
（一社）日本臨床衛生検査技師会会員各位 

平成 28 年度 第３回 北日本支部 病理部門研修会 

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 

 

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上げます。 

日本臨床衛生検査技師会 北日本支部は、平成 28 年 6 月 11 日（土）、12 日（日）の両日

に宮城県女川町において、平成 28 年度 北日本支部 病理部門研修会を下記のとおり開催

することとなりました。 

会員の皆様におかれましては、ご多忙とは存じますが、多数のご参加をいただきますよ

うお願い申し上げます。 

記 

【テーマ】 『病理の新技術と精度管理』 

 

【日 時】 平成 28 年 6 月 11 日（土）13：00 ～ 12 日（日）12：10 

【場 所】 華夕美  （住所）宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字天王 130 

【定 員】 150 名 

 

【受講料】 会員：6,000 円    非会員：7,000 円 

 

【申込締切】 平成 28 年 4 月 28 日 

 

【参加申込方法・宿泊等】 別紙参照 

 

【研修会事務局】 

東北大学病院 病理部 

今野かおり 

kaori.konno.e6@tohoku.ac.jp 

TEL：022-717-7443  FAX：022-273-5976 

 

＊本研修会は「日臨技認定病理検査技師更新指定研修会」に指定されています。 

※細胞検査士の受講に際し、日本臨床細胞学会クレジットが取得できるよう申請中です。 

mailto:kaori.konno.e6@tohoku.ac.jp
tel:022-717-7443


【日 程】 １日目 

６月１１日（土） １２：００： 受付開始 

１３：００ ～ １３：１０： 開講式 

１３：１０ ～ １４：３０： 技術講演.１ 

座長 盛岡赤十字病院 医療技術部 病理技術課 水野 幸人 技師 

「特殊染色と自動化」 

①「ＰＡＭ染色における用手法と自動染色機の比較検討」 

               JCHO 仙台病院 病理部 伊藤 佳子 技師 

②「H.pylori 染色の検討－宮臨技精度管理調査報告から－ 

～自動染色機によるワルチン・スターリー染色の評価も含めて～」 

     宮城県対がん協会 がん検診センター検査課 佐藤 しげみ 技師 

③「HE 染色の自動化は、何のために必要か？」 

山形大学医学部付属病院 病理部 鈴木 俊紀 技師 

 

１４：４０ ～ １５：４０： 教育講演.１ 

座長 弘前市医師会健診センター 検査課 中村 洋子 技師 

「BEAMing 法の癌分野における Liquid Biopsy への応用可能性」 

（株）シスメックス ライフサイエンスプロダクトエンジニアリング本部 中村健一氏 

 

１５：５０ ～ １６：５０： 技術講演.２ 

座長 新潟医療福祉大学 臨床技術学科 池上 喜久夫 技師  

「病理の新技術の実際」 

①「当院における遺伝子検査」 

国立病院機構仙台医療センター臨床検査科 真山 晃史 技師 

②「当院におけるラピートの使用経験と今後の可能性」 

       仙台厚生病院臨床検査センター病理診断・臨床検査科 諸橋 彰 技師 

③「二次元バーコード管理による病理検査管理システムの実際 

～作業工程の効率化とトレーサビリティー～」 

                  大崎市民病院臨床検査部 戸村 弘樹 技師 

 

１７：００ ～ １８：００： 教育講演.２ 

座長 山形大学医学部付属病院 病理部 鈴木 俊紀 技師 

「病理診断の新技術－テレパソロジーの現状と展望―」 

東北大学病院 特命教授 がんセンターテレパソロジーセンター長 渡邉みか 先生 

 

※ 研修会 1 日目終了後、情報交換会を行います 



【日 程】 ２日目 

６月１２日（日） 

８：３０ ～ ９：３０： 教育講演.３ 

座長 秋田赤十字病院 病理部 浅利 智幸 技師 

「膵胆道疾患における検体採取方法に対応した組織・細胞診断 

～新規胆管生検デバイス「Trefle」の有用性を含め～」 

                 東北大学病院病理部 助教 藤島 史喜 先生 

 

９：３０ ～ ９：５０： 休憩   機器展示 

 

９：５０ ～ １０：５０： 技術講演.３ 

座長 公立藤田総合病院 臨床検査室病理 加井 丈治 技師 

「宮城県臨床検査技師会病理部門における精度管理事業の実際」 

①「宮城県臨床検査技師会による病理部門精度管理調査の活動報告」 

               宮城県立こども病院 検査部 髙﨑 健司 技師 

②「宮城県臨床検査技師会による細胞診部門精度管理調査の活動報告」 

                東北薬科大学病院 病理部 早坂 裕美 技師 

 

１１：００ ～ １２：００： 特別講演. 

座長 前山形大学医学部 病理診断学講座 鈴木 一志 技師 

 （仮）「災害医療について」 

 

１２：００ ～ １２：１０： 閉講式 

 

＊閉講式において、「終了証書」、「認定更新承認研修会 参加証明書（認定病理検査

技師）」、「日本臨床細胞学会クレジット」を発行する予定です。 

＊認定病理検査技師の方は参加申し込みの際、備考欄に認定病理検査技師番号を記載

ください。 

❋細胞検査士の方は参加申し込みの際、 備考欄に JSC 及び IAC の No.を記載くだ

さい。 

 

【送迎バスのご案内】 

仙台駅⇔華夕美 間におきまして送迎バス（予約制）を運行いたします。 

（往路）10：50 仙台発  （復路）12：30 華夕美発 

＊ご希望の方は、日臨技ＨＰより事前登録後、ＦＡＸで申し込みください。 

 



研修会の参加申込方法 

日臨技会員は、可能な限り日本臨床衛生検査技師会のホームページの「事前登録」にて

参加申込をして下さい。 

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 

    ↓ 

「生涯教育」の「事前登録」 

    ↓ 

「平成 28 年度 北日本支部 病理部門研修会（行事コード：160000355）」を選択後、 

「事前参加」をクリックし参加登録をして下さい。 

 

❋宿泊及び情報交換会出席 希望の方は、下記の宿泊・情報交換会案内をご確認の上、 

 備考欄に 宿泊の場合：宿泊   情報交換会のみ出席の場合：情報交換会 

 と記載ください。 

＊認定病理検査技師の方： 備考欄に認定病理検査技師番号を記載ください。 

❋細胞検査士の方： 備考欄に JSC 及び IAC の No.を記載ください。 

＊送迎バス希望の方は、日臨技ＨＰより事前登録後、（事前登録済み：送迎バス希望）

に○を付け、バス往復または往路、復路を選んでＦＡＸにて申し込み下さい。 

【日臨技 HP から事前登録が困難な場合のみ、参加申し込み用紙に必要事項を記載の

上 FAX にてお送りください。】 

 

研修会参加費について 

 日臨技 HP からの事前登録終了後、または FAX にて参加申込用紙送信後、参加費ま

たは参加費と宿泊費または懇親会費を合わせた額を下記の口座にお振込み下さい。 

 [金融機関名] ゆうちょ銀行 

 [記号] 18100 [番号]   37050601 [名義] 今野 かおり  

 他金融機関からの振込は 

 [店名] 八一八（読み ハチイチハチ） 

 [店番] 818 [預金種目] 普通預金 [口座番号]  3705060  

❋手数料は各自でお願いします。 

宿泊・情報交換会 案内 

                参加費のみ          6,000 円 

宿泊先 ： 華夕美      宿 泊（情報交換会込）   19,000 円 

情報交換会： 華夕美      情報交換会のみ       16,000 円 



平成 28 年度 第３回日臨技北日本支部病理部門研修会 参加申込書 

FAX：022-273-5976 東北大学病院 病理部 今野かおり 宛  

（事前登録済：送迎バス希望 ・ 未登録 ） 
所属施設情報 

都道府県  日臨技施設コード  

施設名・部署名  

電話番号  FAX 番号  

 

参加者情報 

氏名  性別 M・F 名簿記載 可・不可 

氏名フリガナ  細胞検査士(JSC)  

日臨技会員番号  細胞検査士(IAC)  

宿泊・情報交換会・バス 宿泊・情報交換会のみ参加・不要 ・ バス（往復・往路・復路） 

E-mail アドレス  

 

氏名  性別 M・F 名簿記載 可・不可 

氏名フリガナ  細胞検査士(JSC)  

日臨技会員番号  細胞検査士(IAC)  

宿泊・情報交換会・バス 宿泊・情報交換会のみ参加・不要 ・ バス（往復・往路・復路） 

E-mail アドレス  

 

氏名  性別 M・F 名簿記載 可・不可 

氏名フリガナ  細胞検査士(JSC)  

日臨技会員番号  細胞検査士(IAC)  

宿泊・情報交換会・バス 宿泊・情報交換会のみ参加・不要 ・ バス（往復・往路・復路） 

E-mail アドレス  

 


