
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 」

2月26日 （金） 甲状腺を理解しよう

3月6日 （日） 初心者のための末梢血・骨髄像鏡検実習

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

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

講　師

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

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

横浜Ⅰ・Ⅱ地区合同

部門別研究班・地区研修会

テ－マ

講　師

参加費

　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

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。

2月13日 （土）

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

輸血研究班

生涯教育研修

講　師

参加費

受付方式

締切日

申込先



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。

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

2016年 2月 26日　（金曜日） 19時　00分　から　20時　30分まで　

〒231-8575　横浜市中区万代町２丁目４番地７  横浜市技能文化会館 8F

 　　       TEL　045 ( 681 ) 6551

甲状腺を理解しよう

氏名　　福田 雅之助　　　　　肩書　富士レビオ株式会社　　学術サービス部

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

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

　平成27年度第３回免疫血清研究班は『甲状腺を理解しよう』のテーマで研修会を開催します。甲状腺の解剖、甲状腺ホルモンの作用などの基本な内容から、甲状腺疾患の
診断や治療などを判り易く解説します。甲状腺検査の理解を深める機会ですので是非ご参加下さい。また、日常業務での甲状腺検査について質問等がありましたら、会場受
付時に質問内容を書いた紙を
お渡し頂ければ、研修会の最後に講師の先生から回答します。

開催日時

会　場

テ－マ

参加費

受付方式

生涯教育研修

講　師

川崎地区

　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

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

会　場

　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。

講　師

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

参加費

テ－マ

詳　細

受付方式

生涯教育研修

開催日時



2016年 3月6日 （日曜日） 13時　00分（受付 12時30分）　から　17時　00分まで　

〒216-8511　川崎市宮前区菅生2-16-1　聖マリアンナ医科大学　1階微生物学・公衆衛生学実習室

　　　　　　TEL　045 （ 977 ） 8111

初心者のための末梢血・骨髄像鏡検実習

氏名　井本 清美　　　　　肩書　検査技師　他9名

会員　3,000 円　、　非会員　8,000 円

事前申込（インターネット：40名）

専門　20点

神臨技ホームページを参照して下さい。
※自分が希望するコース(末梢血像・骨髄像)を選び、必要事項を入力の上、お申し込みください。 電話や通常のメール等による受付はいたし
ません。

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

　「初心者のための末梢血・骨髄像鏡検実習」を行います。末梢血コースは日常検査の手順に沿った形で、血算の結果を提示した症例の特徴的な赤血球形態を観察してい
ただきます。白血球形態に関しては、①正常5分類の理解、②顆粒球成熟段階の理解、③初心者が迷う細胞の鑑別、④様々な症例の鏡検の4コースに、骨髄コースは①骨
髄像の見方・考え方、②様々な症例の鏡検の2コースに分かれてスキルアップを図ります。
申し込みは、2/1～13の期間内に血液研究班のホームページからネット上で事前申し込みとします。
以前、参加されたことがある方も大歓迎です！ステップアップの機会として是非、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

詳　細

血液研究班


