
2016年1月16日

　　　　　  ～17日

1月16日～17日 （土・日） 平成27年度 日臨技首都圏・関甲信支部　神経生理部門研修会　『見直そう神経生理学的検査』

1月16日～17日 （土・日） 平成27年度 日臨技首都圏支部　輸血研修会　『輸血検査の初級者への指導技術の標準化に向けて』

1月24日 （日） 第17回関甲信支部・首都圏支部　遺伝子・染色体検査セミナー　「今後の遺伝子・染色体検査を考える～標準化・臨床支援～」

1月29日 （金） 『血球装置のピットフォール』

1月30日 （土） 平成27年度　神奈川県精度管理調査報告会

1月30日～31日 （土・日） 平成27年度 日臨技病理細胞部門支部研修会　第24回日臨技関甲信・首都圏支部病理細胞診検査研修会　「病理・細胞診検査の迅速化」

2月13日～14日 （土・日） 平成27年度 首都圏・関甲信支部　臨床化学検査研修会　『臨床化学の今を知る』

2016年1月16日（土曜日） 12時 30分　から　18時 00分　～　1月17日（日曜日）　9時 00分　から　12時 50分

埼玉県建産連研修センター　　埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7　

『酸素の運搬に沿って呼吸循環を学ぶ！知っておきたい呼吸循環の基礎』

会員　8,000　円　、　非会員　15,000　円　（テキスト代を含む）

定員130名

日本臨床衛生検査技師会会員を優先

専門教科　30点

1）日臨技ホームページの会員専用ページよりログインし、生涯教育内の事前登録を選んでください。

2）WEB内の必要事項を入力して下さい。

3）登録完了後、受講料の振り込み方法などについてメールいたします。

4）入金を確認後、受講手続完了の旨をメールで連絡いたします。

申し込み期間　：　2015年10月1日～12月28日まで　（ただし、定員になり次第締め切らさせていただきます。）

【2015年度日臨技　生理検査部門研修会事務局】

〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-7-1

東京医科大学病院　中央検査部　　尾形　申弍

TEL ： 03-3342-6111　 内線3561

E-mail ： o-shnji@tokyo-med.ac.jp

注意：電話での申し込みはできません。

電話によるお問い合わせは午後4時以降にお願いいたします。

詳細は日臨技ホームページを参照して下さい。

2016年1月16日（土曜日） 12時 30分　から　18時 00分　～　1月17日（日曜日）　9時 00分　から　12時 50分

埼玉県建産連研修センター　　埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7　

『見直そう神経生理学的検査』

会員　8,000　円　、　非会員　15,000　円　（テキスト代を含む）

定員50名

日本臨床衛生検査技師会会員を優先

専門教科　30点

1）日臨技ホームページの会員専用ページよりログインし、生涯教育内の事前登録を選んでください。

2）WEB内の必要事項を入力して下さい。

3）登録完了後、受講料の振り込み方法などについてメールいたします。

4）入金を確認後、受講手続完了の旨をメールで連絡いたします。

申し込み期間　：　2015年10月1日～12月28日まで　（ただし、定員になり次第締め切らさせていただきます。）

【2015年度日臨技　生理検査部門研修会事務局】

〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-7-1

東京医科大学病院　中央検査部　　　尾形　申弍

TEL ： 03-3342-6111 　内線3561

E-mail ： o-shnji@tokyo-med.ac.jp

注意：電話での申し込みはできません。

電話によるお問い合わせは午後4時以降にお願いいたします。

詳細は日臨技ホームページを参照して下さい。

1日目　2016年1月16日（土曜日） 12時 00分　から　17時 00分　　

2日目　2016年1月17日（日曜日）　8時 30分　から　16時 00分

東邦大学医療センター大森病院　　〒143-8541　大田区大森西6-11-1

TEL ： 03-5763-6660

『輸血検査の初級者への指導技術の標準化に向けて』

講義　+　実技講習　　50名

各施設において指導的立場の臨床検査技師　（輸血検査業務経験　5年以上）

講義　+　実技講習（１月16日～17日の2日間）　会員　5,000　円　、　非会員　10,000　円

＊日臨技行事のため、各地区臨床検査技師会会員のみの方は非会員扱いとなります。

専門教科　30点

日臨技ホームページの会員専用ページよりお申し込みください。

＊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いたします。

＊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合せ下さい。

平成27年12月18日（金）　（定員になり次第締め切らさせていただきます。）

白衣、タイマー、マジック、試験管立て、会員証、手袋（必要な方）

必要な方は各自で手配してください。

詳細は日臨技ホームページを参照して下さい。

参加資格

連絡先

詳　細

申込締切

詳　細

持ち物

宿　泊

（土・日） 平成27年度 日臨技首都圏・関甲信支部　呼吸循環生理部門研修会　『酸素の運搬に沿って呼吸循環を学ぶ！知っておきたい呼吸循環の基礎』

開催日時

履修点数

部門別研究班・地区研修会

連絡先

受講料

募集人員

テ－マ

連絡責任者　東京医科大学病院　中央検査部　尾形　申弍

テ－マ

日臨技首都圏・関甲信支部
呼吸循環生理部門研修会

会　場

参加資格

日臨技首都圏・関甲信支部
呼吸循環生理部門研修会

連絡責任者　東京医科大学病院　中央検査部　尾形　申弍

開催日時

会　場

詳　細

履修点数

申込方法

申込方法

受講料

募集人員

開催日時

会　場

受講料

申込方法

募集人員

対象者

履修点数

日臨技首都圏支部
輸血研修会

連絡責任者　東京都臨床検査技師会　輸血検査研究班

テ－マ

　輸血検査業務の標準化の観点から、日本輸血細胞治療学会との共催で実施した輸血テクニカルセミナー2014での講習会の内容に従い支部指定講習会を実施し、輸血検査の初級者に
対する指導方法の統一化を行い、輸血検査技術の標準化を図ることを目的とする。



2016年 1月24日　（日曜日）　9時 10分　から　16時 30分まで

東京大学医学系研究科教育棟14階　鉄門記念講堂

〒113-8654　東京都文京区本郷7-3-1　　TEL　03-3812-2111　（代表）

今後の遺伝子・染色体検査を考える～標準化・臨床支援～」

150名　（先着受付順）

日本臨床衛生検査技師会会員、賛助会員、他

5,000 円　（テキスト代を含む）　　但し、非会員　7,000 円　

平成27年12月26日（土）

1）会員の方：日臨技ホームページより「事前登録」を行ってください。

2）非会員およびホームページより事前登録が困難な会員の方はFAX申し込み用紙に必要事項を記入の上、

下記へFAX、郵送またはEメールにてお申込みください。

〒371-8511　群馬県前橋市昭和町3-39-15

群馬大学医学部附属病院　検査部　佐藤　絢子

TEL : 027-220-7111　（内線8562）　FAX : 027-220-8579

E-mail : ayakos@gunma-u.ac.jp

申込時に下記の郵便振込口座に参加費をお振込み下さい。お振込み手数料は、各自負担とさせて頂きますので、ご了承下さい。

一枚の振込用紙で数名分お振込みの際は、通信欄に必ずそれぞれのお名前をお書き下さい。

一度、お振込み頂いた参加費は返金できませんのでご注意下さい。

尚、お申込み後、確認ハガキが平成28年1月15日（金）迄に届かない場合は、お手数ですが、下記の研修会事務局までお問合せ下さい。

ゆうちょ銀行　　口座名称 : 関東甲信地区遺伝子・染色体検査セミナー

　　　　　　　　　　口座番号 : 記号　10760　番号 : 5177911

＊　郵便局以外からのお振り込みは、078店　普通口座 : 口座番号0517791

〒390-8621　長野県松本市旭3-1-1

信州大学医学部附属病院　臨床検査部　松田　和之

TEL : 0263-37-2802　（直通）　FAX : 0263-34-5316

E-mail : kmatsuda@shinshu-u.ac.jp

専門　20点

詳細は日臨技ホームページを参照して下さい。

2016年 1月29日 （金曜日） 18時　30分　から　20時　00分まで　

〒250-0012　小田原市本町1-5-12　小田原市民会館

 　　       TEL　0465 （ 22 ） 7146

『血球装置のピットフォール』

氏名　丸木　佳子　　　　　肩書　シスメックス学術サポート課

会員　500 円　、　非会員　8,000 円

会場受付

専門　20点

2016年 1月 30日　　（土曜日） 14時　00分（13：30受付開始）　から　17時　00分まで　

〒231-0002　横浜市中区海岸通1-1　　波止場会館

 　　       TEL　045 ( 202 ) 3842   　  FAX　045 ( 201 ) 3854

平成27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、岩瀬 雅子、永長山 佳代子、小幡 進、石原 麻衣

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 ： 8,000円

会場受付

専門　20点

詳細は神臨技ホームページを参照して下さい。

2016年 1月30日（土曜日）　12時 30分　から　18時 15分　　＊19時 00分から意見交換会　会場：高崎ビューホテル

2016年 1月31日（日曜日）　 8 時 30分　から　12時 00分

高崎総合保健センター　第一会議室他

〒370-0829　高崎市高松町5番地28　　TEL：027-381-6111（会場代表）

「病理・細胞診検査の迅速化」

会員 ： 8,000 円　、　非会員 ： 15,000 円　　　（情報交換会 参加費 ： 6,000 円）

120名

日臨技ホームページの会員専用ページから事前参加登録を行ってください。

非会員およびホームページからの登録が困難な方は申込用紙に必要事項を記入の上、FAXで申込みください。

1/31講演終了後に、高崎ビューホテルにて情報交換会を開催します。

※宿泊の手配は、参加者各自で準備いただけるようお願いいたします。

平成27年11月1日（日）～12月25日（金）　（定員になり次第受付終了）

臨床専門教科専門30点　細胞診単位JSC,IAC　認定病理指定講習会（申請予定）

富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院　技術部検査科　須藤　健治

〒370-2393　群馬県富岡市富岡2073-1

TEL ： 0274-63-2111　　　FAX ： 0274-63-5125

詳細は日臨技ホームページを参照して下さい。

詳　細

開催日時

申込要領

生涯教育研修

開催日時

会　場

テ－マ

講師

受付方式

会　場

テ－マ

　平成27年度13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。

参加費

受付方式

生涯教育研修

連絡責任者　富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院　技術部検査科　須藤　健治

テ－マ

生理検査研究班

参加費

連絡責任者　　難波　真砂美 　 　  TEL 　046-822-2710　　　 FAX 　046-825-2103

生涯教育研修

参加費

　どの施設でも検査されている血球計算ですが、その見方や考え方を今一度見直す機会として「血球計数機のピットフォール」と題し、シスメックス学術サポート課の方にお越しいただきご
講演をいただく予定です。皆様の奮ってのご参加をお待ちしています

開催日時

申し込み先

西湘地区 連絡責任者　　佐久間　理 　 　  TEL 　0465-62-7181　　 FAX 　0465-62-9665

生涯教育研修

日臨技病理細胞部門支部
研修会

場　所

テ－マ

受講料

　今回のテーマは「今後の遺伝子・染色体検査を考える～標準化・臨床支援～」と題し、血液・病理検査との関わりや標準化や診断・治療への貢献など遺伝子・染色体検査を取り巻く最新
情報を学びながら、今後の遺伝子・染色体検査について考えられるような企画に致しました。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

会　場

連絡責任者　群馬大学医学部附属病院　検査部　佐藤　絢子

応募人数

参加資格

申込締切

参加費のお振込方法

振込先

研修会事務局

詳　細

講師

定　員

詳　細

研修会事務局

関甲信支部・首都圏支部
遺伝子・染色体検査セミナー

申込期限

申込方法



2016年 2月13日（土曜日）　13時 00分　～　 2月14日（日曜日）　12時 00分

神奈川産業振興センター　13階　第1・2会議室

横浜市中区尾上町5丁目80番地　（関内駅徒歩5分、馬車道駅徒歩7分）

※駐車場は用意しておりませんので、民間駐車場をご利用ください。

『臨床化学の今を知る』

受講費 ： 会員　７,000 円　、　非会員　10,000 円

意見交換会費 ： 3,000 円

宿泊費 ： 8,500 円

110名　(日臨技WEBシステムによる事前申込制）

平成28年 1月10日（但し定員に達し次第締め切り）

専門　30点

日臨技師会員専用ホームページの行事日程・参加申請より本研修会を選択し、「事前参加申請」にて登録を行ってください。

メールによる連絡を行いますのでPCメールアドレスを必ず入力して下さい。

また備考欄に、意見交換会への参加と宿泊斡旋希望の有無について記入して下さい。

非会員およびWEB登録が困難な方のみ郵送での参加申請を受け付けます。

A4用紙に「平成27年度首都圏支部・関東甲信支部合同臨床化学検査研修会参加申請」と明記のうえ、氏名、会員番号（会員の場合）、

施設名、電話番号、連絡先住所・郵便番号、PCメールアドレスを記載し、下記の研修会事務局まで封書でお申込みください。

事前参加申請後、平成28年1月15日までに下記口座に参加費全額をお振込みください。なお振込手数料は参加者負担となりますのでご了承ください。

また、一度お振込み頂いた参加費は返金できませんのでご注意ください。複数名の参加費をまとめてお振込みする際は通信欄に全員の氏名を

記入してください。参加費受領のメールが1月20日までに届かない場合は、お手数ですが下記の研修会事務局までにお問合せをお願いします。

振込先　：　ゆうちょ銀行　　支店名（店番）　：　028　　普通預金

口座番号　：　0987226　　　口座名義　：　ｼｬ）ｶﾅｶﾞﾜｹﾝﾘﾝｼｮｳｹﾝｻｷﾞｼｶｲ

北里大学病院　臨床検査部　藤村　善行

〒252-0375　神奈川県相模原市南区北里1-15-1

TEL ： 042-778-7726　　FAX ： 042-778-9575

E-mail ： y-fujimu@kitasato-u.ac.jp

詳細は日臨技ホームページを参照して下さい。

開催日時

連絡責任者　北里大学病院　臨床検査部　藤村　善行

会　場

テ－マ

参加費

申込方法

詳　細

首都圏支部・関甲信支部合同
臨床化学検査研修会

参加費のお振込方法

研修会事務局

定　員

受付期間

生涯教育研修


