
 

主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会中部圏支部 

（一社）石川県臨床衛生検査技師会 

 

 会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 日本臨床衛生検査技師会中部圏支部は、2021 年 7 月 4 日（日）に、2021 年度中部圏支部病理細

胞検査研修会を Web 開催することとなりました。 

 テーマを『臨床・画像・病理を通して呼吸器領域を極める！』とし、呼吸器領域を臨床から画

像、病理診断、分子病理まで総合的に学び知識を習得していく内容です。 

 また、事前に実施した「免疫染色サーベイ」では、対象とした「p53 抗体」についての参加施

設の免疫染色結果の報告を行います。 

 是非、多数のご参加をいただきますようお願い申し上げます。 

 

テ － マ 「臨床・画像・病理を通して呼吸器領域を極める！」 

「p53 抗体免疫染色サーベイ」 

 

開催日時  2021 年 7 月 4 日（日）12 時 00 分 ～7 月 19 日（月）24 時 00 分 

開催場所  Web 開催（講演 7 のみ Live 配信） 

      ランチョンセミナーにつきましては、7 月 4 日（日）13 時 00 分より Live 配信と 

なります。 

受 講 料   5,000 円（ハンドアウト代を含む） 

  申込期間  2021 年 3 月 22 日（月）～ 6 月 4 日（金） 

 定  員  110 名（日臨技会員のみ申し込み可） 

 受講方法  後日、日臨技登録メールに案内送付いたします。 

       研修内容において無断使用・無断転載等の二次利用を固く禁じます。 

       申し込みをもって誓約したといたします。 

申込方法  日臨技 HP の会員専用ページから事前登録を行ってください。 

HP からの登録が困難な方は別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX または郵

送にて下記事務局へお申込みください。確認後、メールにて受付確認と参加費振

り込みのご案内を送信いたします。 

 

研修会事務局 〒920-1180 石川県金沢市太陽が丘 1 番地 1 

北陸大学 医療保健学部 佐藤妃映 TEL：076-229-1161（代表）  

FAX：076-213-5112（石臨技事務局）E-mail：h-sato@hokuriku-u.ac.jp 

問い合わせ先 金沢大学附属病院 病理部 玉野裕子  

TEL：076-265-2198 E-mail：ytamano@staff.kanazawa-u.ac.jp 

 

 

 

 

2021 年度中部圏支部 病理細胞検査研修会のお知らせ 



 

≪プログラム≫ 

講演 1『肺癌の臨床と治療』 (60 分) 

      東京医科大学病院 呼吸器外科・甲状腺外科 垣花 昌俊 先生 

 

講演 2『呼吸器領域の画像〜基礎も含めて〜』 (60 分) 

      金沢大学附属病院 放射線科 井上 大 先生 

 

講演 3『肺病理標本の取り扱い、生検材料から手術材料まで』 (60 分) 

      京都大学医学部附属病院 病理診断科/総合解剖センター 吉澤 明彦 先生 

 

講演 4『肺癌のゲノム診断』 (90 分) 

      国立がん研究センター中央病院 病理診断科科長 谷田部 恭 先生 

 

 講演 5『呼吸器細胞診の現状と未来～細胞診検体を用いた遺伝子検査を含めて～』 (60 分) 

国立がん研究センター中央病院 臨床検査科/病理診断科 澁木 康雄 先生 

 

 講演 6『 p53 抗体サーベイ結果報告 』 (60 分) 

   北陸大学 医療保健学部 佐藤 妃映 先生 

 

講演 7 ランチョンセミナー 『遺伝子パネル検査の現状と今後の課題』 (90 分) 

国立がん研究センター東病院 総合内科/先端医療科/腫瘍内科 内藤 陽一 先生 

共催：中外製薬株式会社 

 

※注 講演 7 のみ Live 配信となります。7 月 4 日（日）13：00～14：30 にリアルタイムで動画

配信を行います。オンデマンド配信は予定しておりませんのでご注意ください。 

 

【参加証明書、認定単位付与につきまして】 

講演 1～6 を視聴いただき、アンケートにお答えいただいた受講者には、認定単位を付与させてい

ただきます。参加証明書は会員ページから各自印刷可能です。細胞検査士クレジットのみ郵送さ

せていただきます。ご不明な点がございましたら研修会事務局までご連絡ください。 

 

＊日臨技生涯教育点数 専門教科 30 点が付与されます。 

＊本研修会は認定病理検査技師指定講習会単位【 A:40 B:30 C:10 D:10 】です。 

＊本研修会は細胞検査士の受講に際し、日本臨床細胞学会単位【 JSC 10 IAC 8 】です。 

 



【研修会の参加申込方法】 

日本臨床衛生検査技師会会員は、可能な限り日本臨床衛生検査技師会ホームページの 

「事前登録」にて参加申込みをしてください。 

 

 

 

   ↓ 

 

 

   ↓ 

 

 

   ↓ 

 

 

   ↓ 

日臨技ホームページから事前登録が困難な場合、参加申込み用紙に必要事項を記入のうえ、 

FAX または郵送にて研修会事務局までお送りください。 

 

【研修会参加費の納入について】 

日臨技 HP からの事前登録終了後、または FAX にて参加申込み用紙送信後、下記口座に 

研修会参加費 5,000 円(日臨技会員のみ申し込み可) をお振込み下さい。 

※お申し込み後 10 日以内にお振込みをお願いします。振込み確認をもって参加登録完了となりま 

す。 

※お振込みいただいた参加費は、返金いたしませんのでご了承下さい。 

日臨技 HP の「会員専用ページ」 

会員番号とパスワードを入力しログイン 

会員メニュー 参加申請 

事前参加申込 

「2021 年度 中部圏支部病理細胞検査研修会（行事番号：210000227 ）」を選択後、 

同ページの「行事情報」の上にある「≫事前参加申請」をクリックし参加登録を行い、 

「入力内容を保存して閉じる」をクリックしてください。 

その他、細胞検査士の方は JSC／IAC 番号、認定病理検査技師の方は登録番号についてもそれぞ

れ入力してください。 

［銀 行 名］ゆうちょ銀行 

［支 店 名］３１８：読み サンイチハチ（他行からの振り込みに必要） 

［預金種目］普通 

［口座番号］２１１３４６７ 

［口座名義］2021 年度中部圏支部病理細胞検査研修会 

  ＊ご本人確認のため、振込みの際に「受付番号＋氏名カナ」を記載してください 

＊ゆうちょ銀行間では 記号 13140 番号 21134671  をご指定ください 



【2021 年度中部圏支部 病理細胞検査研修会申込書（FAX・郵送用）】 

ふりがな  日臨技会員番号  

氏名  年齢・（性別）      （男・女） 

施設名  

 

 

施設住所 

〒 

 

TEL： 

FAX： 

 

E-mail 

（正確にご記入ください。ハイフン、アンダーバー等、必要に応じてふりがなをお願いします。） 

JSC・IAC 番号 

(有資格者のみ記入) 
JSC IAC 

認定病理検査技師番号

(有資格者のみ記入) 
 

  

  

 

 

研修会事務局 FAX 番号/076-213-5112(石臨技事務局) 


