
首都圏支部発 第 19-4-2 号 

令和元年 6 月 15 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 

首都圏支部 支部長 千葉 正志 

                                               （公印省略） 

 

第 30 回 首都圏支部・関甲信支部合同一般検査研修会の開催について（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 

 

1．日  時： 令和元年 9 月 14 日（土） 13 時 00 分～ 令和元年 9 月 15 日(日) 15 時 00 分 

 

2．研修会場： 令和元年 9 月 14 日（土） 文京学院大学本郷キャンパス D 棟 6 階スカイホール 

          令和元年 9 月 15 日（日） 文京学院大学本郷東キャンパス東本館 3 階 E0301, E0304 

                  (東京都文京区向丘 1-19-1) 

 

3．研修内容： 平成から令和へ ～故きを温ねて新しきを知る～ 

尿沈渣検査と髄液検査の歴史を学び、実践的なスキルを身につける 

 ＜令和元年 9 月 14 日（土）＞ 

①「髄液検査の歴史と最新情報」 

講師： 埼玉医科大学総合医療センター中央検査部 奈良 豊 先生 

②「髄液細胞の観察と集細胞塗抹標本の作製について」 

講師： がん研有明病院 臨床検査センター 友田 美穂子 先生 

③「尿沈渣検査の歴史と最新情報」 

講師： 東京女子医科大学病院中央検査部 横山 貴 先生 

④「症例から考えるアデノウイルス感染細胞」 

講師： 九州大学病院検査部 川満 紀子 先生 

＜令和元年 9 月 15 日（日）＞ 

実技講習会（尿沈渣検査および髄液検査）※ランチョンセミナー企画 

 

4．参加費： 8,000 円 

 



5．生涯教育： 専門 30 点 

 

6．責任者： 一般社団法人 日本臨床検査技師会 首都圏信支部 

        臨床一般検査部門 部門長 横山 貴(東京女子医科大学病院中央検査科) 

 

7．連 絡 先： 公益社団法人 東京都臨床検査技師会一般検査研究班 班長 脇田満 

〒113-8431 東京都文京区本郷 3-1-3 順天堂大学医院臨床検査部 

          TEL 03-3813-3111   E-mail  mwakita@juntendo.ac.jp 

 

8. 緊急連絡先： 参加者に別途ご連絡いたします。  

 

9．申込期間： 令和元年 7 月 1 日(月) 12:00 ～ 令和元年 8 月 9 日(金) 12:00 まで。 

 

10．申込方法： 日臨技ホームページの会員専用ページからログインして事前参加登録を行ってく

ださい（URL：www.jamt.or.jp/index.php）。非会員、もしくはホームページからの登

録が困難な方は研修会事務局（mwakita@juntendo.ac.jp）までご連絡ください。 

 

※連絡メールが受信できる環境に設定をお願いいたします。 

※経験年数及び認定一般検査技師取得の有無をお知らせください。 

※意見交換会参加の有無をお知らせください。 

※自家用車での参加の有無をお知らせください。(メールにて駐車場について連絡します) 

※筆記用具・会員証・白衣・尿沈渣検査法 2010 および髄液検査法 2002 をお持ちください。 

※認定一般検査技師 認定更新指定研修会に申請中です。 

以上 



 

 

 

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

「第 30 回 首都圏支部・関甲信支部合同一般検査研修会」開催案内 

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

           主 催： (一社)日本臨床衛生検査技師会首都圏支部 

           実務担当技師会： 東京都臨床検査技師会  

  

【テーマ】平成から令和へ ～故きを温ねて新しきを知る～ 

      尿沈渣検査と髄液検査の歴史を学び、実践的なスキルを身につける 

【日 時】令和元年 9月 14 日（土）13：00 ～ 令和元年 9月 15 日（日）15：00 

【場 所】令和元年 9月 14 日（土）： 文京学院大学本郷キャンパス D棟 6階スカイホール 

     令和元年 9月 15 日（日）： 文京学院大学本郷東キャンパス東本館 3階 E0301, E0304 

                  (東京都文京区向丘 1-19-1) 

【受講料】会員 8,000 円  非会員 16,000 円 

【定 員】80 名（先着順） 

【申込期間】令和元年 7月 1日（月）12：00 ～ 令和元年 8月 9日（金）12：00 まで。 

【申込方法】日臨技ホームページの会員専用ページからログインして事前参加登録を行ってくだ

さい（URL：www.jamt.or.jp/index.php）。非会員、もしくはホームページからの登録

が困難な方は研修会事務局（mwakita@juntendo.ac.jp）までご連絡ください。 

【内 容】 

 ≪1 日目≫ 令和元年 9月 14 日（土） 

12：00 受 付 

13：00 開講式 / オリエンテーション 

13：10 講演 1 『髄液検査の標準化から最新情報』 

講師： 埼玉医科大学総合医療センター中央検査部 講師 奈良 豊 先生 

14：10 講演 2 『髄液細胞の観察と集細胞塗抹標本の作製について』 

がん研有明病院臨床検査センター 講師 友田 美穂子 先生 

15：10 休憩 

15：20 講演 3 『尿沈渣検査の標準化から最新情報』 

東京女子医科大学病院中央検査部 講師 横山 貴 先生 

16：20 講演 4 『症例から考えるアデノウイルス感染細胞』 

九州大学病院検査部 講師 川満 紀子 先生 

18：00 意見交換会 文京学院大学本郷キャンパス内 B's Dining： 会費 4,000 円（予定） 

≪2日目≫ 令和元年 9月 15 日（日） 

08：40 受付開始 

09：00 実習 1（尿沈渣検査と髄液検査の鏡検実習) 

12：15 お昼休憩 （ランチョンセミナー企画） 

13：30 実習 2（尿沈渣検査と髄液検査の鏡検実習) 

14：45 修了証授与 / 閉講式 



 

 

 

【研修会事務局】 

〒113-8431 東京都文京区本郷 3-1-3 

順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床検査部 脇田満  

Tel：03‐3813‐3111 (PHS：71627) 

E-mail: mwakita@juntendo.ac.jp   

緊急連絡先： 参加者に別途ご連絡いたします。 

 

【本郷キャンパス アクセス】 

 

 

 


