覧下さい。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

参加費

部門別研究班・地区研修会

（土） 平成26年度神奈川県精度管理調査報告会

テ－マ

講師

参加費

受付方式

生理検査研究班 連絡責任者　　難波　真砂美　　　　　　TEL 　046-822-2710　　 FAX 　046-825-2103

　平成26年度１2回生理検査精度管理調査報告会を行います。報告会では各専門グループ担当者による解説があり、充実した内容となっていますので、是非参加していただき理解を深
めていただきたいと思います。一度に生理検査全般の講義を聴けることはなかなかありませんので、参加された施設に限らず、大変勉強になる内容になっていると思いますので、奮っ
てご参加ください。

開催日時

会　場

生涯教育研修

細胞検査研究班 連絡責任者　　柿沼　廣邦　　　　　　TEL 　042-778-8997　　　FAX 　042-778-9371

輸血研究班 連絡責任者　　木村　かよ子　　　　　　TEL 　045-974-6235　　 FAX 　045-972-8325

　輸血に関する業務は、輸血検査のほかに血液製剤の保管管理や適正輸血の推進、副作用の把握など様々で、輸血過誤防止のためにはそれらの管理体制や輸血実施手順書などの
マニュアルの整備が必要になります。今回、輸血関連のインシデント事例をもとに輸血業務の安全管理についてご講演していただきます。また、昨年の神奈川県医学検査学会でのシン
ポジウム開催にあたり行ったアンケートの報告も併せて行います。普段輸血業務に関わっていない方にも興味深い内容となっておりますので皆様奮ってご参加ください。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修



2015年 1月30日　　（金曜日） 19時　00分　から　21時　00分まで　

〒231-0023　横浜市中区山下町75番地荻野ビル5Ｆ　神臨技研修センター

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

PSGスコアリングAASM最新バージョンについて

氏名　川名 ふさ江　　　肩書　順天堂大学医学部循環呼吸睡眠医学講座

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付・事前申込・インターネット　50名

北里大学東病院　呼吸機能検査室　宮下　佳子

FAX : 042 ( 748 ) 5492    E-mail : miyasita@kitasato-u.ac.jp へ、お申し込みください。

専門　20点

生理検査研究班
呼吸器専門グループ

生涯教育研修

連絡責任者　　宮下　佳子　　　　　　TEL 　042-742-4234　　 FAX 　042-748-5492

　平成26年度第3回呼吸器専門グループの研修会を開催します。『PSGスコアリングAASM最新バージョンについて』というテーマで、講演していただきます。講師に米国認定睡眠検査技
師で日本睡眠学会の理事でもある川名ふさ江氏をお招きします。川名ふさ江氏は虎の門病院での技師経験も豊富で日本国内の様々なPSGの講習会などでも活躍されております。すで
にPSG検査や解析をしている施設の方は解析が困難だった症例や疑問点など持ち寄って有意義な研修会にしたいと思います。
皆様のご参加をお願いいたします。（施設名・会員番号を明記の上メールで事前申し込みをお願いします。）

開催日時

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

申込先



2015年 2月 7日（土曜日）午後  1時～ 2月 8日（日曜日）午後  1時 30分 

〒370-0829　群馬県高崎市高松町36　高崎総合医療センター　会議室

　　　　　　TEL:027-322-5901

「内部精度管理における技術水準からみた施設内精度の確認」

会員　5,000　円　　　非会員　10,000　円

意見交換会費　　　4,000円　　　宿泊費　4,900円（ホテル駐車場代は別途かかります。）

日本臨床衛生検査技師会　関甲信支部

群馬県臨床検査技師会　臨床化学検査研究班

2015年 1月 9日（金）まで

事前申込と参加費のお振り込みが必要です。

日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp)の会員ページより研修会事前登録、またはメール（別紙の申込用紙あり）にてお申込下さい。

日臨技HPよりWebで研修会参加申し込みの方で、宿泊・意見交換会を希望される方はお手数ですが、備考欄に‘宿泊・意見交換会参加’と入力を

お願いします。　研修会参加のみの場合は当日申込も可。

※ただし研修会参加のみの場合でも、事前申込いただくと、確実に研修会資料集を準備することが可能です。ご協力お願いします。

【申込み及び問い合わせ】

　　事務局　：　前橋赤十字病院　臨床検査科部　関口　美香

　　　　　　　　　 〒371-0014　前橋市朝日町3-21-36

　　　　　　　　　　　　　　　TEL：027-224-4585　内線7244　　　FAX：027-234-5563

　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　：mika.sekiguchi@maebashi.jrc.or.jp

【参加費のお振り込み先】

　　参加費等振込先　　銀行　ゆうちょ銀行　　支店名　048

　　店番号　048　　　普通貯金口座　　　口座番号　　2577050　　

　　口座名（正確に記載）　　関東甲信地区臨床化学検査研究班

【振込み期限】　　2015年 1月16日（金）まで

【当日緊急連絡先】　　前橋赤十字病院　　臨床検査科部　関口　美香　　携帯電話：　090-3046-6075

専門　30点

詳細はホームページを参照して下さい。

2015年 2月13日　　（金曜日） 18時　30分　から　19時　30分まで　

〒194-0013　東京都町田市原町田4丁目1-14　町田市文化交流センター

 　　       TEL　042 ( 710 ) 6611　　　　

職場におけるハラスメント対策

氏名　星野 恭敏　　　 肩書　シーメンス・ジャパン株式会社　ヒューマンリソーシス本部長

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付・事前申込　　会場収容量　30～40名

〒252-0385　相模原市南区上鶴間７－９－１　東芝林間病院　工藤　貴之

E-mail : kudou.trh@gmail.com　　TEL  042（ 742） 3577

基礎　20点

2015年 2月13日　　（金曜日） 19時　00分　から　20時  30分まで　（受付時間18時30分）

〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　　かながわ県民活動サポートセンター　ホール2階

 　　       TEL　045 ( 312 ) 1121　　　　

薬剤感受性の基礎

氏名　　小栗 豊子　　　 肩書　東京医療保健大学大学院　教授

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　　150名

専門　20点

申込方法

生涯教育研修

詳細

会　場

関甲信支部・首都圏支部
合同臨床化学検査研修会 連絡責任者　　　関口　美香　　　　　　TEL：027-224-4585　　　FAX：027-234-5563

開催日時

テ－マ

参加費

申込期限

県央地区

テ－マ

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

連絡責任者　　工藤　貴之　 　  TEL 　042-742-3577

　近年は職場におけるハラスメントが、労働生産性、安全衛生、そして企業の社会責任など様々な面に深刻な影響を与えかねない、重要な問題として認識されるようになってきました。
しかしいざ当事者としてこの問題にどのように対処すべきかと問われると、多くの方が、自分には十分な知識・経験がないので不安、と感じるのではないでしょうか。今回の勉強会では、
職場におけるハラスメントとその対処方法について基本的な知識を学び、職場に戻って実践できるようになることを目指したいと思います。

開催日時

会　場

主　催

担　当

申込先

生涯教育研修

講師

参加費

受付方式

微生物研究班 連絡責任者　　土田　孝信 　 　  TEL 　0463-81-3721　　 FAX 　0463-80-2420

　今年度4回目の研修会は薬剤感受性検査の基礎をテーマにしました。操作はできても結果の解釈は自信がないという方は意外に多いのではないでしょうか。手技の確認、結果の解釈
～MICの読み方、不等号の付け方、エラーに関しての捉え方、スキップウェルの解釈etc～についてご講演していただきます。多くの方の参加をお待ちしております。

開催日時

会　場

テ－マ



2015年 2月13日　　（金曜日） 19時　00分　から　20時  30分まで　　

〒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

肺がんと間質性肺炎における免疫血清検査

氏名　柴田　宏　　　肩書（所属）　シスメックス株式会社　学術部

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付

〒252-0375　　神奈川県相模原市南区北里1-15-1

TEL 　042(778)7725              　   FAX 　042(778)9575

専門　20点

血清検査研究班 連絡責任者　　土筆　智晶 　 　  TEL 　042-778-7725　　 FAX 　042-778-9575

　肺がんは本邦における主要ながん死亡原因を占めています。肺がんは小細胞肺がん（10-15％）と非小細胞肺がん（85-90％）に大別され、腫瘍マーカーにはCEA, ProGRP, NSE,
SCC,ｻｲﾄｹﾗﾁﾝ19分画などがあります。一方、間質性肺炎は肺胞の隙間を形成する間質に炎症が起きる病気の総称です。原因は膠原病や慢性的な吸入物質、薬剤性など様々です。
免疫血清検査としてはKL-6, SP-A, SP-Dなどが有ります。研修会ではこれら検査項目の特性に付いて解説します。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

申込先

生涯教育研修



2015年  2月 22日　　（日曜日）  10時　00分　から　15時　30分

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9　横浜市立大学医学部　病理・寄生虫実習室(C1)・第１講義室(D2)

            TEL  045 ( 787 )2511

「薄切・薄切実習」

１． パラフィン包埋から薄切まで

２． コーティングガラスの歴史と現状

３． ミクロトーム刃の有効な使い方

４． 薄切の医療安全

５．薄切実習（午後）

氏名　　島田 直樹　　　肩書　技師

氏名　　三井 秀昭、磯崎 勝、坂詰 浩一、坂口 忍、小山田 裕行、郷田 敦史、横屋 瀬里香　　　肩書　実習講師　

氏名　　篠田 宏　　　　肩書　サクラファインテックジャパン、氏名　　新道 弘規　　 　肩書　松浪硝子　技術開発部　開発グループ　　

氏名　　座間 正一     肩書　フェザー安全剃刃株式会社

会員　2,000　円　、　非会員　8,000　円

事前申込　　40名（（研究班のHPより申込みができます）

2015年 2月 6日　（申込順）

専門　20点

詳細はホームページを参照して下さい。

2015年 2月25日　　（水曜日） 19時　00分　から　20時　45分まで　（受付時間18時30分）

〒212-8554　川崎市幸区大宮町1310　　ミューザ川崎シンフォニーホール研修室

 　　       TEL　044 ( 520 ) 0100　　　　

自動血球分析装置のピットホール　～測定誤差要因とその対応～

氏名　　松井 ゆかり　　　 肩書　シスメックス株式会社　東京支店　プロダクト営業課

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　　150名

専門　20点

　川崎地区今年度最後の研修会は、「自動血球分析装置のピットホール」というテーマで測定誤差要因とその対応についてご講演していただく予定です。
多数のご参加お待ちしております。

開催日時

生涯教育研修

締切日

詳細

川崎地区 連絡責任者　　冨樫　克巳 　 　  TEL 　044-222-3255　　 FAX 　044-222-8691

受付方式

講師

参加費

病理検査研究班 連絡責任者　　島田　直樹　　　　　TEL 045-366-1111(2270)　　FAX  045-366-1220

　病理標本作成過程で最も重要な技術「薄切」について講習と実習を行ないます。薄切操作に関わる包埋、ミクロトームの機構、ミクロトーム刃およびスライドガラス等の基礎知識、そし
て医療安全について学んでいただきます。午後には講習を活かして様々なミクロトームを使用して薄切実習を実施します。また、お昼の貴重な時間をつかってランチョンセミナーを開催
します。実習では、他施設の方々と情報交換しながら、薄切研修となりますので，会員みなさまの参加をお待ちしております。

開催日時

会　場

テ－マ

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修


