令和元年 6 月吉日
会員各位
日本臨床衛生検査技師会北日本支部
支部長
山寺 幸雄
（公印略）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 日臨技北日本支部研修会
「生物化学分析部門研修会」開催案内
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
主 催：(一社)日本臨床衛生検査技師会 北日本支部
実務担当技師会：秋田県臨床検査技師会
謹啓
時下、会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、令和元年度日本臨床衛生検査技師会北日本支部「生物化学分析部門研修会」を下記の日
程にて開催いたします｡本研修会は『精度管理から質管理へ ～新・臨床検査技師を目指して～』を
テーマとし、臨床化学・免疫化学検査に従事する上で必要な基礎知識の習得、更に臨床や研究へ貢
献できる臨床検査技師の育成を目的に企画いたしました。
つきましては、業務多忙とは存じますが奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
謹白
【テーマ】
「精度管理から質管理へ

～新・臨床検査技師を目指して～」

【日 時】令和元年 9 月 14 日（土）13：00 ～ 15 日（日）12：00
【場 所】秋田大学医学部付属病院 2 階 多目的室
秋田市広面字蓮沼 44-2
【定 員】80 名
【受講料】会員 5,000 円 賛助会員 5,000 円 非会員 6,000 円
【生涯教育】専門教科 30 点
【認定更新指定研修会】認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師制度更新 10 単位(A+B)
【情報交換会】9 月 14 日(土) 19:15～21:15
会場：秋田ビューホテル 12F スカイグリルブッフェレストラン 空桜(SORA)
秋田市中通 2-6-1 （TEL:018-832-1111）
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【日 程】
≪１日目≫ ９月１４日（土）
12：30 受 付
13：00 開講式／オリエンテーション
13：10 メーカー講演 1
『免疫検査におけるサード・パーティー・コントロール使用上の注意点』
講師：植村 康浩先生（バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）
13：40 特別講演 1
『免疫化学検査の標準化および調和化（ハーモナイゼーション）のストラテジー』
講師：桑 克彦 先生（一般社団法人 臨床検査基準測定機構）
14：50 休憩
15：00 特別講演 2
『肺癌の臨床経過と腫瘍マーカー』
講師：竹田 正秀 先生（秋田大学大学院医学系研究科医学専攻 呼吸器内科学講座）
16：10 休憩
16：20 特別講演 3
『内分泌学的データを読み解く』
講師：二川原 健 先生（つがる総合病院）
17：30 終了
19：15 情報交換会
≪２日目≫ ９月１５日（日）
8：30 受 付
9：00 メーカー講演 2
『精度管理責任者育成講習会ｅラーニングについて』
講師：市原 文雄 先生（積水メディカル株式会社）
9：30 教育講演 1
『臨床検査室の品質保証
～認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師の initiative～』
講師：小堺 利恵 技師（東北医科薬科大学病院 検査部）
10：10 休憩
10：20 メーカー講演 3
『JSCC 法から IFCC 法へ～ALP、LD の試薬切り替えへの取組み』
講師：中尾 友作 先生（株式会社シノテスト）
10：50 教育講演 2
『今後用いる IFCC 対応試薬の使用経験
～アイソザイムの違いによる測定値への影響について～』
講師：梅森 祥央 技師（札幌医科大学附属病院 検査部）
11：30～12：00 閉講式 修了証書授与
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研修会事務局
〒010-8543 秋田市広面字蓮沼 44-2
秋田大学医学部附属病院 中央検査部 山本 梨絵 （実務責任者）
Tel：018-834-1111（内線 2447） FAX：018-884-6201
E-mai：kamadari@hos.akita-u.ac.jp

申込み専用：kitanihon.seika@gmail.com

申込み方法：日臨技ホームページの会員専用ページから事前登録を行ってください。
日臨技ＨＰ http://www.jamt.or.jp/

日臨技ホームページ ⇒ 会員専用ページ ⇒ 参加申請 ⇒ 事前参加申込

※ 他職種の方、またはホームページからの登録が困難な方は、FAX 申込書に必要事項を
ご記入の上、Fax にてお申込みください。Fax：018-884-6201
申込み受付期間： 令和元年 6 月 24 日（月）〜 令和元年 8 月 23 日（金）
参加費振込：受講受付メールを受信後に参加費を振り込んでください。
振込期限 令和元年 8 月 23 日（金）
振込口座 秋田銀行 広面支店 普通 1061745
日臨技北日本支部研修会 会計 山本梨絵
※ いったん納入された受講料はいかなる理由があっても返金いたしません。
※ 振り込み手数料は各自ご負担ください。
※ 申込後のキャンセルや変更は、出来る限りないようにお願いいたします。
キャンセルされる場合は、必ず研修会事務局へご連絡ください。
情報交換会参加費（任意）：5,000 円 当日集金させていただきます。
宿泊：参加者各自でお願いいたします
研修会に関する連絡はすべてメールで行います。迷惑メール対策などの設定を行っている場合
は、事務局及び研修会実務責任者からのメール受信を許可に設定してください。
設定方法は各自でご確認願います。
※ 尚、FAX で申し込まれる方も、必ずメールアドレスをご記入ください。
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ホームページから事前参加申し込みができない方はご利用ください。

日臨技

北日本支部研修会

参加申込用紙

FAX 送付先：秋田大学医学部附属病院 中央検査部
FAX：018-884-6201

山本

梨絵

申し込み締め切り：令和元年 8 月 23 日（金）
A：FAX または郵送での申込み
下記の申込書に必要事項をご記入の上、事務局まで FAX または郵送にて研修会事務局
まで直接お申し込み下さい。後日受領確認案内をお申し込み頂いた FAX または郵送に
てご案内します。
所属県名
日臨技会員番号 or 職種
漢字氏名（ふりがな）
施設名
所属部署
施設住所（連絡先）

〒

電話番号/FAX 番号
連絡用 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
情報交換会参加

有

・

無

B：E メールでの申込み
1) 所属県名 2) 日臨技会員番号あるいは職種 3) 漢字氏名(ふりがな） 4) 施設名
5) 所属部署 6) 施設住所 7) 電話番号 8) FAX 番号 9) 連絡 E メールアドレス
10) 情報交換会参加の有無
以上 1)～10)を列記し下記アドレスへメール送信してください。
受付確認返信メールがない場合は、事務局までお問い合わせ下さい。

kitanihon.seika@gmail.com
このアドレスは、申込み専用です。
宿泊の手配は、参加者各自でお願い致します。
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秋田大学医学部附属病院までの交通アクセス

西
口

東
口

秋田駅からの交通手段
○ バス利用：約 10～20 分
路線名

乗車口

番線

出発時間（往路）

大学病院発（復路）

赤沼、太平、

秋田駅西口

11 番

8：10

11：58

17：48

12：40 12：16

18：08

12：25

17：50

12：10

松崎団地線
手形山経由

秋田駅西口

12 番

12：00

9：00

大学病院線
赤沼線

8：20

秋田駅東口

2番

片道料金
250 円
250 円

18：20

8：05

12：05

12：20

18：20

○ タクシー利用：約 10～15 分 料金 1,500～1,600 円（東口より乗車）
○ 自家用車で来られる方へ
下図の外来用駐車場ではなく、病院裏の職員用駐車場をご利用ください。

職
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員

用

駐

車

場

220 円

