
・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8月・9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
　8月6日（木）
 19：00～20：30

各施設にお送りした8
月・9月生涯教育プロ
グラムでは終了時間
が21：30と誤って掲
載されております。
修正させていただき
ます。

大宮
ソニックシティ

906号室

臨床化学検査初級者必見！

講演1：知っておきたい略語や医療従事者特有の読み方
講師：北川裕太朗（埼玉医科大学病院）
講演2：採血管と検査前変動要因
講師：大出　淳（埼玉医科大学総合医療センター）

司会：永井　謙一（埼玉県済生会川口総合病院）

専門教科
20点

臨床化学
検査研究班

8月21日（金）
19：00～21：00

大宮
ソニックシティ

601号室

凝固検査機器を知ろうpart1
 ～凝固検査のトピックスも併せて～

講演1：凝固の基礎～線溶系を主に～  全自動血液凝固測定装置CNシリーズの特性を絡めて
講師：栗山　広司（シスメックス株式会社 北関東支店 学術サポート課）
講演2：DICの病態とバイオマーカー及び全自動血液検査システムSTACIA CN10にの特性ついて
講師：太田　徳仁
　　　（株式会社LSIメディエンス 診断薬事業本部 営業統括部 マーケティングG）

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

9月3日（木）
19：00～21：00

大宮
ソニックシティ

602号室

凝固検査機器を知ろうpart2
 ～凝固検査のトピックスも併せて～

講演1：血液凝固自動分析装置CP3000と凝固線溶関連試薬について
　　　 凝固検査用検体取り扱いの基礎知識も絡めて
講師：須長　宏行
     （積水メディカル株式会社 カスタマーサポートセンター学術企画グループ）
講演2：力学的検出原理に基づく凝固時間法を採用したSTAシリーズについて
講師：田中　秀明（富士レビオ株式会社 テクニカルサポート課）
　
司会：渋川　絵美（自治医科大学附属さいたま医療センター）

基礎教科
20点

血液
検査研究班

9月11日（金）
19：00～21：00

大宮
ソニックシティ

905号室

知って得する食品検査の現状
　微生物検査から理化学検査まで

講師：霜島　正浩（（株）ビー・エム・エル）

司会：富井　貴之（（株）ビー・エム・エル）

基礎教科
20点

公衆衛生
検査研究班

9月18日（金）
19：00～20：30

大宮
ソニックシティ

603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

9月18日（金）
19：00～21：00

大宮
ソニックシティ

602号室

輸血に影響を及ぼす諸反応の臨床と検査

講演1：日当直で困らないために聞いておきたい輸血検査の知識
講師：小原　祐太（戸田中央総合病院）
講演2：問題解決用試薬について
講師：白幡　繁（株式会社イムコア　テクニカルサポート部）

司会：久保居由紀子（JCHO埼玉メディカルセンター）

専門教科
20点

輸血
検査研究班

9月23日（水）
19：00～21：00

大宮
ソニックシティ

906号室

便検査について学ぶ。

講演1：便潜血検査の重要性
講師：岡田　茂治（埼玉県立大学　保健医療福祉学部　健康開発学科　准教授）
講演2：カルプロテクチンについて
講師：大村 稔（アルフレッサファーマ株式会社 マーケティング部 IBDプロダクトマネージャー）
講演3：誰でもできる！！便中好酸球検査のポイント
講師：室谷　明子（埼玉医科大学国際医療センター　中央検査部）

司会：藤村　和夫（埼玉県済生会川口総合病院）

専門教科
20点

一般
検査研究班

9月24日（木）
19：00～20：30

大宮
ソニックシティ

601号室

新型コロナウイルスのPCR検査
 ～各施設の対応と検査体制について～

講師： 研究班員
　
司会 ： 渡辺　典之（埼玉医科大学国際医療センター）

専門教科
20点

微生物
検査研究班

9月25日（金）
19：00～21：00

浦和コミュニ
ティーセンター

第13集会室

『アンケート調査報告とフォトサーベイ解説』

講演1：「ホルマリンおよびキシレン対策に関するアンケート調査報告」
講師：関口　久男（埼玉県済生会栗橋病院）
講演2：「フォトサーベイを振り返る～迷った問題から学ぶ～その①」
講師：小島　朋子（自治医科大学附属さいたま医療センター）
講演3：「フォトサーベイを振り返る～迷った問題から学ぶ～その②」
講師：細沼　佑介（埼玉医科大学国際医療センター）
講演4：「フォトサーベイを振り返る～迷った問題から学ぶ～その③」
講師：三鍋　慎也（防衛医科大学校病院）

司会：森田　繁　（さいたま市立病院）

基礎教科
20点

病理
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/ 

・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：不可
日臨技推進事業
ＰＣ使用
参加予約開始日：9月4日
参加定員：48名

参加費
会員：無料
非会員:不可
ＰＣ使用
参加予約開始日：9月4日
参加定員：48名
認定輸血検査技師
資格審査基準：5単位

　躍動　～『技』と『業』の融合
 会　　期：2020年12月6日（日）
 会　　場：大宮ソニックシティ　〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5
 履修点数：専門教科 20点

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。

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。

参加費・その他

事　業　案　内

第48回埼玉県医学検査学会

参加費
会員：無料
非会員：不可
日臨技推進事業
ＰＣ使用
参加予約開始日：8月7日
参加定員：40名

参加費
会員：無料
非会員:不可
ＰＣ使用
参加予約開始日：9月10日
参加定員：40名

参加費
会員：無料
非会員：不可
日臨技推進事業
ＰＣ使用
参加予約開始日：8月20日
参加定員：48名

参加費
会員：無料
非会員:不可
ＰＣ使用
参加予約開始日：9月11日
参加定員：45名

参加費
会員：無料
非会員：不可
日臨技推進事業
ＰＣ使用
参加予約開始日：7月23日
参加定員：50名

参加費
会員：無料
非会員:不可
ＰＣ使用
参加予約開始日：9月9日
参加定員：50名

参加費
会員：無料
非会員：不可
日臨技推進事業
ＰＣ使用
参加予約開始日：8月28日
参加定員：34名

ＮＯ．1 2020/6/29発行

Rectangle

FreeText
中止もしくは延期

FreeText
中止もしくは延期

Rectangle



・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8月・9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17日（水） 臨床化学研究班

6月18日（木） 血液検査研究班

6月19日（金） 病理検査研究班

6月20日（土） 生理検査研究班

6月21日（日） 一般検査研究班

6月24日（水） 血清検査研究班

6月26日（金） 血液検査研究班

7月10日(木) 一般検査研究班

7月11日（土） 生理検査研究班 この判断であっている？呼吸機能　　自治医科大学附属さいたま医療センター

7月14日(火) 血清検査研究班 梅毒とRPR自動化法　ソニック905

7月17日(金） 公衆衛生研究班 新型コロナウイルスも考慮した肺炎診断　ソニック901

7月26日(日) 輸血検査研究班 輸血検査実技研修会　東武医学技術専門学校

インターネットでの予約ができない会員については、はがきでの参加も受け付けます。研修会の3週間前必着で下記の宛先に必要事項を記入しお送りください。受付人数は参加定員の5％とし先着順とし
ます。〒349-1105久喜市小右衛門714-6 埼玉県済生会栗橋病院 臨床検査科 猪浦一人 ①研修会開催日時 ②研修会名 ③会員番号 ④氏名 ⑤所属 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス

尿沈渣鏡検実習　東武医学技術専門学校　

HTLVⅠ　　ソニック604

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。

凝固検査の知識を深めよう　　ソニック604

採血に関する事　　ソニック602

病理検査の基本を学ぼう～固定～　浦和コミュニティーセンター

2019年度CD-ROMサーベイ報告会　鴻巣市民活動センター　

ファブリ―病　　ソニック906

試薬の検討と学会発表のスゝメ　　ソニック906

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。

①日臨技HPの「会員専用ページ」から入り、ログインすると②の画面に進みます。

②「事前参加申込」を選択すると③の画面が表示されます。　　　　　　　③研修会を選択

④現在の登録内容が表示され「入力内容を保存して閉じる」で⑤に進む。　　⑤「OK」ボタンをクリック、日臨技よりメールが届き予約終了。

　　キャンセルの場合

参加出来なくなった場合、予約の
キャンセルを必ず行ってくださ
い。
方法は予約時と同様、日臨技HPよ
り進み、左の画面左下の「参加申
請を取り消して閉じる」でキャン
セルされます。
少ない参加定員の有効活用にご協
力お願いします。

研修会参加に予約が必要となりました

6月1日よりソニックシティ、浦和コニュニティーセンターの施設貸出を再開しましたが、COVID-19感染防止対策として当面の
間、各室の定員を通常の半分程度との通知がありました。そのため研修会に参加定員を設け予約制といたします。予約は日臨
技HPの「事前参加申込」で行います。
6月30日一般検査の研修会より予約制といたします。6月～8月の研修会予約開始日時は開催日の2週間前からとします。
予約制の間は会員以外の参加はご遠慮ください。

1 埼玉で絞込 

2 研修会を選択 

3 事前参加申請で④に進む 

キャンセルはこのボタン 

クリック 
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