
9月11日 （金） 明日から役に立つ、遺伝子・染色体検査の基礎と臨床

9月25日 （金） 尿試験紙法を正しく判定・解釈する方法について

9月25日 （金） HIVの基礎知識と最新のトピックス

9月29日 （火） 聴力検査におけるマスキング法の基礎と計算によるマスキング量の決定法

9月30日 （水） 基準範囲設定に関する国内外の動向

10月3日 （土） 腹部超音波講義 腹部領域

10月10日 （土） 第27回神臨技細胞診スライドセミナー「細胞の見方・考え方」

10月16日 （金） 上皮細胞類を正しく判定するテクニック

2015年 9月11日（金曜日）　19時10分（受付19時00分）　から　20時30分

〒231-0026　横浜市中区寿町1-4　 かながわ労働プラザ　4階 3会議室

　　　　　　TEL　045 （ 633 ） 5413

明日から役に立つ、遺伝子・染色体検査の基礎と臨床

氏名　　荒川　聡　　　 肩書　東海大学医学部付属病院　検査技師

会員　500円 、　非会員　8,000円

会場受付・事前申込（インターネット）

専門　20点

詳細はホームページを参照して下さい。

2015年 9月25日（金曜日）　18時30分　から　20時00分

〒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

尿試験紙法を正しく判定・解釈する方法について

氏名　原　美津夫　　　　　 肩書　日本大学病院　臨床検査部　検査技師

会員　1,000円 、　非会員　8,000円

会場受付

専門　20点

2015年 9月 25日　（金曜日） 19時　00分　から　20時  30分まで　

〒232-8575　 横浜市中区万代町２丁目４番地7　横浜市技能文化会館802号室

 　　       TEL　045 ( 681 ) 6551　　　

HIVの基礎知識と最新のトピックス

氏名　　原　敬志 　　　　 肩書　シスメックス株式会社

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　　

専門　20点

2015年 9月 29日　（火曜日） 19時　00分　から　20時　00分まで　

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　　かながわ県県民活動サポートセンター会議室304

　　         TEL  045 ( 312 ) 1121

聴力検査におけるマスキング法の基礎と計算によるマスキング量の決定法

氏名　小幡　進　　　　　肩書　　北里大学病院　臨床検査部

会員　1,000 円　、　非会員　8,000 円

会場受付

専門　20点

講師

参加費

受付方式

免疫血清研究班 連絡責任者　　 土筆　智晶　　 TEL 　042-778-7725　　　　 FAX 　042-778-9575　　　　　 

　世界的にみると減少傾向にあるHIV感染症ですが、日本国内では依然として増加傾向にあります。薬剤の進歩により寿命を全う出来得る感染症となりつつありながら、未だ根
本的な治療には至っていません。世界中の研究者達がワクチン開発を進めながらも、有効なワクチンの開発に至らないのはなぜなのでしょうか？その理由は、ウイルスそのも
のの特徴にあります。
ウイルス学的な基礎知識から、疫学、スクリーニングから薬剤耐性検査までの検査の流れ、そして近年の最新の治療のトピックスと、HIVの全てについて解説します。

開催日時

会　場

テ－マ

12月19日
12月20日

（土・日） 平成27年度 日臨技指定講習会・関甲信支部輸血検査研修会「輸血検査の初級者への指導技術の標準化に向けて」

生涯教育研修

講師

参加費

会　場

一般検査研究班 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、日本大学病院の原　美津夫技師に尿試験紙法についてご講演いただきます。尿試験紙法は、簡便な検査です。しかし、偽陽性や偽陰性など異常な反
応があるため、尿試験紙の反応を正しく理解することが求められます。今回は、尿試験紙法の正しい判定方法や結果への解釈など、長年の実際の経験から得られた知識や技
術を中心にお話いただきます。是非、日常業務の再確認をする機会にしていただければと思います。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。多数ご参
加、お待ちしております。

開催日時

テ－マ

参加費

受付方式

生涯教育研修

連絡責任者　　　小幡　進　　　TEL042-778-8522　　　　 FAX 042-778-9575　　　

テ－マ

生理検査研究班
平衡聴覚専門グループ

受付方式

生涯教育研修

生涯教育研修

参加費

受付方式

開催日時

部門別研究班・地区研修会

会　場

詳細

連絡責任者　　　井本 清美　　TEL 　044-977-8111　　　　 FAX 　044-977-3982　　　　　 血液研究班

　染色体検査は、外注で行っている施設がほとんどかと思います。染色体検査は、どのような手順で行われているのでしょうか？結果の見かたや解釈の仕方が分からないという
事はありませんか？今回は、東海大学医学部付属病院の荒川　聡技師が染色体検査について分かりやすく解説してくださいます。最新の情報も盛り込んでいただく予定ですの
で、皆さま奮ってご参加ください。なお、今回は本日の細胞はおやすみさせていただきます。

テ－マ

開催日時

講師

会　場

講師

　聴力検査のマスキングは原理と理論を解りやすく説明いたします。マスキング法を理解していないと、間違った結果を報告する危険性もあります。今一度マスキングについて
理解を深める機会ですので、是非ご参加下さい。



2015年 9月30日　（木曜日） 19時　00分　から　20時  30分まで　

〒233-0002　横浜市港南区上大岡西1-6-1　ゆめおおおかオフィスタワー内　ウィリング横浜　５階５０１号室　研修室

 　　       TEL　045 ( 847 ) 6666　　　　FAX　045 ( 847 ) 6676

基準範囲設定に関する国内外の動向

氏名　　森　和雄　　　　　 肩書　ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ株式会社　ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ学術統括部門　部門長

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　　

専門　20点

2015年10月 3日　（土曜日）　15時 00分　から　19時 00分まで

〒231-0002　横浜市港南区上大岡1-6-1　ゆめおおおかｵﾌｨｽﾀﾜｰ　福祉保健研修交流センター　ウィリング横浜

            TEL　045 ( 847 ) 6666   　 

腹部超音波講義 腹部領域

1. 肝臓領域　　　　　伊勢原協同病院　　岩本 洋

2. 胆道系領域　　 　大和市立病院　　　 谷ヶ城 良太

3. 膵臓領域　　    　東海大学医学部付属病院　　山本 真一

4. 泌尿器領域　　 　東海大学医学部付属病院　　福本 恵美

会員　3,000 円　、　非会員　8,000 円　

事前申込　70名

次の事項を明記の上、E‐Mailでお申し込み下さい。

「第23回超音波専門グループ申し込み（腹部）」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　⑤超音波年数

 ＊記載に不備がある場合受付できない事があります。申込み後、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

【連絡先】

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

2015年 10月10日（土曜日）　 9時00分　から　17時00分

〒241-8515　神奈川県横浜市旭区中尾2-3-2　　神奈川県立がんセンター

　　　　　　TEL　045 （ 520 ） 2222

第27回神臨技細胞診スライドセミナー「細胞の見方・考え方」

氏名　星野　夏那、 加戸　伸明、 生澤　竜、 酒井　麻衣、 三田　和博

会員　3,000円 、　非会員　8,000円

事前申込・募集枠（80名）

2015年 10月17日必着（申込順）

〒252-0375　神奈川県相模原市南区北里1-15-1　北里大学病院　病院病理部　柿沼　廣邦

http://www.jinringi.or.jp/kenkyuhan/saibou/　E-mail: hi-kaki@kitasato-u.ac.jp

専門　20点

2015年 10月16日（金曜日）　18時30分　から　20時00分

〒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

上皮細胞類を正しく判定するテクニック

氏名　横山　貴　　　　　 肩書　東京女子医科大学病院　中央検査部　検査技師

会員　1,000円 、　非会員　8,000円

会場受付

専門　20点

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

臨床化学研究班 連絡責任者　　 大津　一晃　　 TEL 　0463-32-1950　　　　 FAX 　0463-31-1865

　臨床化学研究班の第５回目の研修会は共用基準範囲についてです。現在、検査の標準化が進む一方で、基準範囲については各施設において様々な値が採用されています。
そこで今回は、基準範囲共有化の必要性や大規模調査から設定された共用基準範囲についてお話して頂きます。是非、ご参加をよろしくお願いします。

テ－マ

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

一般検査研究班 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、東京女子医科大学病院　横山　貴　技師に尿沈渣の上皮細胞類を中心にご講演いただきます。尿中で認められる上皮細胞は、障害部位を把握する重
要な所見の１つです。また、基本とされる上皮細胞が鑑別できなければ、異型細胞を捉えられることはできません。今回のご講演では、上皮細胞類の鑑別ポイントをしっかりマス
ターしていただくことを目的に、ご講演をお願いしております。また、11月に開催されます首都圏支部学会で一般検査研究班では、異型細胞の鑑別をシンポジウム企画しており
ます。異型細胞の鑑別の前の重要なご講演ともなっておりますので、是非、皆様ご参加ください。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。多数ご参加、お
待ちしております。

開催日時

会　場

開催日時

　超音波専門グループでは、腹部講義講習会を開催します。今さら聞けない基礎も含め、経験豊かなベテラン講師陣がわかりやすく説明致します。超音波検査を始めて間もない
方や症例を見る機会が少ない方、是非ご参加ください。

会　場

申込方法

受付方式

参加費

開催日時

テ－マ

生理検査研究班
超音波専門グループ

内容・講師

開催日時

会　場

連絡責任者　　　藤井　滋　　　TEL 042-748-4230　　　　　　

テ－マ

講師

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　　 

　婦人科，呼吸器，消化器・泌尿器，体腔液・リンパ節・その他，乳腺・甲状腺を対象としたスライドセミナーを開催します．前半は，スライドを用いた75症例を設問形式で行い，後
半では設問の解答，解説および基本的な細胞の見方・考え方について，５名の講師による講義を行います．細胞診を始めたい方や初級者はもとより，細胞検査士資格を有する
方々の診断能力の自己評価にも最適です．よろしくご参集頂きますようお願い申し上げます．

参加費

受付方式

生涯教育研修

締切日

申込先



2015年 12月 19日（土曜日） 13:00 ～ 12月20日（日曜日）  16:00

獨協医科大学　　栃木県下都賀郡壬生町北小林880　（駐車場無料）

「輸血検査の初級者への指導技術の標準化に向けて」

5,000　円

定員50名　(先着順）

各施設において指導的立場の方

日臨技ホームページの会員専用サイト（事前参加登録）からお申込ください。

＊受領確認の返信メールのあと、後日研修会のご案内を送付します。

＊1週間以内に受領確認の返信メールが来ない方は、申し訳ございませんがお問い合わせください。

平成27年 9月15日（火）から平成27年10月31日（土）まで

宿泊の手配は参加者各自でお願いいたします。

獨協医科大学病院　輸血部　山川朋世

〒321-0293　栃木県下都賀郡壬生町北小林880

TEL：0282-87-2187　　　FAX：0282-87-2384

E-mail：tomoyo-y@dokkyomed.ac.jp

詳細は日臨技ホームページを参照して下さい。

日臨技指定講習会・関甲
信支部輸血検査研修会

連絡責任者　獨協医科大学病院　輸血部　山川朋世

宿　泊

申込期間

申込方法

開催日時

会　場

テ－マ

受講料

募集人数

対　象

詳細

研修会事務局
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