（一社）日本臨床衛生検査技師会
会 員 各 位
（一社）日本臨床衛生検査技師会 北日本支部
支部長 伊藤 茂雄（公印略）

平成 27 年度 北日本支部血液検査部門研修会
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：
（一社）宮城県臨床検査技師会
（一社）日本臨床衛生検査技師会 北日本支部は、平成 27 年 9 月 12 日（土）
、13 日（日）に
宮城県仙台市において血液検査部門研修会を開催いたします。
会員の皆様におかれましては、ご多忙とは存じますが、多数のご参加をお願い申し上げます。

「血液検査の体幹を鍛える！」
【期日】平成 27 年 9 月 12 日(土)12 時 00 分 ～13 日(日)12 時 00 分
【会場】東北大学医学部臨床大講堂
〒980-8574 仙台市青葉区星陵町 1-1

【定員】120 名
【受講料】 会員：6,000 円
非会員：7,000 円
【申込期間】平成 27 年 7 月 13 日(月)～8 月 21 日(金)
【申込方法】下記必要事項を記入の上、Ｅメールでお申し込みください。Ｅメールでの申し
込みが困難な場合は、参加申込書(FAX 用)に必要事項を記入の上、FAX でお申し込みく
ださい。
＜必要事項＞
1)日臨技会員番号 2)所属技師会 3)氏名・フリガナ 4)施設名・部署 5)住所
6)電話番号 7)FAX 番号 8)Ｅメールアドレス 9)意見交換会参加の有無
10)ランチョンセミナー参加の有無 11)ホテル予約必要の有無
12)ホテル予約必要時のホテル選択(第 1～3 希望まで、FAX 申込書参照)
＜お申込み先＞

宮城県臨床検査技師会 〒984-0075 仙台市若林区清水小路 5-6 エステート五橋 704 号
E-mail：miyarin@miyagi-ringi.org TEL：022-723-4896 FAX：022-723-4901
申込状況等は事務所にお問い合せください。 TEL：022-723-4896

【参加費】
参加費は事前振込といたします。
参加申込み後、参加費を下記の口座に「○○(県名) ○○(氏名)」でお振込みください。

七十七銀行 上杉支店 普通９０２８３５８
名義 一般社団法人宮城県技師会 会長 齋藤 和栄
【問合わせ先】菅原 新吾
東北大学病院 検査部
TEL：022-717-7381
E-mail：hbbmiyaringi@gmail.com
日臨技生涯教育研修制度

一般教育研修課程

専門教科

点数 30 点

＊会員証を忘れずにお持ちください
平成 27 年度 北日本支部 血液検査部門研修会プログラム

テーマ「血液検査の体幹を鍛える！」
日時：平成 27 年 9 月 12 日（土）

時 間

会場：東北大学医学部臨床大講堂

プログラム・講師

11：00〜

受付開始

12：00〜13：00

ランチョンセミナー
「BCR-ABL をはじめとする血液分野の遺伝子検査の話題と展望」
シスメックス㈱ 学術研究部
岩崎 陽介 先生

13：00～13：10

開講式

13：10～14：10

14：15～15：15

第1講
「これからの体腔液検査．一般と血液検査の連携」
弘前市立病院 臨床検査科
石山 雅大 技師
第2講
「日臨技勧告法から 20 年 -血液形態標準化合同案決定-」
北楡会札幌北楡病院 診療情報管理室
三浦 玲子 技師

15：15～15：40

画像サーベイとアンケート

15：40～15：50

休憩

15：50～16：50

第3講
「血液形態検査から見えるものを増やそう－骨髄検査を中心に－」
NTT 東日本関東病院 臨床検査部
後藤 文彦 技師

16：50～17：00

休憩

17：00～18：00

特別講演
「血液検査を超えて・・・」
山形大学大学院医学系研究科 血液･細胞治療内科学講座
石澤 賢一 先生

19：00～

意見交換会（参加費 4000 円程度 希望者のみ別途申込み）

日時：平成 27 年 9 月 13 日（日）

時 間

9：00～9：30
9：30～9：40
9：40～10：40

10：45～11：45
11：45〜12：00

会場：東北大学医学部臨床大講堂

プログラム・講師
第４講
「スマートフォンによる顕微鏡写真の撮影法と画像編集法」
仙台医療センター臨床検査科 伊東 貴美 技師
東北大学病院検査部 菅原 新吾 技師
休 憩
第５講
「凝固検査のトピックス」
第６講
「採血業務の重要性について」
積水メディカル株式会社 カスタマーサポートセンター
学術グループ長 市原文雄 先生
閉講式

留意事項・・・参加される方は，次の点にご留意ください。
1. 参加費は事前振込とし、領収書は当日受付時お渡しいたします。
2. ランチョンセミナーは申し込み（参加申込書参照）が必要となります。
※ランチョンセミナーは本研修会参加者を対象といたします。
3. 意見交換会は任意参加（参加申込書参照）で、参加費は別途申し受けます。
4. 当日のビデオ撮影や録音は原則禁止します。
5. 本研修会では講師、実務委員ともに軽装とさせていただきますので、参加される
皆様も軽装での参加に御協力ください。

宿泊先希望者(参加申込参照)以外の方は、各自で手配をお願いいたします。

申込締切：平成 27 年 8 月 21 日（金）

平成 27 年度 日臨技北日本支部 血液検査部門研修会
参加申込書（FAX 用）
E メールでの申込みが困難な場合は下記の必要事項をもれなく記入の上、Fax でお申し込みくださ
い。申込受付後、受け取り確認を E メールにて返信いたしますので、連絡を受け取れる E メールアド
レスを記入してください。尚、申込後 1 週間以上受付確認返信メールが届かない場合は、申込先事務
所(TEL：022-723-4896)までお問い合わせください。

申込締切は平成 27 年 8 月 21 日（金）です。

申込先 Fax：022-723-4901

一般社団法人 宮城県臨床検査技師会

日臨技会員番号

所属技師会

フリガナ
氏名
施設名・部署
〒

住所
電話番号

Fax 番号
※

E-mail アドレス
意見交換会

参加 ・ 不参加

ホテル予約

必要 ・ 不要

記入欄

部屋タイプ
シングル
禁煙(6804 円)
シングル
喫煙(6804 円)
ダブル
禁煙(7884 円)
ダブル
喫煙(7884 円)

部屋数

5
14
5
11

ホテル名

ランチョンセミナー

記入欄

部屋タイプ

東横ＩＮＮ

シングル

仙台駅西口中央

禁煙(7128 円)

東横ＩＮＮ

シングル

仙台駅西口中央

喫煙(7128 円)

参加 ・ 不参加

部屋数

34
33

ホテル名
東横ＩＮＮ
仙台東口１号館
東横ＩＮＮ
仙台東口１号館

東横ＩＮＮ

＊必要な方は希望するホテルの第 1～3 希望を記入欄に
「１～3」

仙台駅西口中央

で記入してください。ホテル選択がない場合はこちらで決定い

東横ＩＮＮ

たします。また先着順で記載部屋数分のみとなり、希望に沿え

仙台駅西口中央

ない場合もございますので、予めご了承ください。

※連絡は全て E-mail で行いますので必ず記入してください。
こちらには記入しないでください

受 付
番号

会場案内

臨床講義棟 2 階：臨床大講堂

会場までのアクセス
【仙台市営バス】
JR 仙台駅西口バスプール発 10、15、16 番のりば
「大学病院経由」または「交通局大学病院前」行き乗車
「大学病院前」下車。（約 20 分、180 円）
【仙台市営地下鉄】
JR 仙台駅より泉中央方面行きに乗車「北四番丁駅」にて下車（約 5 分、200 円）
北 2 出口より、山形方面へ徒歩 15 分
【タクシー】
JR 仙台駅タクシープールより
「東北大学医学部・星陵地区」で到着
約 10 分、1,300 円前後
※ 各所要時間は交通状況により異なります。

