
1月23日 （土） 婦人科　鏡検実習

1月29日 （金） 『血球装置のピットフォール』

1月29日 （金） 「～ベテラン技師が教える！～　骨髄像の見方・考え方 」

1月30日 （土） 平成27年度　神奈川県精度管理調査報告会

2月4日 （木） 直接抗グロブリン試験について・固相法について

2月5日 （金） 「検査室の付加価値を高める微生物サーベイランスについて」～インフルエンザのサーベイランスを中心に～

2月5日 （金） 「採血に必要な基礎知識」「基礎から学ぶ自己血輸血」

2月12日 （金） 微生物検査総論〜日常検査のヒントを見つけよう〜

１． 医学検査学会ポストビュー

２． 蛍光抗体法の基礎と応用

３． 腎臓の病理学

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』

2月19日 （金） 「～基礎から学び、見直そう！～　末梢血液像の見方・考え方」

2月23日 （火） 「甲状腺疾患を細胞診とエコー画像から考える 」

2016年 1月23日 （土曜日） 13時　00分　から　16時　00分まで　

 〒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

婦人科　鏡検実習

細胞検査研究班員9名

会員　1,000 円　、　非会員　8,000 円

事前申込

2016年 1月21日（木）　（申込順）

北里大学病院 病院病理部　柿沼　廣邦

E-mail：hi-kaki@kitasato-u.ac.jp

専門　20点

神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29日 （金曜日） 19時　10分（受付19時00分）　から　20時　30分まで　

〒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

「～ベテラン技師が教える！～　骨髄像の見方・考え方 」

氏名　田中 由美子　　　　　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

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） 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。

　今回は婦人科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20例を提示いたします。必ず事前に参加希望をメールで申し込み下さい。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。

講　師

参加費

申込先

締切日

詳細

講　師

連絡責任者　　　井本 清美　　TEL 　044-977-8111（6209）　　　　 FAX 　044-977-3982　　　　　 

講　師

参加費

受付方式

開催日時

会　場

　骨髄は血球造血の場、言わば“血液の製造工場”です。末梢血での血球減少や増加の原因を探るために、骨髄検査は行われ、鏡検を行う技師には形態学的観察における技術や
知識が必要とされます。骨髄像の鏡検をこれから始めようと思っている方、すでに鏡検を行っている方は基礎の確認とステップアップの機会になると思います。末梢血の鏡検しかして
いないからと尻込みしている方、骨髄のことを学ぶことで、明日から末梢血の見方・考え方が変わるかも知れません。ベテラン技師が経験に基づいた知識を教えてくれます。この機会
を、お見逃しなく！皆様のご参加、お待ちしています。日臨技の血球形態標準化パンフレットを配布いたします。

受付方式

生涯教育研修

生涯教育研修

開催日時

部門別研究班・地区研修会

血液研究班

　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

詳　細

受付方式

生涯教育研修

会　場

テ－マ

詳　細

会　場

2月13日 （土）

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

テ－マ

細胞検査研究班 連絡責任者　　柿沼　廣邦　 　  TEL 　042-778-8526　　 FAX 　042-778-9371

テ－マ

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

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

受付方式

生涯教育研修

開催日時

会　場

テ－マ

講　師



2016年 2月 4日　　（木曜日） 19時　00分　から　20時　45分まで　

〒231-8482　横浜市中区桜木町1-1　　横浜市社会福祉センター8階会議室（8A+8B）

 　　       TEL　045  ( 201 ) 2060    FAX　045 ( 201 ) 6116　　　

直接抗グロブリン試験について・固相法について

氏名　押田 眞知子　　　　　肩書　（株）カイノス

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付

専門　20点

2016年 2月 5日 （金曜日） 19時　00分　から　20時　00分まで　

〒221-0821　神奈川県横浜市神奈川区富家町1-3　神奈川公会堂　大会議室

 　　       TEL  045 ( 432 ) 3399         FAX  045 ( 432 ) 3321

「検査室の付加価値を高める微生物サーベイランスについて」～インフルエンザのサーベイランスを中心に～

氏名　辻原 佳人　　　　　肩書　神奈川県立汐見台病院　臨床検査科　副科長

会員　500 円　、　非会員　8,000 円

会場受付

専門　20点

2016年 2月 5日 （金曜日） 18時　30分（受付開始18時15分）　から　20時　00分まで　

 〒231-0026　横浜市中区寿町1-4　かながわ労働プラザ4階567会議室

 　　       TEL　045 ( 633 ) 5413　　　　

「採血に必要な基礎知識」「基礎から学ぶ自己血輸血」

氏名　野崎 昭人　　　　　肩書　横浜市立大学附属市民総合医療センター　輸血部　部長

氏名　市原 文雄　　　　　肩書　積水メディカル株式会社　検査事業部門　ＣＳ部　カスタマーサポートセンター　学術東日本グループ　グループ長

会員　500 円　、　非会員　8,000 円

事前申込

2016年 2月 4日（木）　（申込順）

横浜市立大学附属市民総合医療センター　臨床検査部　杉山　嘉史

E-mail : y_sugi@yokohama-cu.ac.jp     FAX  045 ( 253 ) 5749

基礎　20点

2016年 2月 12日　　（金曜日） 19時　00分　から　20時　30分まで　

〒221-00835 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　　　

微生物検査総論〜日常検査のヒントを見つけよう〜

氏名　殿岡 弘敏　　　　　肩書　　川崎市立川崎病院

会員　1,000円、　非会員　8,000円

会場受付（150名）

専門　20点

2016年 2月 13日　　（土曜日） 14時　00分　から　18時　00分まで　

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

 　　       TEL　045 ( 633 ) 5413　　　

１． 医学検査学会ポストビュー

２． 蛍光抗体法の基礎と応用

３． 腎臓の病理学

氏名　　才荷 翼、三井 秀昭、磯崎 勝、芹澤 昭彦、島田 直樹　技師

氏名　　鈴木 孝夫　技師　　　　　肩書　昭和大学横浜市北部病院

氏名　　大谷 方子　先生　　　　　肩書　横浜市立大学市民総合医療センター

会員　500円、　非会員　8,000円

会場受付（60名）

専門　20点

神臨技ホームページを参照して下さい。

生涯教育研修

　輸血検査を行う上で、遭遇する異常反応のひとつとして直接抗グロブリン試験陽性があげられます。今回は直接抗グロブリン験陽性時の対処法や考え方について研修会を開催し
ます。また、固相法を利用した輸血検査についての講演もしていただきます。皆様、奮ってご参加ください。

開催日時

会　場

テ－マ

参加費

受付方式

横浜Ⅰ・Ⅱ地区合同 連絡責任者　　濱村　尚也 　 　  TEL 　045-474-8340　　 FAX 　045-474-8340

会　場

テ－マ

受付方式

生涯教育研修

講　師

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

　毎年院内感染等が問題化しているインフルエンザについて検査室としてどう取り組んでいくかをテーマとして、ご講演いただきます。

開催日時

会　場

講　師

参加費

開催日時

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

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

テ－マ

講　師

参加費

開催日時

会　場

受付方式

生涯教育研修

　実技講習会の講師でおなじみの川崎市立川崎病院の殿岡弘敏技師をお招きし、現在では貴重なコレラ菌の分離経験、キャンピロバクターや百日咳菌の検査法の普及、院内感染
委員会との関わり、全国で散見された食中毒の発見の契機を作ったことなど、豊富な経験をわかり易くご講演していただきます。今後の日常検査においてたくさんのヒントが見つかる
と思います。多数のご参加をお待ちしております。

講　師

参加費

テ－マ

詳　細

受付方式

生涯教育研修

　１．今年度行われた医学検査学会の病理部門の演題の中から発表された５名の技師によるポストビューを開催します。２．腎生検や皮膚生検等で行われる蛍光抗体法、原理や手
技などの基礎から応用まで全般をお話ししていただきます。３．腎臓の病理学として、解剖学から疾患、病理組織所見の見方をご講義いただきます。詳細は病理検査研究班HPをご覧
下さい。

情報システム研究班 連絡責任者　　杉山　嘉史　 　  TEL 　045 – 253 - 5329　　 FAX 　045 – 253 - 5749

　情報システム研究班では「採血に必要な基礎知識」というテーマで研修会を実施します。
横浜市立大学附属市民総合医療センター 輸血部部長 野崎 昭人 先生に“基礎から学ぶ自己血輸血”といったタイトルで講義をしていただきます。また、積水メディカル株式会社の市
原 文雄先生に採血管の取り扱いによる検査値への影響など採血に関する基礎的な内容の講義をしていただきます。

開催日時

会　場

テ－マ

講　師

参加費

受付方式

締切日

申込先

生涯教育研修



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

日臨技ホームページを参照して下さい。

2016年 2月19日 （金曜日） 19時　10分（受付19時00分）　から　20時　30分まで　

〒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

「～基礎から学び、見直そう！～　末梢血液像の見方・考え方 」

氏名　上原 由佳理　　　　　肩書　北里大学病院　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

神臨技ホームページを参照して下さい。

2016年 2月 23日　（火曜日） 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

「甲状腺疾患を細胞診とエコー画像から考える」

氏名　　佐々木 栄司　　　　　肩書　伊藤病院　診療技術部臨床検査室

会員　500 円　、　非会員　8,000 円

会場受付

専門　20点

参加費

受付方式

生涯教育研修

講　師

川崎地区

研修会事務局

生涯教育研修

　川崎地区今年度最後の研修会は、甲状腺疾患について細胞診とエコー画像の両面からお話しして頂きます。甲状腺専門病院で勤務されている講師から、豊富な知識と経験を活か
した貴重なお話をして頂く予定です。ぜひ多数の参加をお待ちしております。

開催日時

詳　細

会　場

テ－マ

講　師

参加費

受付方式

生涯教育研修

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

　3月上旬の日曜日に、毎年恒例の「初心者のための末梢血・骨髄像の鏡検実習」を予定しています。今回は、鏡検実習の事前講義と位置づけて、末梢血塗抹標本の基本的な見方・
考え方について研修会を行います。 鏡検実習に初めて参加する予定の方は、是非ご参加ください。また、すでに日常検査で末梢血の鏡検を行っている方々にとっては、技術や知識
の確認、そして “今さらだけど、確認しておきたいこと”、“普段から感じている素朴な疑問”など、この機会に解決できることがあるかもしれません。皆様のご参加、お待ちしておりま
す。（なお、鏡検実習は事前申込み制です。日程や詳細は決定次第お知らせします。）日臨技の血球形態標準化パンフレットを配布いたします。

開催日時

会　場

テ－マ

参加費のお振込方法

定　員

受付期間

会　場

テ－マ

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

連絡責任者　北里大学病院　臨床検査部　藤村　善行

参加費

血液研究班 連絡責任者　　　井本 清美　　TEL 　044-977-8111 (6209)　　　　 FAX 　044-977-3982　　　　　 

開催日時
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