
開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

4月26日（金）
19：00～21：

00

浦和コミュニティ
センター第15集会

室

 一般検査（尿・髄液）の基本学   ～これで安心、新人さんから日当直担当まで～
 講演1：尿定性検査
 講師：柿沼　智史（川口市立医療センター）
 講演2：尿沈渣検査
 講師：藤村　和夫（埼玉県済生会川口総合病院）
 講演3：髄液検査
 講師：室谷　明子（埼玉医科大学国際医療センター）
 司会：小関　紀之（獨協医科大学埼玉医療センター）

107

6月30日（日）
10：30～16：

00

学校法人恵済学園
東武医学技術専門
学校第2実習室

一般検査鏡検実習  「基本をおさえよう！尿沈渣検査」  ～初心者向け～
講演：尿沈渣基本成分の鑑別ポイント
実習：1）非上皮細胞類
　　　2）上皮細胞類
　　  3）異型細胞類
　　  4）円柱類
　　  5）その他
講師：小関　紀之（獨協医科大学埼玉医療センター）
　　　深田　茂則（埼玉医科大学病院）
　　　室谷　明子（埼玉医科大学国際医療センター）
　　　山浦　　久（さいたま市立病院）
　　　川音　勝江（JCHO東京山手メディカルセンター）
　　　藤村　和夫（埼玉県済生会川口総合病院）
　　　柿沼　智史（川口市立医療センター）
　　　白石　将也（深谷赤十字病院）
　　　佐々木　菜緒（越谷市立病院）

60

7月19日（金）
19：00～21：

00

大宮
ソニックシティ

906号室

ステップアップ！尿沈渣検査
講演1：尿沈渣検査に役立つ「秘密の七つ道具？」
講師：小関　紀之（獨協医科大学埼玉医療センター）
講演2：上皮細胞類・悪性細胞類の見方
講師：八木　靖二
　　（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社　学術顧問）
司会：川音　勝江（JCHO東京山手メディカルセンター）

128

9月19日（木）
19：00～21:00

浦和コミュニティ
センター第13集会

室

第7回一般検査スライドセミナー  ～令和元年、埼玉の頂点が決定！～
講師：深田　茂則（埼玉医科大学国際医療センター）
司会：白石　将也（深谷赤十字病院）

72

10月3日（木）
19:00～21:00

浦和コミュニティ
センター第15集会

室

腎疾患バイオマーカー
講演1：腎機能マーカーの見方・考え方  ～腎疾患および関連検査の再考～
講師：片瀬　優子（アークレイ マーケティング株式会社マーケティング統括
本部　学術推進チーム）
講演2：尿中バイオマーカーの使用経験
講師：藤村　和夫（埼玉県済生会川口総合病院）
司会：室谷　明子（埼玉医科大学国際医療センター）

29

1月31日（金）
19：00～21:00

浦和コミュニティ
センター第15集会

室

一般検査症例検討（基礎編）  ～腎・泌尿器系疾患～
検査結果から病態を読み解く  基本をおさえて、目指せ！スキルアップ
講師1：佐々木　菜緒（越谷市立病院）
講師2：小関　紀之（獨協医科大学埼玉医療センター）
講師3：藤村　和夫（埼玉県済生会川口総合病院）
講師4：柿沼　智史（川口市立医療センター）
司会：柿沼　智史（川口市立医療センター）

76

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

4月18日（木）
19：00～21：

00

大宮
ソニックシティ

601号室

 血液検査に必要な基礎知識
   ～機器の測定原理・日常精度管理で注意すべき点～
 　血液検査における法改正後の精度管理についても再度見直してみましょう。
 講演1：平成30年度埼玉県・埼玉県医師会臨床検査精度管理事業報告
 講師：星　孝夫（獨協医科大学埼玉医療センター　臨床検査部）
 講演2：機器の測定原理・日常精度管理で注意すべき点から法改正後の精度管理まで
 講師：萩原　朋子（シスメックス株式会社）
 司会：原　誠則（壮幸会　行田総合病院）

83

7月12日（金）
19：00～21：

00

大宮
ソニックシティ

601号室

「凝固検査の基礎・基本」  ～知って役立つ凝固検査のポイント～
講師：須長　宏行（積水メディカル株式会社）
司会：中山　智史（防衛医科大学校病院）

65

9月5日（木）
19：00～21：

00

大宮
ソニックシティ

604号室

CMLの検査から最新の治療戦略  ～知識から理解へ～
講演1：CMLの理解を深めよう～形態学を中心に～
講師：新保　敬（獨協医科大学病院　臨床検査センター）
講演2：CML治療　最新トピックス
講師：佐々木　光（獨協医科大学病院　血液腫瘍内科　准教授）
司会：星　孝夫（獨協医科大学埼玉医療センター）

70

12月22日
（日）

9：30～16：00

埼玉県立大学南棟
南171血液学実習
室南334中講義室

初心者・初級者血液形態セミナー
～デジタル機器を用いて基本から症例標本まで～
初心者・初級者：基本形態の分類から症例標本の観察までを実施します。
講師：林　文明　（シスメックス株式会社 学術部）
講師：研究班員

44

一般検査研究班 班長：小関　紀之（獨協医科大学埼玉医療センター）

血液検査研究班 班長：原　誠則（壮行会 行田総合病院）

血清検査研究班 班長：庄司　和春（埼玉医科大学総合医療センター）



開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

4月24日
（水）

19：00～21：
00

大宮
ソニックシティ

905号室

 ｢平成30年度 精度管理報告とSCCについて｣
 講演1：平成30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：扁平上皮癌の腫瘍マーカー SCCについて
 講師：松坂英一郎 （アボットジャパン株式会社　学術情報室）
 司会：庄司 和春 （埼玉医科大学総合医療センター）

23

 5月22日
（水）

19：00～20：
30

大宮
ソニックシティ

604号室

 <肝線維化マーカーについて学びましょう >
 講演：「肝線維化マーカーの最新動向ー新規マーカー オートタキシンの有用性ー」
 講師：五十嵐 浩二（東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部）
 司会：中別府 奈穂子（埼玉医科大学病院）

32

7月31日（水）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

601号室

｢血漿蛋白測定の基礎について学びましょう｣
講演 血漿蛋白の測定意義  ～測定法と異常反応について～
講師　土井　創
　（ニットーボーメディカル株式会社企画管理本部学術部東京学術グループ）
司会  岩崎 篤史 (自治医科大学附属さいたま医療センター)

29

9月25日(水)
19:00～20：30

大宮
ソニックシティ

905号室

｢膵疾患マーカーついて学びましょう｣
講演：膵疾患マーカー　エラスターゼ1
講師：平野 佑樹 (株式会社LSIメディエンス　診断薬事業本部　学術部)
司会   天野 直樹 (埼玉県立小児医療センター)

25

10月23日
（水）

19:00～20：30

大宮
ソニックシティ

604号室

｢HIVの最新情報について学びましょう｣
講演：「HIV　－感染者ゼロを目指した最新の知見ー」
講師：原　敬志 (シスメックス株式会社　北関東支店　学術サポート課)
司会：田中　亜紀 (熊谷総合病院)

41

11月27日(水)
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

905号室

｢アレルギー検査の最新情報について学びましょう｣
講演：アレルギー検査の新しい知見（コンポーネント）
講師：田中　昭
     (サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社 東日本営業部)
司会：多川 裕介 (上尾中央総合病院)

33

1月22日(水)
19:00～20：30

大宮
ソニックシティ

905号室

｢HBV検査の注意点を学びましょう｣
講演：HBV感染症検査のピットフォール
講師：江川　孝則 (ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ラボソリューション事
業部シニアアドバイザー)
司会：庄司　和春 (埼玉医科大学総合医療センター)

39

2月20日(木)
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

905号室

｢婦人科の腫瘍マーカーについて学びましょう｣
講演：「婦人科系腫瘍マーカーの詳細」
講師：村上 聡 (アボットジャパン株式会社学術情報室)
司会：中別府 奈穂子 (埼玉医科大学病院)

24

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

1月17日（金）
19：00～21：

00

大宮
ソニックシティ

601号室

遺伝子解析の基礎　シリーズ2  ～PCR講習と操作上での注意点など～
講師：白神 博（サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社）
司会：鈴木　勤（埼玉医科大学総合医療センター）

13

2月27日（木）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

902号室

チーム医療における臨床検査技師が期待されている業務とは？
講師：並木　薫（東京医学技術専門学校　非常勤講師）
司会：穴原　賢治（彩の国東大宮メディカルセンター）

中止

3月13日（金）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

905号室

外国人患者さんに安心、安全な医療を提供するために知っておきたいこと。
講師：二見　茜（東京医科歯科大学医学部附属病院　国際医療部　副部長）
司会：立塚　梓（蕨市立病院）

中止

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

6月21日（金）
19：00～21：

00

浦和コミュニティ
センター第15集会

室

知らなきゃ損！！Part 9
求められる細胞検査　―臨床現場での検体取り扱い―
講演1：アンケート報告 ―臨床現場での検体取り扱い―
講師：加藤　智美（埼玉医科大学国際医療センター）
講演2：臨床現場で必要な基礎知識
講師：山﨑　泰樹（獨協医科大学埼玉医療センター）
講演3：細胞診検体処理の重要性　-迅速細胞診検査（ROSE）を中心に-
講師：土田　秀（群馬県立がんセンター　病理検査課）
司会：加藤　智美（埼玉医科大学国際医療センター）

39

公衆衛生検査研究班 班長：穴原　賢治　（上尾中央医科グループ　彩の国東埼玉メディカルセンター）

細胞検査研究班 班長：加藤　智美（埼玉医科大学国際医療センター病理診断科）



7月13日（土）
9:50～16:20

埼玉医科大学国際
医療センター保健

医療学部

第22回細胞診基礎コース（旧：第38回埼臨技細胞診セミナー）
講演１：細胞診総論１
講師　：相田　久美 先生 （埼玉石心会病院）
講演２：細胞診総論２
講師　：河野　哲也　（自治医科大学さいたま医療センター）
講義１：鏡検症例の解説１（婦人科）
講師　：野本　伊織　（医療法人　熊谷総合病院）
講義２：鏡検症例の解説２（呼吸器・体腔液）
講師　：松内　 萌　（越谷市立病院）
鏡検実習１：婦人科・呼吸器・体腔液
講義３：鏡検症例の解説３（消化器・泌尿器・他）
講師　：河野　哲也　（自治医科大学さいたま医療センター）
講義４：鏡検症例の解説４（乳腺・甲状腺・その他）
講師　：鶴岡　慎悟　（JCHO埼玉メデイカルセンター）
鏡検実習２：（消化器・泌尿器・乳腺・甲状腺・その他）
司会：加藤　智美（埼玉医科大学国際医療センター）

36

10月8日（火）
19:00～21:00

浦和コミュニティ
センター第13集会

室

初心者のためのスライドセミナー
婦人科領域
講師：松本　祐弥（獨協医科大学埼玉医療センター）
呼吸器・その他領域
講師：阿部　藍子（埼玉医科大学総合医療センター）
消化器・その他領域
講師：高木　実季（済生会川口総合病院）
司会：急式　政志（埼玉県立小児医療センター）

55

2月20日（木）
19:00～21:00

浦和コミュニティ
センター第13集会

室

Let's 供覧!!あなたはどう読む？Part.9   -精度管理的視点を含めて-
症例解説
講師：大谷　奈穗（済生会川口総合病院）
講師：松本　健宏（戸田中央臨床検査研究所）
クエスタントを利用した集計結果
講師：野本　伊織（社会医療法人熊谷総合病院）
司会：船津　靖亮（（株）正和ラボラトリー）

61

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

4月19日（金）
19：00～21：

00

浦和コミュニティ
センター第13集会

室

 病理解剖の基本を学ぼう
 講演1：『解剖室の設備設計に関して』
 講師：赤塚　朱美
     （サクラファインテックジャパン株式会社営業推進部セールスサポートグルー
プ）
 講演2：「臨床検査技師の業務（病理解剖の介助）」
 講師：小瀬川　順幸　（自治医科大学附属病院　病理診断部）
 司会：岡村　卓哉　（獨協医科大学埼玉医療センター）

69

6月2日（日）
13：00～16：

30

学校法人恵済学園
東武医学技術専門
学校第2実習室

病理検査実技研修会  ミクロトームの違いを体験する   ～滑走式 ｖｓ 回転式～
講演1：「薄切技術の基本と注意点」
講師：冨永　  晋（防衛医科大学校　臨床検査医学講座）
実習1：滑走式と回転式ミクロトームを使用した薄切
講演2：「回転式ミクロトームの概要と運用事例」
講師：松本　佳子,泉　恵子（ライカマイクロシステムズ株式会社）
実習2：染色・標本の観察
司会：岡村　卓哉（獨協医科大学埼玉医療センター）

30

11月13日
（水）

19：00～21:00

浦和コミュニティ
センター第13集会

室

『最新の遺伝子検査に関する知識を深めよう』
講演1：「MSI検査の実際と解釈」
講師：飯嶋　健太朗（株式会社エスアールエル　遺伝子DNA解析課）
講演2：「動き始めたがんゲノム医療～NCCオンコパネルについて～」
講師：植木 典子（シスメックス株式会社　LS事業本部　LS市場開発部）
司会：岡村　卓哉　（獨協医科大学埼玉医療センター）

55

2月28日（金）
19:00～21:00

浦和コミュニティ
センター第14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（上尾中央医科グループ上尾中央臨床検査研究所病理学検査）
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）

中止

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

5月10日（金）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

602号室

 初心者必聴！　日当直で困らないために知っておきたい輸血検査と精度管理のあれこ
れ
 講演1：平成30年度埼玉県医師会精度管理報告
 講師：宮川　勇（小川赤十字病院）
 講演2：日当直で困らないために知っておきたい輸血検査の知識
 講師：渡邉　一儀　（獨協医科大学埼玉医療センター）
 司会：山田　攻　（埼玉医科大学病院）

96

輸血検査研究班 班長：山田　攻（埼玉医科大学病院）

病理検査研究班 班長：岡本　卓哉（獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科）



6月28日（金）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

602号室

よくわかる輸血検査の必須事項：基礎から応用まで
　　-実技に関する事前講習会　初級者・中級者-
講演1：血液型検査・不規則抗体検査
講師：小原　佑太（戸田中央総合病院）
講演2：カラム凝集法・抗体解離（酸解離）
講師：宮澤　翔子（済生会川口総合病院）
司会：野呂　光恵（埼玉医科大学総合医療センター）

85

7月14日（日）
9:45～16:30

学校法人恵済学園
東武医学技術専門
学校第2実習室

輸血検査の手技を学ぼう・体験しよう　-輸血検査実技研修会-
初級者のための実技研修　血液型・不規則抗体検査（試験菅法・カラム法）
中級者のための実技研修　血液型検査・直接抗グロブリン試験・
　　  抗体解離(酸解離)、(試験菅法・カラム法)、DTT処理
講師：輸血検査研究班員
司会：長谷川　卓也（八潮中央総合病院）

62

9月27日（金）
19：00～20：

30

大宮
ソニックシティ

602号室

How to　輸血精密検査　　～いちから学ぶ　不規則抗体・交差適合試験陽性時の対応
～
講師：西野　主眞（株式会社カイノス）
司会：山田  攻（埼玉医科大学病院）

94

10月11日
（金）

19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

603号室

輸血と臨床シリーズ
講演1：アルブミン製剤の適正使用に関する指針
～アルブミン製剤の生理作用と各種病態における推奨について～
講師：中村　滋
（一般社団法人　日本血液製剤機構　首都圏第一統括部　エリアプロダクトマネー
ジャー）
講演2：泌尿器科手術、どんなときに出血する？
講師：矢内原 仁（埼玉医科大学病院　泌尿器科　教授）
司会：山田　攻（埼玉医科大学病院）

29

11月8日（金）
9:00～20:30

大宮
ソニックシティ

603号室

糖転移酵素から考えるABO血液型
 ～かゆいところに手が届く赤血球と血液型の基礎知識～
講師：澤村 秀夫、須長 宏行
    （積水メディカル株式会社 国内営業部 東日本営業所　学術・技術担当）
司会：久保居　由紀子（JCHO 埼玉メディカルセンター）

67

1月17日（金）
19：00～20：

30

大宮
ソニックシティ

602号室

匠に聞く日常輸血検査のポイント　　～具体的な事例を交えて～
講師：古坊　孝志（オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 顧問）
司会：宮澤　翔子（済生会川口総合病院）

66

2月25日（火）
9:00～20:30

大宮
ソニックシティ

603号室

輸血に影響を及ぼす諸反応の臨床と検査
講演1：輸血検査に影響を及ぼす新しい抗体医薬Hu 5F9 G-4（抗CD47抗体）に関する知
見
講師：丸本　宗正（株式会社イムコア　学術企画部）
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）
講演3：自己免疫性溶血性貧血と関連する病態についての臨床と検査
講師：樋口　敬和　（獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部　部長）
司会：渡邉　一儀（獨協医科大学埼玉医療センター　臨床検査部）

中止

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

4月19日（金）
19：00～20：

30

大宮
ソニックシティ

604号室

 臨床化学基礎講座
   臨床化学検査初級者必見！〜自動分析装置の原理と特徴について〜
 講師：小島　和茂
     （日本電子株式会社医用機器事業部ME技術サポートセンター応用研究チーム）
 司会：大出　淳（埼玉医科大学総合医療センター）

79

10月10日
（木）

19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

604号室

酵素活性測定の国際標準化　　〜JSCCからIFCCへ　測定の何が変わる？〜
講師：山口　真理（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社　ラボソリューション
事業部　ICL部　生化学グループリーダー）
司会：羽田　幸加（LSIメディエンス川越ラボラトリー）

51

11月9日（土）
14:00
～

11月10日
（日）
12:00

宮本の湯（秩父郡
小鹿野町）

第22回秩父臨床化学セミナー　〜秋季１泊研修会〜
〈1日目〉
講演1：精度管理の基本　〜外部精度管理と内部精度管理について〜
講師：三木　隆治（獨協医科大学埼玉医療センター）
座長：大出　淳（埼玉医科大学総合医療センター）
講演2：生化学分析装置の測定試薬について
　　　　　〜特徴を理解して検査を実施しよう〜
講師：汐谷　陽子（東京都立墨東病院）
座長：永井　謙一（埼玉県済生会川口総合病院）
講演3：法医学における検査
講師：米山　克美（埼玉医科大学　医学部　法医学）
座長：北川　裕太朗（埼玉医科大学病院）
講演4：ナイトセミナー　〜データの見方・考え方〜
講師：神山　清志（一般社団法人浦和医師会メディカルセンター）
〈２日目〉
演題5：腫瘍マーカー癌以外での高値　〜各腫瘍マーカーの特徴〜
講師：萩原　貴裕（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
学術部　学術グループ）
座長：安田　達明（株式会社アムル）
演題６：日常検査における反応過程の活用事例
講師1：小島　和茂（日本電子株式会社　医用機器事業部　ME技術サポート
センター　応用研究チーム）
講師2：小林　麻里子（北埼玉医師会立メディカルセンター）
座長：羽田　幸加（LSIメディエンス　川越ラボラトリー）
　　　藤本　丈志（ビー・エム・エル総合研究所）

52

臨床化学検査研究班 班長：巌崎　達矢（東松山医師会病院）



1月23日（木）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

602号室

酵素活性測定の変遷と今後 〜ALP,LDのIFCC法への切り替えに向けて〜
講師：小田垣　真一（富士フイルム和光純薬株式会社　東日本学術部）
司会：小林　麻里子（北埼玉医師会立メディカルセンター）

63

3月5日（木）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

905号室

令和元年度　脂質ミニサーベイ報告会
講演1：総論
講師：大出　淳（埼玉医科大学総合医療センター）
講演2：総コレステロール
講師：羽田　幸加（LSIメディエンス川越ラボラトリー）
講演3：中性脂肪
講師：小林　麻里子（北埼玉医師会立メディカルセンター）
講演4：HDLコレステロール
講師：北川　裕太朗（埼玉医科大学病院）
講演5：LDLコレステロール
講演：安田　達明（株式会社アムル　上尾中央臨床検査研究所）
司会:藤本　丈志(株式会社ビー・エム・エル総合研究所)

中止

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

5月11日（土）
14：30～17：

40

自治医科大学附属
さいたま医療セン

ター2階講堂

 生理機能初心者向け研修会「心電図を学ぼう」
 講演1：初心者向け　心電図の基礎
 講師：園部　由香（春日部市立医療センター）
 講演2：クイズ　心電図波形
 講師：早川　勇樹　（自治医科大学附属さいたま医療センター）
 司会：武藤　由里子（埼玉協同病院）

70

6月1日（土）
13：30～16：

40

鴻巣市市民活動セ
ンター会議室B

生理検査研究班CD‐ROMサーベイ2018報告会
報告1：心電図
報告2：呼吸機能
報告3：脳波・神経伝導
報告4：心臓超音波
報告5：乳腺超音波
報告6：血管超音波
報告7：腹部超音波
報告8：アンケート
司会：横尾  　愛（川口市立医療センター）

22

7月20日（土）
15：00～17：

30

北里大学メディカ
ルセンター2階Ａ

Ｂ会議室

基本から呼吸を学ぶ
講演1：呼吸生理と血液ガス読解の基礎
講師：家城　正和（埼玉県立精神医療センター）
講演2：呼吸機能検査の進め方と知っておきたいテクニカルエラー
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)

36

8月24日（土）
9:00～16:30

自治医科大学附属
さいたま医療セン

ター2階講堂

心臓超音波実技講習会１（特別講演）
演題：心エコー検査入門編  「正しい断面設定と精度よい計測のために」
講師：戸出  浩之（獨協医科大学埼玉医療センター）
司会：早川　勇樹（自治医科大学附属さいたま医療センター）
心臓超音波実技講習会２（実技）
実技講師:戸出  浩之（獨協医科大学埼玉医療センター）
　　 　　阿部　美智子（深谷赤十字病院）
　　　　 山田　志穂（三郷中央総合病院）
　　　　 丸山　陽介（吉川中央総合病院）
　　　　 早川　勇樹（自治医科大学附属さいたま医療センター）
司会：野本　隆之（吉川中央総合病院）

49

9月29日（日）
13：00～15：

00

自治医科大学附属
さいたま医療セン
ター南館2階講堂

心臓超音波検査研修会  確認して役立てよう！
講演：「ガイドラインに基づく心エコーの進め方・考え方」
講師：戸出 浩之（獨協医科大学 埼玉医療センター）
司会：早川 勇樹（自治医科大学附属さいたま医療センター）

90

10月11日
（金）

19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

906号室

嗅覚・味覚障害についての知識と理解を深めよう！
　～検査から診断・治療まで～
講師：大木　幹文（北里大学メディカルセンター　耳鼻咽喉科部長）
司会：高梨　淳子（北里大学メディカルセンター）

16

1月25日(土）
14:30～17:00

自治医科大学附属
さいたま医療セン
ター南館2階講堂

ステップアップ心電図検査
講演1：ホルター解析の現在
講師：秋山　文美枝（日本光電工業株式会社）
講演2：虚血性心疾患と心電図
講師：土田　順子（自治医科大学附属さいたま医療センター）
司会：早川　勇樹（自治医科大学附属さいたま医療センター）

86

2月21日（金）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

602号室

ライブデモから学ぶ消化管エコー
講師：長谷川　雄一（成田赤十字病院）
司会：田名見　里恵（上尾中央総合病院）

70

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数
微生物検査研究班 班長：渡辺　典之（埼玉医科大学国際医療センター）

生理検査研究班 班長：早川　勇樹（自治医科大学附属さいたま医療センター）



4月26日（金）
19：00～20：

30

大宮
ソニックシティ

604号室

 確認して役立てよう！
 講演1 ： 2019年CLSIドキュメントの主な変更点
 講師： 横山　翼（ベックマン・コールター株式会社）
 講演2 ： 平成30年度埼玉県医師会臨床検査精度管理事業報告と解説
 講師：佐々木　真一（（株）ビー・エム・エル総合研究所）
       酒井　利育（自治医科大学附属さいたま医療センター）
       川又　大右（戸田中央臨床検査研究所）
       永野　栄子（獨協医科大学埼玉医療センター）
 司会：渡辺　典之 （埼玉医科大学国際医療センター）

38

5月31日（金）
19：00～20：

30

大宮
ソニックシティ

604号室

 基礎からはじめる微生物検査
 講師：霜島　正浩（株式会社　ビー・エム・エル総合研究所）
 司会：酒井　利育（自治医科大学附属さいたま医療センター）

73

6月22日（土）
13：00～16：

00

株式会社ビー・エ
ム・エル総合研究

所

基礎からはじめる腸内細菌の同定 ～性状確認培地を用いた菌名決定～
 講師：森   圭介（株式会社ビー・エム・エル総合研究所)
 司会：小棚　雅寛（埼玉医科大学病院）

28

9月20日（金）
19：00～20：

30

大宮
ソニックシティ

604号室

そこが知りたい！抗菌薬とバイオセーフティ
講演1：抗菌薬と薬剤感受性試験
講師：岩脇　研次（日水製薬株式会社）
講演2：実験室（検査室）のバイオセーフティについて
講師：矢越　美智子（日水製薬株式会社）
司会：今井　芙美（埼玉県立がんセンター）

53

11月29日
（金）

19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

603号室

感染症検査の最新トピックス2019  ～菌力アップトレーニングを含めて～
講師：大楠　清文（東京医科大学　微生物学分野　教授）
司会：永野　栄子（獨協医科大学埼玉医療センター）

85

2月21日（金）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

604号室

 ICTとAST活動の実際   ～感染症専門医が臨床検査技師に求めること～
講師：樽本　憲人（埼玉医科大学病院　感染症科・感染制御科）
司会：牧　俊一（さいたま赤十字病院）

53

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数
5月10日（金）
19：00～21：

00

大宮
ソニックシティ

601号室

 寄生虫検査の重要性と実践法
 講師：山本　徳栄（元埼玉県衛生研究所）
 司会：菊地　孝司（さいたま市健康科学研究センター）

73

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

6月28日（金）
19：00～21：

00

大宮
ソニックシティ

905号室

誰でもわかる院内感染のポイント
講演：「細菌からウイルスまで」
講師：霜島　正浩（株式会社　ビー・エム・エル総合研究所）
司会：富井　貴之（株式会社　ビー・エム・エル総合研究所）

69

9月27日（金）
19：00～21：

00

大宮
ソニックシティ

601号室

オリンピックを見据えてプラチナマニュアルDｒ．岡の感染症講座
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：石井  孟（川口市立医療センター）

50

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

6月20日（木）
19：00～21：

00

大宮
ソニックシティ

603号室

「採血を行う上での接遇と安全対策」
～コミュニケーション能力と患者満足度向上のために～
講演：採血を行う上での接遇と安全対策
講師：高橋  徹（極東製薬株式会社）
司会：蔵光　寛行（埼玉県立がんセンター）

127

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

10月18日
（金）

19:00～21:00

大宮
ソニックシティ

601号室

敗血症とDICの定義と診断基準
～分子マーカーとバイオマーカーの見方・考え方～
講師：神永　紗由里（株式会社LSIメディエンス　学術部）
司会：澁川　絵美（自治医科大学附属さいたま医療センター）

56

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

2月7日（金）
19:00～21:00

浦和コミュニティ
センター第15集会

室

泌尿器領域の悪性腫瘍
講演1：前立腺癌の診断と治療
講師：橋本　恭伸先生（埼玉県済生会川口総合病院　泌尿器科主任部長）
司会：金守　彰（埼玉県済生会川口総合病院）
講演2：尿路上皮癌以外の数％を考える
講師：川音　勝江（JCHO東京山手メディカルセンター）
司会：小関　紀之（獨協医科大学埼玉医療センター）
講演3：尿路上皮癌以外のがんを尿中に診る可能性
講師：山﨑　泰樹（獨協医科大学埼玉医療センター）
司会：加藤　智美（埼玉医科大学国際医療センター）

73

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

一般・細胞検査研究班合同開催

検査室管理運営委員会 委員長：濱田　昇一（株式会社アムル上尾中央臨床検査研究所）

公衆衛生・一般検査研究班合同開催

公衆衛生・微生物検査研究班合同開催

血液・臨床化学検査研究班合同開催

血液・血清検査研究班合同開催



9月10日（火）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

906号室

令和元年度 第1回 検査室運営研修会
コミュニケーションスキル！！・はじめの一歩はあいさつから！！
～話し方一つで、接し方一つで・・・あなたは変われる！！～
講師：鎌北　郁子（埼玉医科大学病院　看護部）
司会：藤井　豊善（蕨市立病院）

56

2月18日（火）
19:00～20:30

大宮
ソニックシティ

906号室

令和元年度 第2回 検査室運営研修会
医療法改正後の検査室は、今・・・！？   ～　現状と今後　～
講師:清　康一　（オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社）
司会:菊池　裕子（医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院）

47

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

6月7日（金）
19：00～20：

30

埼玉県総合医局機
構地域医療教育セ

ンター研修室

2019年度第1回青年部研修会 スキルアップでステップアップ  ～資格取得からその先
へ～
講演1：わたしが資格を取得したキッカケ
講師：鈴木　翔子（東松山医師会病院）
講演2：生理機能検査資格のステップアップ
講師：大内　  輝（新久喜総合病院）
講演3：緊急から救急へ　～幅広い視野と知識を持つ大切さ～
講師：青木　政典（埼玉医科大学 国際医療センター）
講演4：臨床検査技師にとっての修士課程
講師：永井　謙一（済生会川口総合病院）
司会：中原　咲紀子（浦和医師会メディカルセンター）
　　　北川　裕太朗（埼玉医科大学病院）

103

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

11月23日
（土）9:30～

14:00

埼玉県総合医局機
構地域医療教育セ

ンター研修室

令和元年度　第1回　女性技師企画研修会
講演1.ハラスメントについて
      ～あなたの職場は大丈夫？　皆で解決ハラスメント！～
講師：山口　ひろみ（特定社会保険労務士）
司会：小島　徳子（蓮田一心会病院）
講演2.うまい蕎麦を科学する
講師：安田　武司（全国ご当地そば伝統継承・推進協議会会長）
司会：伊藤　恵子（東武医学技術専門学校）

52

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

6月28日（金）
19：00～20：

30

大宮
ソニックシティ

601号室

埼臨技　新入会員向け研修会
講演1：技師会ってどんな組織？～日臨技・埼臨技の紹介～
講師：神山　清志
（埼玉県臨床検査技師会会長　一般社団法人浦和医師会メディカルセンター）
講演2：～生理検査に配属された立場から～
講師：清水　彩夏（深谷赤十字病院）
講演3：～検体検査に配属された立場から～
講師：中島    舞（深谷赤十字病院）
司会：長澤　英一郎（さいたま市立病院）

73

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数

3月14日（土）
  10:00～

17:00
3月15日（日）

  10:00～
15:00

さいたま赤十字病
院2階多目的ホ－

ル

ベッドサイド実践講習会
講演1： 臨床検査技師が他職種業務を知る意義
講師：岡田　茂治(埼玉県立がんセンター）
講演2：看護職から観た患者心理と家族とのコミュニケーション（座学と実技）
講師：水木　麻衣子(東京大学大学院医学系研究科在宅医療学講座)
講演3：知っておくべき患者移送技術（座学と実技）
講師：さいたま赤十字病院　理学療法士
講演4：知っておくべきベッドサイドの機器管理（座学と実技）
講師：さいたま赤十字病院　臨床工学士
講演5：知っておくべき薬理学
講師：本間　雅士(北里大学病院薬剤部)

中止

開催日時 開催場所 講演名、講師及び司会 参加数
学術部 部長：山口　純也（埼玉県済生会川口総合病院）

女性技師企画研修委員会 委員長：小島　徳子（医療法人社団愛友会　蓮田一心会病院）

事業部 部長：長澤　英一郎（さいたま市立病院）

総務部 部長：奈良　豊（埼玉医科大学総合医療センター）

青年部委員会 委員長：神嶋　敏子（埼玉県立小児医療センター）



3月22日（日）
9:30～15:00

大宮
ソニックシティ

906号室

埼臨技学術部地区別研修会
他の施設をみてみよう！検査室の内部精度管理
講演1：一般検査の内部精度管理「ここが重要！！一般検査の内部精度管理」
講師：室谷　明子（埼玉医科大学国際医療センター）
講演2：生理検査の内部精度管理「ここは確認！呼吸機能検査の精度管理」
講師：家城　正和（埼玉県立精神医療センター）
講演3：血液検査の内部精度管理
　　　　　「確認しよう！分析機器から要員の精度管理まで」
講師：中山　智史（防衛医科大学校病院）
講演4：細胞診検査の内部精度管理
　　　　　「そういえばどうしてる？！細胞診の内部精度管理」
講師：松内　　萌（越谷市立病院）
座長：庄司 　和春（埼玉医科大学総合医療センター）
　    千葉明日香（越谷市立病院）
そろってますか？法令改正で必要になった書類
講演5：医療法等の制度改正についての概要
講師：巖崎　達矢（東松山医師会病院）
講演6：初めての方も知得！Part1 〜測定標準作業書のコツ！！〜
講師：安田　達明（株式会社　アムル）
講演7：初めての方も知得！Part2
　　　　〜測定作業日誌・検査機器保守管理標準作業日誌　編〜
講師：小林　麻里子（北埼玉医師会立メディカルセンター）
座長：山田    攻（埼玉医科大学病院　輸血・細胞移植部）
　　　穴原　賢治（彩の国東大宮メディカルセンター）

中止


