
関甲信支部発 第１号 

平成 25年 4月 1日 

 

会 員 各 位 

日臨技関甲信支部 

支部長  大澤 智彦 

 （公印省略） 

                          

 

第 20回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会のご案内 

 

陽春の候、皆様におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、第 20回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会（軽井沢免疫セミナー）を

下記の要領で開催致します。なお、研修会の詳細については別紙のプログラム、募集

要領等をご参照下さい。また、今回は講演場所と意見交換会の場所がサァラ軽井沢ホ

テルになりますので、ご留意下さい。 

 

記 

 

研修会名  関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会（軽井沢免疫セミナー） 

 

日  時  平成 25年 6月 15日（土）～ 6月 16日（日） 

 

場  所  サァラ軽井沢ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276） 

 

内  容  下記参照 

 

主  催  日臨技関甲信支部 

共  催  日臨技首都圏支部 

 

生涯教育研修点数  専門-30点 

 

 

連 絡 先     〒405-0033  

山梨県 山梨市 落合 860 

山梨厚生病院 検査室 

第 20回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会 

実行委員長    古屋 良太 

TEL   ： 0553-23-1311（内線：1213） 

FAX  ： 0553-22-8032 

e-mail： kensa@kosei.jp 

 

mailto:kensa@kosei.jp


 関甲信支部発 第１号 

第 20回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会募集要領 

 

第 20回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会（軽井沢免疫セミナー）を、サァラ軽井沢ホ

テルで開催致します。奮ってご参加下さいますようご案内申し上げます。 

 

 

記 

 

研修会名：関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会（軽井沢免疫セミナー） 

 

開催日時：平成 25年 6月 15日（土）～ 6月 16日（日） 

 

研修会場：サァラ軽井沢ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276） 

 

宿泊場所：           同上 

 

参加区分 参加費用 

A：研修会１日参加       3,000円 

B：研修会２日参加            3,500円 

C：懇親会参加             6,500円  

D：宿泊および懇親会参加    16,800円 

 

宿泊応募人数： 120人（先着受付順） 

尚、賛助会員につきましては、宿泊の斡旋はできませんので何とぞご了承ください。 

参加資格： 日本臨床検査技師会会員、賛助会員、他 

 

申込締切り： 平成 25年 5月 27日（月曜日）必着 

  

参加申込要領および留意事項 

1) 必要事項を記入の上、下記へメールでお申し込み下さい。 

2) メールの Subjectを「軽井沢免疫セミナー」として、参加申込書と同様の必要事項を記載し

ていただき送信して下さい。参加申込書を添付していただいても結構です。 

3) 申し込みを確認次第、事務局より仮受付確認と参加費振込み先、口座名をメールにて返信い

たします。 

4) お振込み手数料は、各自負担とさせていただきますのでご了承ください。一枚の振込用紙で

数名分お振込みの際は、通信欄にそれぞれの名前をお書き下さい。 

5) 振込みを確認した時点で正式な申し込みとさせていただきます。一度お振込みいただいた参

加費は返金できませんのでご注意下さい。 

6) お振込みが確認できしだい、受付完了の旨をメールで返信いたします。  

 

内容：別紙プログラムを参照して下さい。 

 

生涯教育研修点数 専門-30点 



第 20回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会参加申込書 

（こちらのファイルを添付していただいても結構です。） 

 

送信元    

氏名 ：                  

Mail ：                  

 

ふりがな  性別 年齢 

氏  名  男 ･ 女  

勤務先･ 

所属部署名 

 

勤務先住所･ 

電話番号 

〒    － 

 

 

 

      電話            （内線      ） 

所属技師会名  会員番号  

担当業務  経験年数  

免疫血清 

検査の経験 

あり･なし（ありの場合、経験年数･検査内容を書いて下さい。） 

 

参加費区分 A・ B ・ C ・ D （全日程参加の方は Bと Dを残して Aと Cを消して下さい。） 

 

シャトルバス（中軽井沢駅～サァラ軽井沢ホテル）を運行します。希望者は下記にレ点をして下さい。 

 

□6/15（土）(中軽井沢発）11時 15分 または  □11時 50分 

□6/16（日）(サァラ軽井沢ホテル発）13時 

 

通信欄 （質問等がありましたら下記にご記入ください） 

 

 

 

＊ 専門教育研修課程履修中の方はカッコに「履修」と明記してください。（      ） 

申し込み先   〒405-0033   

山梨県 山梨市 落合 860 

山梨厚生病院 検査室 

第 20回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会 

実行委員長    古屋 良太 

TEL   ： 0553-23-1311（内線：1213） 

FAX  ： 0553-22-8032 

e-mail： kensa@kosei.jp 

（記入しないでください）      月    日   受付 No. 



第 20回 軽井沢免疫セミナープログラム 

 
期 日  平成 25年 6月 15日（土）～ 16日（日） 

研修会場 サァラ軽井沢ホテル   長野県北佐久郡軽井沢町 1276   TEL 0267(45)5551 

宿泊場所                 同上 

            

6月 15日（土） 

12：00 ～ 12：50 受付 

12：50 ～ 13：00 開講式 

13：00 ～ 14：00 講演Ⅰ．「小児領域の食物アレルギ－対策」 

講師 池田 久剛 先生（山梨厚生病院 小児科 医長） 

司会 斉藤 雅一（埼玉医科大学病院 中央検査部）  

 

14：10 ～ 15：10 講演Ⅱ．「免疫血清検査試薬の開発・製造に関する四方山話」 

講師 渡辺 勝紀 先生（栄研化学・生物化学第一研究所） 

司会 堀内 雄太（佐野厚生総合病院 検査科） 

 

15：25 ～ 16：25 講演Ⅲ．「梅毒血清検査の今昔物語」 

講師 巴山 顕次 先生（西武学園医学技術専門学校） 

司会 土筆 智晶（北里大学病院 臨床検査部） 

 

16：35 ～ 17：35 講演Ⅳ．「免疫血清検査における非特異反応とその対処法」 

講師 阿部 正樹 先生（東京慈恵会医科大学葛飾医療センタ－中央検査部） 

司会 武藤 圭一（水戸済生会総合病院 臨床検査科） 

 

19：30 ～ 21：30 意見交換会（2F ヴィラデスタ） 

司会 早川 瑞穂（東京医科大学病院 中央検査部） 

 

6月 16日（日）                 

 

9：00 ～ 10：00 講演Ⅴ．「ウイルス肝炎の治療と今後の展開」 

講師 坂本 穰 先生（山梨大学医学部附属病院 肝疾患センタ－長） 

司会 須藤 千秋（群馬大学医学部附属病院 検査部） 

 

10：10～ 11：10 講演Ⅵ．「R-CPC」 

講師 村上 正巳 先生（群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学 教授） 

司会 久保田 聖子（信州大学医学部附属病院 臨床検査部） 

 

11：25～ 12：25 講演Ⅶ．「動脈硬化性疾患のガイドラインズ」 

講師 櫻林 郁之介 先生（自治医科大学名誉教授・さいたま記念病院名誉院長） 

司会 吉本 晋作（順天堂大学医学部附属浦安病院 臨床検査医学科） 

 

12：25～ 12：45 閉講式 修了証書授与              



会場案内 

講演・意見交換会・宿泊場所: サァラ軽井沢ホテル  

(長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276 ℡ 0267-45-5551) 

ホテルの駐車場の数に限りがございますので、なるべく乗り合わせでお願い致します。 

 

交通案内 

 ●東京～中軽井沢の経路（JR線）     ●長野～中軽井沢の経路（JR線） 

  東京駅                  長野駅 

   ↓ 長野新幹線（77分）          ↓しなの鉄道（74分） 

  軽井沢駅                 中軽井沢駅 タクシ－（6分） 

   ↓ しなの鉄道（5分） 

  中軽井沢駅 タクシ－（6分） 

 

 ●自動車 

  関越自動車道 練馬インター 

   ↓ 

  上信越自動車道 藤岡 JCT 

   ↓ 

  碓氷軽井沢インター 

   ↓ 国道 18号 

  中軽井沢 会場 


