
5月22日 (金） 臨床化学基礎講座　―検査前基礎知識―

5月22日 (金） 「血液型検査の基礎と実際」　　「血液製剤の取り扱いと注意点　」

5月25日 (月） 採血における接遇と採血管の取り扱いが検査値に与える影響

1.　平成26年度病理検査精度管理報告　　　　 2.　前立腺がんの診断学　あれこれ

3.　免疫組織化学染色の最近のトピックス　　　4.　認定病理検査技師制度　今後の展望　　

6月25日 （木） もういちど聞きたい学会発表

6月25日 （木） 内部精度管理について

6月26日 （金） 「初心者のための睡眠時無呼吸症候群」について

6月27日 （土） 第31回西湘地区コントロールサーベイ報告会

6月27日

7月25日

8月22日

7月25日 （土） 臨床医が求める膵胆道領域の超音波スクリーニング

9月12日 （土）
9月13日 （日）
9月13日 （日） 腹部超音波検査実技講習会

2015年 5月 22日　　（金曜日） 19時　00分　から　20時  30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

臨床化学基礎講座　―検査前基礎知識―

氏名　　間瀬　浩安　　　 肩書　東海大学医学部付属病院　診療技術部　係長

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　　

専門　20点

2015年 5月 22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　　　　

「血液型検査の基礎と実際」　　「血液製剤の取り扱いと注意点　」

氏名　柿沼　幸利、　藤井　基裕

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付

専門　20点

2015年 5月 25日　　（月曜日） 19時　00分　から　20時　00分まで

〒252-0303　相模原市南区相模大野3丁目3−2　ｂｏｎｏ相模大野 サウスモール３階　セミナールーム１

 　　       TEL　042 （ 701 ） 4370   

採血における接遇と採血管の取り扱いが検査値に与える影響

氏名　安部　夏生　　　 　　肩書　極東製薬工業株式会社　営業学術部　顧客支援課　免疫・生化学グループ

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

事前申込

①氏名（要フリガナ）②会員番号 ③施設名・部署 ④施設電話番号　を明記の上、E‐mailでお申し込み下さい。

〒252-0302　相模原市南区上鶴間7-9-1　　東芝林間病院　臨床検査科　工藤　貴之

E-mail：kudou.trh@gmail.com ，Tel：042(742)3577(代表)

基礎　20点

生涯教育研修

テ－マ

テ－マ

講師

生涯教育研修

申 込 先

県央地区 連絡責任者　　工藤　貴之 　 　  TEL 　042-742-3577　　 FAX 　042-742-6121

今年度第1回目の県央地区研修会は「採血における接遇と採血管の取り扱いが検査値に与える影響」と題して、明日から現場で役立つ内容を企画させて頂きました。採血以外の検体
採取が法改正により可能となりましたが、検査技師の検体採取の花形は「採血業務」と言えます。今回、極東製薬工業株式会社より検査技師であります安部 夏生先生に教鞭を賜り、
採血業務での基本的な接遇態度と検査技師であれば知っておかなくてはならない採血管の取り扱いが与える検査値への影響の2本立てをご講義頂きます。検査室へ入職された新人
の方々をはじめ多数のご参加をお待ちしております。尚、今回は事前申し込みをのみ承ります。（＊会場より定員以上の入室を控えるよう指導されております。事前申し込みをご利用く
ださい。）

開催日時

会　場

参加費

受付方式

連絡責任者　　 藤村　善行　　 TEL 　042-778-7725　　　　　　 FAX 　042-778-9575 

開催日時

会　場

受付方式

参加費

部門別研究班・地区研修会

講師

　臨床化学研究班の新年度第１回目の研修会は、新人の方や異動などで検体検査に配属された方、これから新たに当直業務に就かれる方などを対象に、「これだけは知っておきたい
検査前の基礎」に関する内容です。 講師は東海大学医学部付属病院　間瀬浩安技師です。臨床化学検査のアーチファクトについてのわかりやすい解説で、例年好評頂いています。
ぜひご参加をよろしくお願いします。

臨床化学研究班

受付方式

生涯教育研修

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

開催日時

会　場

テ－マ

講師

参加費

5月30日 (土）

（土） 脳波判読、神経伝導検査の基礎を学ぼう

　毎年恒例の【輸血検査の基礎と実際】の研修会です。今年度も2回シリーズにて開催いたします。
1回目の今回は、「血液型検査」です。症例を交えて解り易く解説して頂きます。新人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(7月開催)参加予定の方など奮ってご
参加ください。また、神奈川県赤十字血液センター学術課の方をお招きし、血液製剤の取り扱いと注意点についてご講演頂きます。多数のご参加をお待ちしております。

 ｢感染症診療：基礎から臨床へのエスカレーション｣ 



2015年 5月 30日　　（土曜日） 13時　00分　から　17時　30分まで

〒241-8515 横浜市旭区中尾2-3-2　神奈川県立がんセンター　管理研究棟　５階講堂

 　　       TEL　045 ( 212 ) 2862    

1.　平成26年度病理検査精度管理報告

2.　前立腺がんの診断学　あれこれ

3.　免疫組織化学染色の最近のトピックス

4.　認定病理検査技師制度　今後の展望　　　

氏名　磯崎　勝　　　 　　 肩書　小田原市立病院

氏名　小山田　裕行　　　肩書　東海大学大磯病院

氏名　宮城　洋平　　　　 肩書　神奈川県立がんセンター　臨床研究所　かん分子病態学部　部長

氏名　森島　寿貴　　　　 肩書　ライカマイクロシステムズ　免疫染色学術担当

氏名　滝野　寿　　　　  　肩書　名古屋市立大学大学院

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付

基礎　20点

2015年  6月 25日　　（木 曜日）   19時　00分 から　20時　30分まで　

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

　　         TEL  045 ( 312 ) 1121

もういちど聞きたい学会発表

氏名　為　智之　　　　　　 肩書　都立小児総合医療センター

氏名　大野　達也　　 　　 肩書　聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院　

氏名　田村　恵子　　　　　肩書　東京警察病院

氏名　菅野　恵未　　　　　肩書　昭和大学病院　

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　150名

専門　20点

2015年 6月 25日　　（木曜日） 19時　00分　から　20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

内部精度管理について

氏名　　増田　浩一　　　 肩書　藤沢市民病院 臨床検査室

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　　

基礎　20点

2015年 6月 26日　　（金曜日） 19時　00分　から　20時　45分まで　

〒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

「初心者のための睡眠時無呼吸症候群」について

氏名　桑原　裕子　　　　　肩書　フクダライフテック横浜株式会社

会員　500 円　、　非会員　8,000 円

会場受付

専門　20点

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

微生物研究班

テ－マ

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

　平成26年度の精度管理調査の詳細な報告を致します。調査で行なった前立腺がんマーカーの免疫染色にあわせて，前立腺がんの病理，診断，トピックスについてご講演いただきま
す。また，免疫組織化学染色の基礎から応用までをお話しいただきます。
今年度からはじまった認定病理検査技師制度は会員皆様もご興味があるかと思います。再度，認定制度を確認していただき，取得後の活動についてどのようなことが求められている
かについてご講演いただきます。

開催日時

会　場

会　場

テ－マ

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

臨床化学研究班 連絡責任者　　 増田　浩一　　 TEL 　0466-25-3111　　　　　　 

　臨床化学検査をはじめとする臨床検査業務を行うに当たって精度管理とは、切っても切れないものです。
今回は、精度管理の基本的な用語や総論などを説明する部と、昨年度に行われた神奈川県サーベイの報告の2部構成で行います。ぜひ、ご参加ください

開催日時

講師

参加費

受付方式

　川崎地区今年度最初の研修会は、初心者のための睡眠時無呼吸症候群の講演をして頂きます。睡眠時無呼吸症候群の病態から検査、治療まで分かりやすくお話ししてもらいます。
検査を始めたばかりの方はもちろん、すでに検査を行っている方も再確認の意味で多数の参加をお待ちしております。

開催日時

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

連絡責任者　土田　孝信      TEL  0463-81-3721   FAX 　0463-80-2420

　第2回目の研修会は、過日行われた微生物学会にてポスター発表をされた４名の講師に研修会用にアレンジしてご講演頂きます。どれも症例を中心とした内容で、普段ルチンに役立
つものばかりです。ご都合により学会にご参加できなかった方、学会で聞き逃してしまった方必見です。多数お待ちしております。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

会　場

テ－マ

生涯教育研修

生涯教育研修



2015年 6月 27日　　（土曜日） 15時　00分　から　18時　00分まで　

〒250-0012　小田原市本町1-15-12　小田原市民会館

 　　       TEL　0465 （ 22 ） 7146      FAX 0465 ( 22 ) 3664

第31回西湘地区コントロールサーベイ報告会

会員　2,000 円　、　非会員　8,000 円

事前申込

〒259-0303　神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4-3-1　　湯河原胃腸病院　検査室　佐久間

TEL  0465 ( 62 ) 7181     　　　   FAX  0465　( 62 ) 9665

基礎　20点

　西湘地区夏季セミナーとして第３１回西湘地区コントロールサーベイ報告会を実施します。

西湘地区 連絡責任者　　佐久間　理 　 　  TEL 　0463-62-7181　　 FAX 　0463-62-9665

受付方式

開催日時

会　場

テ－マ

参加費

生涯教育研修

申込先



1回目　　2015年6月27日（土曜日）　15時　00分　から　18時　00分まで

2回目　  2015年7月25日（土曜日）　15時　00分　から　18時　00分まで

3回目　　2015年8月22日（土曜日）　15時　00分　から　18時　00分まで

〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　かながわ県民センタ－ 301号室

            TEL　045 ( 312 ) 1121   　 FAX　045 ( 312 ) 4810

脳波判読、神経伝導検査の基礎を学ぼう

1・2回目は脳波筋電図専門グループスタッフ11名　

（3回目）　城倉　健　医師　　　　肩書　横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　副院長・神経内科部長・臨床検査部長

会員　1回　2,000 円　、　非会員　1回　8,000 円　

事前申込 ・ 募集枠（1回目40名、2回目40名、3回目80名）

1回目　2015年6月20日　　必着 定員になり次第締め切り6/27日分

2回目　2015年7月18日　　必着 定員になり次第締め切り7/25日分

3回目　2015年8月15日　　必着 定員になり次第締め切り8/22日分

北里大学病院臨床検査部　小野沢 裕也

申込画面は次のURLから入って申し込み下さい。　http://goo.gl/RUOuV9

専門　20点

2015年 7月 25日　　（土曜日） 14時　00分　から　16時　30分まで　

〒231-0005　横浜市中区本町2丁目17番　みらいセンタービル　　（じんりんぎ研修センターのビルが面した通り沿いのビルです）

■みなとみらい線「馬車道」駅6番出口から徒歩3分■みなとみらい線「日本大通り」駅1番出口から徒歩3分■JR「関内」駅北口徒歩7分

 　　       TEL　045 （ 264 ） 4634    

臨床医が求める膵胆道領域の超音波スクリーニング

氏名　岡庭　信司　　　　　肩書　飯田市立病院　消化器内科

会員　1,000 円　、　非会員　8,000 円

会場受付　先着76名　　（13：30～受付開始）※席に限りがありますので予めご了承ください。

専門　20点

2015年 9月12日（土曜日） ～  9月 13日（日曜日） 

〒183-0044　東京都府中市日鋼町1-40　　セミナーハウス　クロス・ウェーブ府中

             TEL　042 ( 340 ) 4800　　　FAX　042 ( 340 ) 4810

　　　　　 　HP：http://x-wave.orix.co.jp/fuchu/

 ｢感染症診療：基礎から臨床へのエスカレーション｣ 

一般会員　5,000　円　　　賛助会員　5,000　円　　　非会員　7,000　円

8,000　円

3,000　円

必要事項を記載しE-mailまたはFAXにて下記まで送付してください。

①   必要事項　：　氏名、会員番号、性別、施設名、電話番号、E-mail、宿泊の有無、意見交換会参加の有無（宿泊の参加者は原則ご参加ください）

　　　　　　　　　　　 交通手段（電車・自家用車）

②   送付先   　：　E-mail：kensa@kinugasa.or.jp 　FAX : 046−852−149　　総合病院衣笠病院　小林昌子 宛

③   申込締切　：　平成27年 7月24日（金）

④   参加費振込方法　：　振込み先　＜ゆうちょ銀行＞

                                 ゆうちょ銀行　　記号１０２５０　　番号７４５３２３４１

                                 店名　０２８（ゼロニイハチ）

                                 口座名　　社）神奈川県臨床衛生検査技師会

                          ＜その他金融機関ATM等＞

                                 ゆうちょ銀行    店名　０２８（ゼロニイハチ）

                                 普通預金　　番号７４５３２３４

                                 口座名　　社）神奈川県臨床衛生検査技師会

⑤   振込期限　：　平成27年 7月31日（金）

【問い合わせ先】　〒238−8588 横須賀小矢部2−23−1　　　

     　　　　　　　　　総合病院衣笠病院　臨床検査科　小林　昌子

　　　　　　　　　　　 TEL：046-852-1493

　　　　　　　　　　 　E-mail：kensa@kinugasa.or.jp

専門　30点

詳細はホームページを参照して下さい。

参加費

受付方式

生涯教育研修

講師

生涯教育研修

生理検査研究班

開催日時

参加費

開催日時

会　場

テ－マ

生理検査研究班
脳・筋専門グループ

生涯教育研修

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

申 込 先

会　場

テ－マ

　1回目脳波判読実習、2回目筋電図実習、 3回目医師によるめまいと筋電図の講義の3回です。1回目2回目はクラス分けによる実習です。実習は新人から中堅技師にも役立つ内容で
す。3回目は中枢性めまいの権威である城倉医師による「めまいと臨床検査について」の講義と技師による筋電図症例検討を予定しています。申し込み時、希望の日にちと希望のクラ
ス（超初心者クラス、初級、中級、年間の検査件数）等を明記してお送り下さい。締め切り日前であっても定員になり次第締め切ります。

開催日時

締切日

連絡責任者　　　田中　理　　　TEL045-753-2500　　　　 FAX 045-753-2859　　　

関甲信支部・首都圏支部微
生物検査研修会

連絡責任者　　　土田　孝信     TEL　0463−81−3721      FAX 0463–80–2420

詳細

申込方法

宿泊費

意見交換会費

連絡責任者　　谷ヶ城 良太 　 　  TEL 　046-260-0111　　 

　今年も飯田市立病院の岡庭信司先生をお招きして、「臨床医が求める膵胆道領域の超音波スクリーニング」と題してご講演していただきます。また、膵・胆道の症例検討、膵・胆道ラ
イブデモ、画像コンテストを行います。症例検討では膵・胆道疾患の稀な症例や、先生に解説していただきたい症例を募集します。応募いただいた中から、膵・胆道疾患をどう考えるか
を先生に解説して頂きます。ライブデモでは膵・胆道の描出のテクニックを教えていただきます。画像コンテストでは珍しい症例でなくとも、これぞという1枚を応募ください。症例検討、画
像コンテストについては、会員の皆様から募集しますので、メールにてお申し込みください。多数の参加をお待ちしております。
※詳細は技師会ＨＰの生理検査研究班のページでご確認ください。



2015年 9月13日（日曜日）　 9時　00分　から　17時　00分まで 

〒259-8501　相模原市淵野辺1-17-71　麻布大学

            TEL　042 ( 754 ) 7111（代）

腹部超音波検査実技講習会

氏名　吉原	 英児、　栗田	 修、　福田	 枝美、　三樹	 若菜、　石井	 尚子、　藤井	 滋

会員　1回　10,000 円　、　非会員　1回　20,000 円　

事前申込　・　募集枠　15名　　同一施設からのお申し込みは2名までとさせて頂きます。次の事項を明記の上、E‐Mailでお申し込み下さい。

「腹部超音波検査実技講習会申し込み」①氏名（要ﾌﾘｶﾞﾅ）②会員番号③施設名・部署④電話番号⑥腹部超音波経験年数

＊申込み後、１週間以内にメール返信の無い場合はお問合せ願います。参加費は事前の銀行振り込みとし、申込み受付の返信にて振込先を

　 ご通知致します。

尚、入金後の返金には応じかねます。（申込みの際、記載頂いた個人情報は当専門グループのみで使用致します。）

定員になり次第締め切り

大和市立病院　臨床検査科　　谷ヶ城 良太

E-mail：jinringi_seiri@yahoo.co.jp　　　　TEL  046-260 －0111　（内線2220）

専門　20点

講師

参加費

申 込 先

生涯教育研修

受付方式

締切日

生理検査研究班
超音波専門グループ

連絡責任者　　　藤井　滋　　　TEL042-748-4230　　　　

　超音波専門グループでは、例年通り「腹部エコー実技講習会」を下記の通り開催致します。未経験者・初心者を対象とし、グループ（各３名）に分かれて腹部超音波基本走査を実技指
導致します。内容：超音波基礎、胆道系、膵、肝、脾、腎臓、大動脈の基礎講義及び実技講習

開催日時

会　場

テ－マ


