
・生涯教育登録のため会員証をお持ち下さい。
・悪天候などにより研修会が急遽中止になることがあります。HPで開催の有無を確認しお越しください。

 2020年6月・7月生涯教育研修プログラム

公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 教科区分
担当

研究班

6月5日（金）
19：00～21：00

大宮
ソニックシティ

601号室

寄生虫学に関する最近の話題と各種試験問題の解説

講師：山本　徳栄（国立感染症研究所　寄生動物部　客員研究員）

司会：立塚　梓（蕨市立病院）

基礎教科
20点

公衆衛生
一般

微生物
検査研究班
合同開催

6月11日（木）
19：00～21：00

大宮
ソニックシティ

603号室

実技のために必要な基礎知識

講演1：血液型と不規則抗体検査のPOINT
輸血検査の全てはここから！しっかりマスターしよう
講師：久保居　由紀子（JCHO埼玉メディカルセンター）
講演2：DATと抗体解離の基礎
必要な選択ができるようになろう
講師：小原　佑太（戸田中央総合病院）

司会：渡邉一儀（獨協医科大学埼玉医療センター）

7月開催の実技研修会参加の方は、なるべく参加してください。（その他の方も参
加歓迎です）

基礎教科
20点

輸血
検査研究班

6月17日（水）
19：00〜20：30

大宮
ソニックシティ

906号室

Let's try！ 試薬の検討と学会発表のスゝメ
　　　　　　　　　～IFCCの検討はもう終わった？～

講演1：基礎検討方法とコツ！
講師：石川　純也（株式会社アムル　上尾中央臨床検査研究所）
講演2：検討結果を発表しよう！ ～発表までの大まかな流れとポイント～
講師：安田　逹明（株式会社アムル　上尾中央臨床検査研究所）

司会：大出　淳（埼玉医科大学総合医療センター）

専門教科
20点

臨床化学
検査研究班

6月18日（木）
19：00～21：00

大宮
ソニックシティ

602号室

採血の安全管理　　～安全な採血をするために知るべきこと～

講師：塚田 正敏（極東製薬工業株式会社 学術）

司会：中山 智史（防衛医科大学校病院）

基礎教科
20点

血液
検査研究班

6月19日（金）
19：00～21：00

浦和コミュニ
ティーセンター

第13集会室

『病理検査の基本を学ぼう～固定について～』

講演1：「ホルマリン取扱い業務に関連する法律」
講師：今村　尚貴（川口市立医療センター　検査科病理検査部門）
講演2：「新たな施設で、ホルマリン作業環境対策の取り組み」
講師：森田　繁（さいたま市立病院　中央検査科）
講演3：「当院でのホルマリン運用について」
講師：松本　祐弥(獨協医科大学埼玉医療センター　病理診断科）
講演4：「組織の固定　～ 全ての解析の大切な入口
         原理から、ゲノム解析を成功に導く応用的取り組みまで ～」
講師：宮崎　龍彦　先生（岐阜大学附属病院　病理診断科）

司会：岡村　卓哉　（獨協医科大学埼玉医療センター）

専門教科
20点

病理
検査研究班

6月20日（土）
13：30～16：40

鴻巣市
市民活動センター

会議室A

生理検査研究班CD‐ROMサーベイ2019報告会
 
13：30～報告1：脳波・神経
講師：仲野　浩(埼玉医科大学病院)
講師：武藤　由里子(埼玉協同病院)
13：50～報告2：肺機能
講師：家城　正和(埼玉県立精神医療センター)
講師：武藤　由里子(埼玉協同病院)
14：10～報告3：心電図
講師：高梨　淳子(北里大学メディカルセンター)
講師：園部　由香(春日部市立医療センター)
14：30～質疑・休憩
14：50～報告4：乳腺エコー
講師：横尾　愛(川口市立医療センター)
15：10～報告5：腹部エコー
講師：野本　隆之(上尾中央医科グループ　吉川中央総合病院)
講師：瀧沢　義教(獨協医科大学埼玉医療センター)
15：30～質疑・休憩
15：50～報告6：血管エコー
講師：田名見　里恵(上尾中央医科グループ　上尾中央総合病院)
16：00～報告7：心エコー
講師：早川　勇樹(自治医科大学附属さいたま医療センター)
16：20～報告8：アンケート
講師：瀧沢　義教(獨協医科大学埼玉医療センター)
16：30～質疑
 
  司会：横尾　愛（川口市立医療センター）
※報告の進み具合により、多少時間がずれることをご了承ください。

専門教科
20点

生理
検査研究班

6月21日（日）
10：00～16：00

学校法人
恵済学園

東武医学技術
専門学校

一般検査鏡検実習～基本から症例まで～

講演：尿沈渣基本成分の鑑別ポイント
実習：鏡検実習
講師：研究班員
※白衣、筆記用具、昼食をご持参ください。
※公共の交通機関を利用してお越しください。
※余儀なく中止となる場合は技師会ホームページに掲載致しますので必ずご確認く
ださい。

専門教科
20点

一般
検査研究班

6月24日（水）
19：00～20：30

大宮
ソニックシティ

604号室

｢令和元年度 精度管理報告とH-FABPについて｣

講演1： 令和元年度 埼玉県・埼玉県医師会   臨床検査精度管理事業報告(血清)
講師： 藤代 政浩 (獨協医科大学埼玉医療センター)
講演2： 急性心筋梗塞マーカーH-FABP（心臓型脂肪酸結合蛋白）について
講師： 山本　幸稔 （関東化学株式会社　試薬事業部　ライフサイエンス部　技術
課)

司会：田中　亜紀 (医療法人　熊谷総合病院)

専門教科
20点

血清
検査研究班

6月26日（金）
19：00～21：00

大宮
ソニックシティ

604号室

凝固検査の知識を深めよう！！
～基礎から事例を交えた対応方法、そして波形解析の最新情報まで～

講師：須長　宏行（積水メディカル株式会社 学術）

司会：星　聖子（JCHOさいたま北部医療センター）

専門教科
20点

血液
検査研究班

参加費
会員：無料
非会員:5,000円
ＰＣ使用

参加費
会員：3,000円
非会員：8,000円
先着40名（会員優先、定員になりしだい受付終了）
申込期間：R2年5月1日～R2年6月5日
申込方法：下記の事項を明記しメールでお申込ください
会員番号：、氏名：、所属：、返信用アドレス：、
一般検査の経験年数：、認定一般の有無：
件名を「2020年一般検査鏡検実習申込」としてくださ
い。
【メール送り先】
f.kazuo.0818@hotmail.co.jp
担当：藤村　和夫（埼玉県済生会川口総合病院）
※申込期限が過ぎても返信メールが届かない場合は再度
ご連絡ください。

参加費
会員：無料
非会員:5,000円
ＰＣ使用

認定輸血検査技師
資格審査基準：5単位

参加費
会員：無料
非会員:5,000円

ＰＣ使用

参加費
会員:無料
非会員:5,000円
日臨技推進事業推薦研修会
ＰＣ使用

参加費
会員:無料
非会員:5,000円
日臨技推進事業推薦研修会

今回のCD-ROMサーベイ報告会より、参加方法およびサー
ベイ解説版CD-ROMの配布方法が変更となります。

①参加方法
事前予約制となります。
参加希望の方は埼臨技生理検査研究班HPのCD-ROMサーベ
イ内の報告会申し込みバナーよりお申し込みください。
申し込み締め切り: 5月20日（水）

②解説版CD-ROM配布方法
報告会に参加された施設にのみ、会場でお渡しします。
（各施設への解説版の郵送は無くなります）

お問い合わせ：川口市立医療センター
生理機能検査室（内線・2191、2176）横尾　まで

参加費
会員：無料
非会員：5,000円

参加費
会員：無料
非会員:5,000円
日臨技推進事業推薦研修会
PC使用

参加費
会員：無料
非会員：5,000円
日臨技推進事業
ＰＣ使用

参加費・その他
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中　止

中　止

中　止

中　止

中　止

延　期

中　止

中　止

延　期



・生涯教育登録のため会員証をお持ち下さい。
・悪天候などにより研修会が急遽中止になることがあります。HPで開催の有無を確認しお越しください。

 2020年6月・7月生涯教育研修プログラム

公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

6月30日（火）
19：00～21：00

浦和コミュニ
ティーセンター

第15集会室

明日から役立つ尿検査！「基礎編」

講演1：尿検体の取り扱いから定性検査まで
講師 ：藤村　和夫（埼玉県済生会川口総合病院）
講演2：尿沈渣検査の鑑別ポイントから小技まで
講師 ：柿沼　智史（川口市立医療センター）
司会 ：小関　紀之(獨協医科大学埼玉医療センター）

基礎教科
20点

一般検査
研究班

7月10日（金）
19：00～21:00

大宮
ソニックシティ

906号室

ファブリー病の診断と治療    ～マルベリー小体を見つけよう～

講演1：ファブリー病早期診断・治療における尿中マルベリー
講師:下畑 誉先生（東京医科大学茨木医療センター腎臓内科 准教授）
講演2：検査技師が疑うファブリー病   ～尿沈査マルベリーからの早期診断～
講師:横山　　貴（東京女子医大学病院）
実演：マルベリー小体の顕微鏡観察
　　　　※顕微鏡を用意しますので実際に鏡検できます。

司会：室谷　明子（埼玉医科大学埼玉国際医療センター）

専門教科
20点

一般検査
研究班

7月11日（土）
15：00～17：30

自治医科大学附属
さいたま医療セン
ター南館2階講堂

この判断であっている？呼吸機能

講演1：血液ガス症例とその読解
講師：家城　正和（埼玉県立精神医療センター）
講演2：手技・判断の再確認！呼吸機能検査
講師：加藤　政利（日本医科大学多摩永山病院）

司会：武藤　由里子（埼玉協同病院）

専門教科
20点

生理
臨床化学

検査研究班
合同開催

7月14日（ 火 ）
19：00～20：30

大宮
ソニックシティ

905号室

｢梅毒の最新情報を学びましょう｣

講演：梅毒の検査・診断・治療
講師：加藤 大介（（株）シノテスト　企画部　企画チーム）

司会  渡辺　剛 (埼玉医科大学総合医療センター)

専門教科
20点

血清
検査研究班

7月17日（金）
19：00～20：30

大宮
ソニックシティ

901号室

新型コロナウイルスも考慮した肺炎診断

講師：岡　秀昭
     （埼玉医科大学総合医療センター総合診療内科・感染症科准教授）

司会：鈴木　勤（埼玉医科大学総合医療センター）

基礎教科
20点

公衆衛生
微生物

検査研究班
合同開催

7月26日（日）
9：45～16：30

9:30受付開始

学校法人
恵済学園

東武医学技術
専門学校

第2実習室

輸血検査実技研修会
正しい手技で正しい結果を出そう

内　容　：模擬検体を使って輸血検査のプロセスとスキルを学びます。
主な項目：血液型・不規則抗体検査・直接抗グロブリン試験
　　　　　抗体解離(酸解離)等

講　師　：輸血検査研究班員他
司　会　：渡邉一儀（獨協医科大学埼玉医療センター）

※申込方法：埼臨技だより挿入の「輸血検査実技研修会のお知らせ」を参照して下
さい。
久保居由紀子（JCHO埼玉メディカルセンター）
E-mail：saitama-kensa@xug.biglobe.ne.jpまで連絡ください。
申込期限：6月6日（土）
＊班単位の実習指導の為、大幅に遅刻された場合は途中参加をお断りする場合があ
ります。

専門教科
20点

輸血
検査研究班

・埼玉県臨床検査技師会ホームページ ： http://www.sairingi.com/　　・１都・８県臨床検査技師会ホームページ ： http://www.kankoushin.net/ 

4月16日（木） 血液検査研究班

4月17日（金） 一般検査研究班

4月17日（金） 微生物検査研究班

4月22日 (水) 血清検査研究班

5月 1日（金） 微生物検査研究班

5月 7日（木） 一般検査研究班

5月12日（火） 輸血検査研究班

5月15日（金） 臨床化学検査研究班

5月15日（金） 細胞検査研究班 　　知らなきゃ損!? Part 10    ～細胞診用語を正しく理解しよう！～　浦和コミュティーセンター第14集会室

5月16日（土） 生理検査研究班 　　初心者向け心電図講習会　自治医科大学附属さいたま医療センター南館2階講堂

5月21日（木） 血液検査研究班

5月27日（水） 血清検査研究班

なお、研修会に参加する場合は、埼臨技ホームページで研修会の開催を確認してからお越しください。

　　尿アルブミンについて学びましょう　　大宮ソニックシティ603号室

　　初級者必聴！ 日当直で困らないために聞いておきたい輸血検査と精度管理のあれこれ　　大宮ソニックシティ602号室

　　明日から役立つ尿検査！「基礎編」　　浦和コミュティーセンター第15集会室

　　確認して役立てよう！2020年CLSIドキュメントの主な変更点 ほか　　大宮ソニックシティ604号室　

　　令和元年度 精度管理報告とH-FABPについて　　大宮ソニックシティ905号室

　　臨床化学検査初級者必見！　　大宮ソニックシティ906号室　

　　令和元年度埼玉県・埼玉県医師会臨床検査精度管理事業報告　　大宮ソニックシティ604号室

　　採血の安全管理　　大宮ソニックシティ602号室

新型コロナウイルス（COVID-19）感染防止対策により、下記の研修会が開催中止・延期となります。

入会申請中の方へ
 研修会に参加する際に会員証が手元に届いていない場合は、年会費振込用紙の領収書部分をお持ち下さい。
 領収書の提示がない方については、専用の書式に必要事項を記入していただきます。約2ヵ月半後に会員登録の有無を確認し、
 会員登録されていない場合は、参加費の差額を請求し、指定の口座へのお振込みをお願いしています。

　　新人の方、経験年数の浅い方必見！！  微生物検査の基礎　　大宮ソニックシティ604号室

　　整形外科領域を学ぶ！　　大宮ソニックシティ906号室

・埼臨技携帯サイト ： http:www.sairingi.com/keitai/index.html  ・埼臨技スマートフォンサイト ： http:www.sairingi.com/keitai/s/s-index.html　　・埼臨技Twitter ： @sairingi

参加費
会員：無料
非会員：5,000円

　令和2年度埼玉県臨床検査技師会定時会員総会
 日　　時：2020年6月12日（金）18：30～20：30
 会　　場：大宮ソニックシティ401・402号室
 履修点数：基礎20点

参加費
会員：無料
非会員：5,000円
協賛：サノフィ株式会社
ＰＣ使用

参加費
会員：無料
非会員:5,000円
ＰＣ使用

参加費
会員：10,000円
非会員：20,000円
募集人数：24名（先着順）

参加費は実習当日に徴収いたします。
なお、参加者都合で欠席の場合は参加費を全額いただきま
す。

認定輸血検査技師
資格審査基準：5単位

ＰＣ使用

 「埼玉県診療放射線技師会、埼玉県臨床検査技師会　合同企画乳腺研修会」
 会　　期：2020年5月24（日）12時00分～
 会　　場：さいたま赤十字病院　2階　多目的ホール
 募集人員：100 名 (臨床検査技師、診療放射線技師等の医療関係者及び学生)
 参 加 費：会員2,000円　非会員4,000円（当日受付にてお支払いください）
　　　　  埼玉県診療放射線技師会ホームページの申し込みフォームよりお申し込みください。

公益社団法人
埼玉県診療放射線技師会の

主催する研修会への参加について

この度、職能団体における会員レベルでの交流とチーム医療の一翼を担う医療技術者である臨床検査技師と診療放射線技師が共にレベルアップを図ることを目的に、
「（公社）埼玉県臨床検査技師会の会員は、（公社）埼玉県診療放射線技師会の主催する研修会に会員価格での研修会参加が可能」となりました。同様に診療放射線
技師の方が埼臨技の研修会に参加いただくことも可能です。 診療放射線技師会の研修会情報は、埼臨技 HP に掲載しております「埼玉県診療放射線技師会バナー」よ
りアクセスし確認いただくことができます。是非ともご参加ください。

事　業　案　内

令和2年度
埼玉県臨床検査技師会

定時会員総会

参加費
会員：無料
非会員:5,000円

参加費
会員：無料
非会員:5,000円
ＰＣ使用

埼玉県診療放射線技師会
埼玉県臨床検査技師会
合同企画乳腺研修会

こちらの研修会は開催延期となりました。 
詳細は追って通知いたします。 
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中　止

延　期

延　期

延　期

中　止


