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首都圏支部発 第 19-10-2号 

   令 和 元 年 5  月  3 0  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 32回日臨技首都圏支部・関甲信支部 

微生物研修会の受講生募集について（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 28日（土）午後 13時 00分～9月 29日午後 12時 00分 

２ 研修会場：〒286-0033 千葉県成田市花崎町 828-11 スカイタウン成田 

       成田市文化芸術センター 

       Tel：0476-20-1133 

３ 研修内容：テーマ『輸入感染症－東京オリンピック・パラリンピックを控えて－』 

４ 募集人数：170名 

５ 参 加 費：一般会員 4,000円 賛助会員 4,000円 非会員 8,000円 

６ 生涯教育：専門 30点 

７ 申込み方法 

1）会員の方は、日臨技ＨＰ「会員専用サイト」にログインし、日臨技会員メニュー「行事日程・

参加申込・受講書類など」より本研修会を選択。「事前参加申請」より会員番号・設問必須項目

を入力して申し込みしてください。 

2）非会員の方は必要事項（参加区分（A/B/C/D）、交通手段（電車・自家用車）、 

ホテル（禁煙・喫煙））を明記し、件名「32回首都圏参加」として下さい 

送付先（chiba2019.biseibutsu@gmail.com  千葉県救急医療センター 里村秀行宛）に E-mail

でお申込みください。 

3) 参加費振込方法 

千葉銀行 蘇我支店（店番 006）  

     口座番号 普通口座 3379879   

口座名 一般社団法人 千葉県臨床検査技師会 会計 藤代 誠  

※振込時の振込依頼人は「会員番号・氏名」をご入力下さい。 
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例「12○○○○・サトムラヒデユキ」 

振込締切：令和元年 8月 30日（金曜日） ※期限にご注意下さい。 

      ※参加費等の参加区分に応じた合計金額の入金をもって正式登録となります。 

申し込み区分によって振り込み金額が異なりますのでご注意ください。 

4）申込締切：令和元年 8月 23日（金曜日）  ※期限にご注意下さい。 

 

８ その他 

１）意見交換会・ナイトセミナー・宿泊 

  （1）会場：〒286-0033 千葉県成田市花崎町 818-1  

ホテルウェルコ成田 

Tel：0476-23-7000 

    （2) 意見交換会 参加費：5,000円 （宿泊参加者は、原則ご参加ください） 

   （3) ナイトセミナー 参加費：2,500円 

      ※ナイトセミナーは参加者数によって会場を変更する場合がありますので、会場変更に

伴い参加費が変更となる場合があります。この場合、当日受付時に変更後金額の精算

を行います。 

（4) 宿泊 1泊朝食付き 9,000円 

     ※なお、宿泊・意見交換会において研修会開催 1週間前キャンセルの場合には、返金で

きませんので、ご注意ください。 

※宿泊申し込みにて禁煙・喫煙の区分を必ず申告ください。ただし、喫煙室については

室数に限りがございます。なるべく喫煙希望に沿う対応をしたいと思いますが、喫煙

希望が多い場合には禁煙室となる場合がありますことをご了承ください。 

 

９ 参加申し込み区分  

Ａ： 研修のみ参加 （一般会員参考金額 4,000円） 

Ｂ： 研修参加 + 意見交換会 （同 9,000円） 

Ｃ： 研修参加 + 宿泊 + 意見交換会  （同 18,000円） 

Ⅾ： 研修参加 + 宿泊 + 意見交換会 + ナイトセミナー （同 20,500円） 

 

１１ 連 絡 先： 一般社団法人千葉県臨床検査技師会 微生物検査研究班 

         班長 里村 秀行 

         〒261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺 3-32-1 

          千葉県救急医療センター 検査科 

          Tel 043-279-2211（内線 430）  E-mail leukerbad.swiss@gmail.com 

 緊急連絡先：090-3091-3495 

 

以上 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

令和元年度 日臨技首都圏支部・関甲信支部研修会 

「微生物検査研修会」開催案内 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

           主 催：(一社)日本臨床衛生検査技師会 首都圏・関甲信支部 

           実務担当技師会：（一社）千葉県臨床検査技師会  

  

【日 程】 

 ≪１日目≫ 9月 28日（土） 

12：00 受 付 

13：00 開講式／オリエンテーション 

13：15 講演 1 『輸入真菌症にどう対処するか』 

講師： 千葉大真菌医学研究センター臨床感染症分野 教授  亀井克彦 先生 

14：30 講演 2  『症例から学ぶ輸入感染症の診かた』 

講師：成田赤十字病院  感染症科 部長  馳 亮太 先生 

15：45 講演 3  『菌力アップトレーニング ～輸入感染症の病原体を中心として～』 

講師：東京医科大学 微生物学講座 教授   大楠 清文 先生 

18：00 意見交換会 

20：30 ナイトセミナー 

  

≪２日目≫ 9月 29日（日） 

9：00 受 付 

9：30 講演 4 『輸入感染症検査の各種検査法』 

講師：成田赤十字病院  検査部  遠藤 康伸 技師 

10：00 講演 5  『マラリア検査の基礎』 

講師：成田赤十字病院  検査部   笹尾 祐太 技師 

 10：45 講演 6  『海外から持ち込まれる耐性菌』 

講師：国際医療福祉大学医学部感染症学講座 主任教授   松本 哲哉  先生 

 11：45 閉講式 修了証書授与 閉会の挨拶 

 

研修会事務局 

     〒261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺 3-32-1 

      千葉県救急医療センター 検査科  里村 秀行  

Tel：043-279-2211（内線 430） FAX：043-279-7776 

      Emai：leukerbad.swiss@gmail.com   

参加申込み専用：chiba2019.biseibutsu@gmail.com 

      緊急連絡先： 090-3091-3495 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

令和元年度 日臨技首都圏支部・関甲信支部研修会 

「微生物検査研修会」宿泊・意見交換会・ナイトセミナー案内 

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

  

【テーマ】「輸入感染症－東京オリンピック・パラリンピックを控えて－」 

【日 時】宿泊 ： 令和元年 9月 28日（土） 1泊 2食付き  

     意見交換会 ： 令和元年 9月 28日（土） 18：00 ～ 

ナイトセミナー ： 令和元年 9月 28日（土） 20：30 ～ 

【場 所】意見交換会・ナイトセミナー・宿泊：ホテルウェルコ成田 

〒286-0033 千葉県成田市花崎町 818-1 

【意見交換会費】5,000円 （宿泊の参加者は原則ご参加ください） 

【宿 泊 費】：9,000円 （宿泊+朝食） 

【ナイトセミナー】：2,500円 

【参加申し込み区分】Ａ： 研修のみ参加 （一般会員参考金額 4,000円） 

Ｂ： 研修参加 + 意見交換会 （同 9,000円） 

Ｃ： 研修参加 + 宿泊 + 意見交換会  （同 18,000円） 

Ⅾ： 研修参加 + 宿泊 + 意見交換会 + ナイトセミナー （同 20,500円） 

 

※なお、宿泊・意見交換会において研修会開催 1週間前キャンセルの場合には、返金できませんの

で、ご注意ください。 

※宿泊申し込みにて禁煙・喫煙の区分を必ず申告ください。ただし、喫煙室については室数に限り

がございます。なるべく喫煙希望に沿う対応をしたいと思いますが、喫煙希望が多い場合には禁煙

室となる場合がありますことをご了承ください。 

※意見交換会の後に、別途 2,500円でナイトセミナーを予定しております。参加申し込みされる方

は、Ⅾ区分にて申し込みください。 

※ナイトセミナーは参加者数によって会場を変更する場合がありますので、会場変更に伴い参加費

が変更となる場合があります。この場合、当日受付時に変更後金額の精算を行います。
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会場・交通案内 
 

１．研修会場：成田市文化芸術センター（スカイタウン成田） 
〒 286-0033 千葉県成田 市花崎町  828-11  スカイタウン成田 3 ～ 5 階  TEL：

0476-20-1133 

HP：http://www.narita-bungei-skytown.jp/ 

 

２．意見交換会・宿泊：ホテルウェルコ成田 
〒286-0033 千葉県成田市花崎町 818-1  TEL : 0476-23-7000 

HP：https://www.hotelwelconarita.com/ 

  

 

【電車の場合】   

JR   東京駅から成田駅まで快速エアポート成田で約 70 分、特急で約 55 分。 

     上野駅から成田駅（我孫子経由）まで常磐線で約 80 分。 

     品川駅・新宿駅・池袋駅から成田駅まで成田エクスプレスで約 60 分。 

京成  京成上野駅から京成成田駅まで快特で約 65 分 

※ 各都県から運行されている高速バスにて成田空港までお越しいただき、成田空港駅か

ら成田駅まで移動される行程もあります。  

 

【お車の場合】 

成田空港方面から東関東自動車道「成田 IC」より車で約 15 分 

 東京方面から東関東自動車道「富里 IC」より車で約 10 分 

※  駐車場は近隣駐車場をご利用ください。 

 

【駐車場】 

①スカイタウン成田駐車場 100 台 終日￥100 円 20 分  

※研修会場の駐車場ですが、週末は最大料金の設定がありませんのでご注意ください  

②NPC24H 京成成田駅前パーキング 410 台 24 時間毎 800 円 

③成田駅前パーキング 220 台 24 時間最大 700 円 

④成田楽々パーキング 440 台 24 時間最大 ￥500（繰返し適用） 

 


