
（会場開催時のご注意）
・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。

 
2022年４月・５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

4月12日（火）
19：00～20：30

Web環境

下腹部痛の消化管エコー
　～知っておきたい下部消化管疾患～

　講師：斧研　洋幸（聖マリアンナ医科大学病院　臨床検査部）
　司会：小宮山 英幸（上尾中央総合病院）

専門教科
20点

生理
検査研究班

4月14日（木）
18：30～19：30

Web環境

令和３年度埼玉県・埼玉県医師会臨床検査精度管理事業報告と
新しい妊娠高血圧腎症マーカー

　講演1：令和３年度臨床検査精度管理事業報告
　講師 ：藤代　政浩（獨協医科大学埼玉医療センター）

　講演2：妊娠高血圧腎症の短期発症予測補助マーカー sFlt-1/PlGF比について
　講師 ：木村　美鈴（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
　　　　　　　　　　 フィールドサイエンティスト）

　司会：渡邊　剛（埼玉医科大学総合医療センター）

基礎教科
20点

血清
検査研究班

4月20日（水）
18：30～19：30

Web環境

令和３年度埼玉県・埼玉県医師会臨床検査精度管理事業報告と解説（微生物）

　講演1：フォトサーベイ
　講師 ：佐々木　真一（ビー・エム・エル総合研究所）
　講演2：同定検査
  講師 ：酒井　利育（自治医科大学附属さいたま医療センター）
　講演3：薬剤感受性検査
　講師 ：今井　芙美（埼玉県立がんセンター）
　講演4：グラム染色
  講師 ：伊波　崇之（さいたま赤十字病院）

　司会：小棚　雅寛（埼玉医科大学病院）

専門教科
20点

微生物
検査研究班

4月21日（木）
19：00～20：30

Web環境

令和３年度埼玉県・埼玉県医師会臨床検査精度管理事業報告

　講演1：フォトサーベイ回答・解説
　講師 ：堀口　大介（獨協医科大学埼玉医療センター）
　講演2：国際ガイドラインCLSIに基づいた血液学的検査の精度管理
　講師 ：池田　尚隆（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス株式会社）

　司会：加藤　鉄平（埼玉県済生会栗橋病院）

専門教科
20点

血液
検査研究班

4月22日（金）
19：00～20：00

Web環境

基礎から学ぶ、一般検査！

　講演1：抑えておきたい尿定性検査のお約束！
　講師 ：中川　禎己（小川赤十字病院）
　講演2：当直前に知っておきたい一般検査
　講師 ：渡邉　裕樹（埼玉医科大学総合医療センター）

　司会：藤村　和夫（埼玉県済生会川口総合病院）

基礎教科
20点

一般
検査研究班

5月10日（火）
18：30～20：00

Web環境

初心者の為の臨床化学
　～採血・採血管から日常業務に関わる色々なこと～

　講師：永井　謙一（埼玉県済生会川口総合病院）

　司会：北川　裕太朗（埼玉医科大学病院）

専門教科
20点

臨床化学
検査研究班

5月12日（木）
18：00～19：00

Web環境

病理解剖の知識を高めよう！（基礎編）
　～介助及び感染対策について～

　講演1：病理解剖介助の基礎　～スムーズな介助を目指して～
　講師 ：福島　雅人（埼玉医科大学　病理学）
　講演2：病理解剖における感染対策
　講師 ：冨永　晋（防衛医科大学校　臨床検査医学講座）

　司会：関口　久男（埼玉県済生会栗橋病院）

基礎教科
20点

病理
検査研究班

　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、研修会への「申し込み」・「参加」の方法を変更しています。

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料
　非会員　：5,000円

募集人数：300人

【会場開催の場合】
　　入場人数制限を行いますので、事前参加申し込みが必要です。申し込み方法は前述の【Ｗｅｂ開催の場合】と同様ですが、申し込み期間は研修会によって異なりますので、開催案内で
　　確認してください。また、埼臨技ホームページ内に、以下の会場開催時参加方法に関する案内がありますので参照してください。

　　○ 研修会参加時のお願い　　； http://sairingi.com/info/2020/samt/samtcorona0701.pdf

　今後さらに研修会の開催方法等を変更することもありますので、埼臨技ホームページや埼臨技だより等の情報を注視してください。

【Ｗｅｂ開催の場合】
　　下のプログラム表で、開催場所に「Web環境」と記載の研修会は会場開催を行いません。埼臨技ではZOOMミーティングを用い、インターネット環境下で研修会を開催します。
　　会員は、参加希望の各研修会に日臨技ＨＰから事前参加登録をしてください。
　　賛助会員も参加できるようになりました。賛助会員の事前参加申し込みは、参加希望研修会の担当研究班へ直接、メールで連絡してください。
　各研究班の連絡先は埼臨技ホームページ内の各研究班ページにある「問い合わせ」または「CONTACT」などに表示があります。
　申し込みメールには次の事項を記載してください。　①所属(企業名)　②氏名　③連絡先メールアドレス　④連絡先電話番号　⑤参加希望の研修会名
　　登録済みの参加予定者には後日「接続先やミーティングID、パスコード」をメールでお知らせします。ご使用のブラウザまたは、ZOOMアプリケーションで指定接続先に接続し、
　ログインして参加する形態をとります。
　・参加時の名前設定を、会員は「会員番号　氏名」（生涯教育点数を付与するために必要です。）、賛助会員は「企業名　氏名」に変更し、参加してください。
　・会員は、事前参加登録をする前に、日臨技会員情報に登録のご自分のメールアドレスが利用可能かどうか、ご確認ください。
　・事前参加登録（申し込み）の期間は、開催日の４週間前～１週間前までです。 前日までではありませんので注意してください。
　・入手した、接続先やミーティングID、パスコードは研修会のセキュリティ保持のため、外部に漏洩しないよう管理してください。
　　事前参加登録していない人に情報を渡すこともしないでください。

　参加方法等の詳細については、埼臨技ホームページの「お知らせ」に次の掲載がありますので、参照してください。

　　○ 埼臨技主催生涯教育オンライン研修会参加方法について　(2020/11/21掲載)　　　　　　　　； http://sairingi.com/info/2020/samt/samtonline1121.pdf
　　○ 2020年12月以降の埼臨技主催の研修会について　　　　　(2020/10/10掲載)　　　　　　　　； http://sairingi.com/info/2020/samt/samtwebkennsyuukai1010.pdf
　　○ 埼臨技Ｗｅｂ開催の生涯教育研修会における履修認定の指針について（2021/7/3掲載）　　　； http://sairingi.com/info/2021/samt/samtwebshishin0702.pdf
　　○ 賛助会員の埼臨技主催生涯教育オンライン研修会参加申し込み方法について（2021/7/3掲載）； http://sairingi.com/info/2021/samt/samtwebsannjyo0702.pdf

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料
　非会員　：5,000円

募集人数：498人

参加費・その他

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料

募集人数：80人
（県内会員，賛助会員に制限）

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料

募集人数：490人
（県内会員，賛助会員に制限）

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料

募集人数：300人
（県内会員，賛助会員に制限）

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料
　非会員　：5,000円

募集人数：500人

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料
　非会員　：5,000円

募集人数：200人
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（会場開催時のご注意）
・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。

 
2022年４月・５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

5月13日（金）
18：30～19：30

Web環境

「免疫測定法とピットフォール」

　講演1：免疫測定法の原理と特徴
　講師 ：岡倉　勇太（戸田中央臨床検査研究所）
　講演2：免疫測定法のピットフォール
　講師 ：渡邊　剛（埼玉医科大学大学総合医療センター）

　司会：山本　晃司（埼玉医科大学保健医療学部）

基礎教科
20点

血清
検査研究班

5月19日（木）
18：30～19：30

Web環境

脳波検査の基礎（記録と波形の見方）

　講師：工藤　淳子（北里大学メディカルセンター）

　司会：武藤　由里子（埼玉協同病院）

専門教科
20点

生理
検査研究班

5月20日（金）
19：00～20：00

Web環境

これから本気で輸血を勉強する方も、効果的な新人教育に悩んでいる方にも
まずはここから！　知って得する輸血のABC

　講演1：埼玉県・埼玉県医師会臨床検査精度管理事業報告（令和３年度）
　講師 ：渡邉　一儀（獨協医科大学埼玉医療センター）
　講演2：知って得する輸血のABC
　講師 ：宮澤　翔子（埼玉県済生会川口総合病院）

　司会：久保居　由紀子（JCHO埼玉メディカルセンター）

基礎教科
20点

輸血
検査研究班

5月26日（木）
19：00～20：30

Web環境

凝固検査の理解を深めよう!

　講演1：採血から考える凝固検査
　講師 ：須長　宏行（積水メディカル株式会社）

　司会：堀内　雄太（川口市立医療センター）

専門教科
20点

血液
検査研究班

5月27日（金）
19：00～20：00

Web環境

トラブル事例から学ぼう。

　講演1：当院で発生したトラブル事例と対策①
  講師 ：小針　奈穂美（埼玉医科大学病院）
　講演2：当院で発生したトラブル事例と対策②
　講師 ：柿沼　智史（川口市立医療センター）

　司会：室谷　明子（埼玉医科大学国際医療センター）

基礎教科
20点

一般
検査研究班

5月27日（金）
18：30～19：30

Web環境

薬物乱用防止について

　講師：埼玉県保健医療部薬務課担当者

　司会：富井　貴之（株式会社ビー・エム・エル総合研究所）

基礎教科
20点

公衆衛生
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/ 

公益社団法人
埼玉県臨床検査技師会

令和４年度 定時会員総会

　日　時：令和４年６月９日（木）18：30～20：30
　会　場：大宮ソニックシティ　401・402号室
　（日臨技生涯教育履修教科・点数：基礎教科・20点）

学会テーマ：「躍動！次代へ繋ぐ臨床検査」　～Challenge for the future～
会　　期： [会場開催] 令和４年５月21日（土）・22日（日）
　　　　　 [Web 開催] 令和４年５月21日（土）～６月20日（月）
会　　場： ＡＴＣホール・ハイアットリージェンシー大阪、および Web
履修点数： 専門教科 現地 30点、Web 20点

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料

募集人数：200人
（県内会員，賛助会員に制限）

参加費・その他

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料
　非会員　：5,000円

募集人数：498人

【お知らせ】
タスク・シフト/シェアに

関する厚生労働大臣指定講習会
について

　３月は会場の獲得が難しく、講習会の開催予定はありませんのでお知らせします。
　４月以降はおおむね、月１回程度の開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大により会場確保が難しい現状です。
　開催が決まりましたら一斉メール後、受付を開始いたします。ご理解のほど宜しくお願いします。

第71回 日本医学検査学会
in　大阪

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料

募集人数：80人
（県内会員，賛助会員に制限）

公益社団法人
埼玉県臨床検査技師会

令和３年度 臨時会員総会

　日　時：令和４年３月15日（火）18：30～20：30
　会　場：大宮ソニックシティ　401・402号室
　（日臨技生涯教育履修教科・点数：基礎教科・20点）

入会申請中の方へ
（会場開催研修会への参加時）

　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、入会金・年会費の支払い済みを証明できるものをお持ち下さい。
（振込時の領収証や日本臨床衛生検査技師会ＨＰから印刷した領収書、日本臨床衛生検査技師会からの支払い確認通知メールの提示など）
　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、その時点で会員登録されていない場
合は、非会員参加費と会員参加費との差額を請求し、指定の口座へのお振込みをお願いしています。

・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

公益社団法人
埼玉県診療放射線技師会主催
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

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料

募集人数：200人
（県内会員，賛助会員に制限）

認定輸血検査技師資格審査基準：5単位

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料
　非会員　：5,000円

募集人数：490人

参加費
　会　員　：無料
　賛助会員：無料

募集人数：300人
（県内会員，賛助会員に制限）
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