
関甲信支部発 第 19-7-3 号 

令和元年 9月 19日 

会員・賛助会員 各位 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

                                                                 関甲信支部長 神山 清志 

 

日臨技関甲信支部・首都圏支部合同臨床化学検査研修会開催について（通知） 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より当会の運営にあたりご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当会では、臨床検査技師を対象に生涯教育の一貫として、倫理の高揚・資質の向上を目指し、そ

の生涯教育の一環として部門別研究班担当による研修会を開催しております。 

 つきましては、下記の研修会を案内いたしますのでご参加のほどよろしくお願い申し上げます。 

謹 白 

記 
 
【テーマ】 臨床化学検査におけるダイバーシティ 
【日 時】 2020 年 2 月 8 日（土）13 時 00 分~9 日(日)12 時 00 分 
【場 所】 独立行政法人 地域医療機能推進機構 山梨病院 2 階 会議室 

〒400-0025 山梨県甲府市朝日 3-11-16 
【日程・内容】 
≪1 日目≫ 2 月 8 日（土）13：00～18：10 

 13：10～15：10 講演① 「ALP・LD の測定法変更について 
－JSCC 常用基準法から IFCC 基準測定操作法へ－」 
人間総合科学大学 人間科学部 特任教授 山舘 周恒 先生 

 15：25～16：55 共同検討報告「IFCC（LD、ALP）アンケート報告」 
山梨厚生病院 臨床検査室 道林 智之 技師 
回答者：人間総合科学大学 人間科学部 特任教授 山舘 周恒 先生 

17：10～18：10 講演② 「タスクシフティング～今後の臨床検査技師の働き方～」 
             日本臨床衛生検査技師会 常務理事 丸田 秀夫 先生 
≪2 日目≫ 2 月 9 日（日）9：00～12：00 

  9：00～10：00 講演③ 「酵素検査のトレーサビリティ連鎖と精度保証」 
東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科 教授 細萱 茂実 先生 

10：15～11：45 講演④ 「RCPC」 
山梨大学大学院医学工学総合研究部 臨床検査医学講座教授 井上 克枝  先生 

【生涯教育点数】専門教科 30 点（＊1 日参加の方へは点数の付与がないことをご承知ください） 
  認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師 指定講習会  分割型 
                          A/5 点、B/5 点、C/5 点 

【定 員】 80 名  
【参加費】受講費：会員 7,000 円、非会員 10,000 円、学生 4,000 円 

（1 日参加：会員 4,000 円、非会員 6,000 円、学生 2,000 円） 
＊日臨技事業のため、各都道府県臨床検査技師会のみの会員の方は非会員扱いとなります。 

     情報交換会費：5,000 円 ※宿泊の斡旋はいたしません。 
【申し込み方法】 
会員の方は日本臨床衛生検査技師会 HP の会員専用ページより申し込みください。インターネットを利

用できない会員の方、非会員の方は封書にて申し込みください。 
詳しくは第 28 回 日臨技関甲信支部・首都圏支部合同「臨床化学検査研究班研修会」開催案内を参照く

ださい。 
【参加申込期間】 
  2019 年 10 月 1日～12 月 20 日（但し定員に達し次第締め切り） 

【研修会事務局】 
〒405-0033 山梨県山梨市落合 860  施設：山梨厚生病院 臨床検査室  担当：道林 智之 
 電話：0553-23-1311(内 1215)  FAX：0553-22-8032   E-mail： kensa@kosei.jp 



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第 28 回 日臨技関甲信支部・首都圏支部合同 
「臨床化学検査研究班研修会」開催案内 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

           主 催：(一社)日本臨床衛生検査技師会 関甲信支部 

           実務担当技師会：山梨県臨床検査技師会  

【テーマ】臨床化学検査におけるダイバーシティ 

【日 時】2020 年 2 月 8 日（土）13：00～18：10 

2020 年 2 月 9 日（日） 9：00～12：00 

【場 所】独立行政法人 地域医療機能推進機構 山梨病院 2 階 会議室 

     〒400-0025 山梨県甲府市朝日 3-11-16 

【生涯教育】専門教科 30 点（＊1 日参加の方へは点数の付与がないことをご承知おきください） 

認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師 指定講習会  分割型 

                   ( Ａ／５点、Ｂ／５点、Ｃ／５点 ) 

【参加費】受講費：会員・協賛会員 7,000 円、非会員 10,000 円、学生 4,000 円 

（1 日参加：会員・協賛会員 4,000 円、非会員 6,000 円、学生 2,000 円） 

＊日臨技事業のため、各都道府県臨床検査技師会のみの会員の方は非会員扱いとなります。 

      情報交換会費：5,000 円 

※宿泊の斡旋、紹介はいたしません。 

【定員】80 名（先着順） 

【内容】                                       敬称略 

≪1 日目≫ 2 月 8 日（土）13：00～18：10 

 12：30～13：00 受付 

 13：00～13：10 開講式 首都圏支部学術部門 生物化学分析部門長 間瀬 浩安 

 13：10～15：10 講演① 「ALP・LD の測定法変更について 

－JSCC 常用基準法から IFCC 基準測定操作法へ－」 

人間総合科学大学 人間科学部 特任教授 山舘 周恒 

           （指定講習会Ａ単位） 

 15：10～15：25 休憩 

 15：25～16：55 共同検討報告「IFCC（LD、ALP）アンケート報告」 

山梨厚生病院 臨床検査室 道林 智之  

回答者：人間総合科学大学 人間科学部 特任教授 山舘 周恒 

 16：55～17：10 休憩 

17：10～18：10 講演② 「タスクシフティング～今後の臨床検査技師の働き方～」 

             日本臨床衛生検査技師会 常務理事 丸田 秀夫 

19：00～21：00 情報交換会 

≪2 日目≫ 2 月 9 日（日）9：00～12：00 

  9：00～10：00 講演③ 「酵素検査のトレーサビリティ連鎖と精度保証」 

東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科 教授 細萱 茂実 

（指定講習会Ｂ単位） 

 10：00～10：15 休憩 

10：15～11：45 講演④ 「RCPC」 

山梨大学 大学院医学工学総合研究部 臨床検査医学講座 教授 井上 克枝 

（指定講習会Ｃ単位） 

11：45～12：00 閉講式（終了証書授与） 

 



【会場アクセス】 

 

注意 

 駐車場の用意はありません、公共交通機関をご利用ください。 

 お車でお越しの場合は、近隣の民間駐車場をご利用ください。 

 

【申込方法】  

日臨技会員専用ページの行事日程・参加申請より本研修会を選択し、「事前参加申請」にて登録

してください。メールによる連絡を行いますので PC PC PC PC メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスを必ず入力してください。

また備考欄に、情報交換会への参加の有無（1 日参加のかたは参加日付を入力が必須参加日付を入力が必須参加日付を入力が必須参加日付を入力が必須（システム

上 7,000 円を選択してください、領収書は研修会当日にお渡しします））を記入して下さい。 

非会員及び WEB 登録が困難な方のみ郵送での参加申請を受け付けます。A4 用紙に「第 28回関甲

信支部・首都圏支部合同臨床化学検査研修会参加申請」と明記のうえ、氏名、会員番号（会員の

場合）、施設名、電話番号、連絡先住所・郵便番号、PC メールアドレスを記載し、下記の研修会

事務局まで封書でお申し込みください。 



 

 

 

【申込期限】2019 年 12 月 20 日（但し定員に達し次第締め切り） 

【 宿 泊 】宿泊の手配は参加者各自でお願いいたします。 

【参加費の振込】 

事前参加申請後、2019 年 12 月 20 日までに下記口座に参加費全額をお振込みください。なお振込手数

料は参加者負担となりますのでご了承ください。また、一度お振込み頂いた参加費（情報交換会に参

加される方は＋情報交換会費）は返金できませんのでご注意ください。 

※※※※本人確認のため振込人名は必ず「本人確認のため振込人名は必ず「本人確認のため振込人名は必ず「本人確認のため振込人名は必ず「受付受付受付受付番号氏名カナ」で振込んでください。番号氏名カナ」で振込んでください。番号氏名カナ」で振込んでください。番号氏名カナ」で振込んでください。    

・参加費 会員・協賛会員 7,000 円、非会員 10,000 円、学生 4,000 円（情報交換会参加＋5,000 円） 

・（1日参加 会員・協賛会員 4,000 円、非会員 6,000 円、学生 2,000 円（情報交換会参加＋5,000 円） 

参加費受領のメールが 2020 年 1 月 10 日までに届かない場合は、お手数ですが下記の研修会事 

務局までお問合せをお願いします。 

振込先：口座番号：振込先：口座番号：振込先：口座番号：振込先：口座番号：山梨中央銀行 日下部支店 普通口座 802931 

口座名義：ダイニジユウハチカイニチリンギシユトケンシブ カンコウシンシブゴウドウ 

リンシヨウカガクケンサケンキユウハンケンシユウカイ 

     

【研修会事務局】【研修会事務局】【研修会事務局】【研修会事務局】    

住所：〒405-0033 山梨県山梨市落合 860 

施設：山梨厚生病院 臨床検査室  

担当：道林 智之 

電話：0553-23-1311(内 1215)  FAX：0553-22-8032 

E-mail： kensa@kosei.jp 

 

 
 
 


