
公社）東京都臨床検査技師会 2021 年 10 月予定表 

2021 年 10 月 1 日（金）～10 月 22 日（金） 

精度管理調査報告会 

会 場： HP 公開 

時 間： 10 月 1 日（金）0：00～10 月 22 日（金）23：59 

題 名： 2020 年度（令和 2 年度）都臨技精度管理調査報告 

1.CRP,Glu,HbA1c 報告（含ドライ） 

     2.Na,K,Cl,Ca,IP 報告（含ドライ） 

     3.T-Bil,UN,Crea,UA 報告（含ドライ） 

     4.TP,ALB,Fe,Mg 報告（含ドライ） 

     5.T-Cho,HDL-C,LDL-C,TG 報告（含ドライ） 

     6.AST,ALT,LD,ALP,γ-GT,CK,AMY,CHE,酵素ドライ項目報告 

     7.WBC,RBC,Hgb,PLT,MCV,白血球 5 分類報告 

     8.凝固検査報告（D ダイマー） 

     9.輸血検査報告 

     10.総括 

講 師： 1.横山 雄介 技師（東京慈恵会医科大学附属第三病院） 

 2.岡村 邦彦 技師（NTT 東日本関東病院） 

     3.柴田 真明 技師（心臓血管研究所付属病院） 

        4.調整中 

     5.石澤 毅士 技師（慶應義塾大学病院） 

     6.近岡 知剛 技師（日本大学医学部附属板橋病院） 

     7.栗原 正博 技師（NTT 東日本関東病院） 

     8.池田 千秋 技師（国立がん研究センター中央病院） 

     9.名倉 豊 技師（東京大学医学部附属病院） 

     10.荒木 秀夫 技師（日本大学病院） 

点 数： 基礎－20 点 ※設問への正答 8 割以上で登録実施 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（9/16～10/21） 

     都臨技のみ会員、学生会員の方は jthiga@outlook.jp へ            

      メールで題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

     お申し込みください 

連絡先： 03-3293-1711 PHS 5806（荒木秀夫 日本大学病院） 

2021 年 10 月 1 日（金） 

血液検査研究班  

会 場： Web 開催  

時 間： 19：00～20：30 

題 名： ISO15189 認定取得から考える血液検査室 

講 師： 大山 貴司 技師（東京都済生会中央病院） 

     出野 健 技師（日本大学医学部附属板橋病院） 

点 数： 基礎－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です 

都臨技のみ会員、学生会員の方は tmamt-ketsueki@tmamt.or.jp へ 

メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

お申し込みください 

連絡先：  03-3547-5201 PHS 2035（池田千秋 国立がん研究センター中央病院） 

2021年10月8日（金） 

生理検査研究班 

会 場： Web開催 

時 間： 19：00～20：10 

題 名： どこまで活用してる？新しい心エコーのガイドライン 

～当院ではこう使ってます～ 

講 師： 仲倉 佳子 技師（東京都保健医療公社 豊島病院）  

点 数： 専門－20点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（9/8開始） 

     都臨技のみ会員、学生会員の方はtmamt-seiri@tmamt.or.jpへ（9/8開始） 

         メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

お申し込みください（参加人数調整のため、上記メールによる申し込みは 

9/28までとさせていただきます） 

連絡先：  03-3342-6111（秋山 忍 東京医科大学病院） 

mailto:学生会員の方はtmamt-seiri@tmamt.or.jp
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2021 年 10 月 9 日（土） 

病理細胞診研究班 

会 場： Web 開催 

時 間： 14：00～18：00 

題 名： 特別講習会 細胞診スライドカンファレンス 

講 師： 研究班幹事 

点 数： 専門－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（9 月中旬開始） 

     都臨技のみ会員、学生会員の方は病理細胞診研究班ホームページの詳細をご確認

の上、お申し込みください。お問い合わせは tmamt-byori@tmamt.or.jp へ。 

連絡先： 03-3570-0334（池畑浩一 （公財）がん研究会有明病院） 

2021 年 10 月 15 日（金） 

微生物検査研究班 

会 場： Web 開催 

時 間： 18：30～20：00 

題 名： やさしく学ぼう！菌の基礎知識  「病原体核酸検査」 

講 師： 山田 景土 技師（東邦大学医療センター大森病院）   

点 数： 専門－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（9/1 開始） 

都臨技のみ会員、学生会員、賛助会員の方は下記 URL よりお申し込み下さい 

https://forms.gle/easb3ESPLcxoMFKr9 

県外からの参加希望者など都臨技非会員の方の対応を検討中です。対応が決まり

ましたら HP にて公表いたします。 

申し込み締め切りは 10/14  24 時まで。開催日前日、当日午前中に必ず Zoom 

ウェビナー事前登録のお知らせを一斉送信します。届いていない方は下記研究班

メールまでご連絡下さい。 

連絡先： 研究班メール tmamt-biseibutsu@tmamt.or.jp 

03-3815-5411 内線 35028（三澤慶樹 東京大学医学部附属病院） 

2021 年 10 月 19 日（火） 

臨床化学・血清免疫検査研究班合同研修会 

会  場： Web 開催 

時  間： 18：30～19：30 

題  名： テーマ「がん専門病院における非特異反応の発生状況について」 

講  師： 関田 綱基 技師（（公財）がん研究会有明病院 臨床検査センター） 

点  数： 専門－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（9/20 開始） 

都臨技のみ会員、学生会員の方は tmamt-kagaku@tmamt.or.jp へ 

メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

お申し込みください（参加人数調整のため、上記メールによる申し込みは 

10/7 までとさせていただきます） 

連絡先： 03-3433-1111 内線 5247（宮本博康 東京慈恵会医科大学附属病院） 
2021 年 10 月 21 日（木） 

生理検査研究班 

会 場： Web 開催 

時 間： 19：00～20：10 

題 名： （仮題）呼吸機能検査データと呼吸器疾患 

講 師： 高井 大哉 先生（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院） 

点 数： 専門－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（9/21開始） 

     都臨技のみ会員、学生会員の方はtmamt-seiri@tmamt.or.jp  へ（9/21開始） 

         メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

         お申し込みください（参加人数調整のため、上記メールによる申し込みは 

10/10までとさせていただきます） 

連絡先： 03-3339-2121 内線 203104（高野小百合 河北総合病院） 

https://forms.gle/easb3ESPLcxoMFKr9
mailto:tmamt-biseibutsu@tmamt.or.jp
mailto:学生会員の方はtmamt-seiri@tmamt.or.jp
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2021 年 10 月 22 日（金） 

血液検査研究班 

会 場： Web 開催  

時 間： 19：00～20：30 

題 名：  骨髄像鏡検 基本から症例の見方 

講 師： 田村 孝子 技師（東京女子医科大学病院） 

点 数： 基礎－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です 

          都臨技のみ会員、学生会員の方は tmamt-ketsueki@tmamt.or.jp へ 

メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

お申し込みください 

連絡先：  03-3547-5201 PHS 2035（池田千秋 国立がん研究センター中央病院） 

2021 年 10 月 28 日（木） 

一般検査研究班 

会 場： Web 開催 

時 間： 19：00～20：30 

題 名： 日臨技フォトサーベイの解説  

～赤血球形態と正解率の低い成分の解析～ 

講 師： 小林 紘士 技師（日本医科大学付属病院） 

服部 亮輔 技師（日本大学病院） 

点 数： 専門－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です。（9/15 開始） 

都臨技のみ会員、学生会員、賛助会員の方で参加を希望する方は、

https://forms.gle/6VyzzFcjfGttN6de6 からお申し込みください 

連絡先： 03-3972-8111 内線 8817（福田嘉明 日本大学医学部附属板橋病院） 

公社）東京都臨床検査技師会 2021 年 11 月予定表 

2021 年 11 月 11 日（木） 

血液検査研究班  

会 場： Web 開催  

時 間： 19：00～20：30 

題 名： 悪性リンパ腫 (仮) 

講 師： 伊豆津 宏二  先生（国立がん研究センター中央病院） 

点 数： 専門－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です 

都臨技のみ会員、学生会員の方は tmamt-ketsueki@tmamt.or.jp へ 

メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

お申し込みください 

連絡先：  03-3547-5201 PHS 2035（池田千秋 国立がん研究センター中央病院） 

2021年11月12日（金） 

生理検査研究班 

会 場： Web開催 

時 間： 19：00～20：10 

題 名： 症例から考える、下肢静脈エコー検査 

講 師： 秋山 忍 技師（東京医科大学病院）  

点 数： 専門－20点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（10/12開始） 

     都臨技のみ会員、学生会員の方はtmamt-seiri@tmamt.or.jpへ（10/12開始） 

         メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

お申し込みください（参加人数調整のため、上記メールによる申し込みは 

11/2までとさせていただきます） 

連絡先：  042-365-1211（近藤昌知 府中恵仁会病院） 

mailto:学生会員の方はtmamt-seiri@tmamt.or.jp
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2021 年 11 月 16 日（火） 

臨床化学検査研究班 

会  場： Web 開催 

時  間： 18：30～19：45 

題  名： R-CPC（急性呼吸不全を来した 60 代女性） 

講  師： 越智 小枝 先生（東京慈恵会医科大学 臨床検査医学講座 准教授） 

点  数： 専門－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（10/17 開始、11/9 締切） 

都臨技のみ会員、学生会員の方は tmamt-kagaku@tmamt.or.jp へ 

メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

お申し込みください（参加人数調整のため、上記メールによる申し込みは 

11/2 までとさせていただきます） 

連絡先： 03-3433-1111 内線 5247（宮本博康 東京慈恵会医科大学附属病院） 
2021 年 11 月 17 日（水） 

生理検査研究班 

会 場： Web 開催 

時 間： 19：00～20：10 

題 名：  運動負荷試験のせかい ～総論編～ 

講 師： 長山 医 技師（（公財）心臓血管研究所付属病院） 

点 数： 専門－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（10/17開始） 

      都臨技のみ会員、学生会員の方はtmamt-seiri@tmamt.or.jp へ（10/17開始） 

          メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

     お申し込みください（参加人数調整のため、上記メールによる申し込みは 

11/7までとさせていただきます） 

連絡先： 03-3339-2121 内線 203104（高野小百合 河北総合病院） 

2021 年 11 月 18 日（木） 

免疫血清検査研究班研修会 

会 場： Web 開催 

時 間： 18：30～19：30 

題 名： C 型肝炎撲滅に向けた臨床検査部の役割 

～北里大学病院における HCV 陽性患者の現状認識 

および肝炎対策における診療部門との連携体制～ 

講 師： 狩野 有作 先生（北里大学医学部臨床検査診断学） 

点 数： 専門－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（10/11 日開始予定） 

都臨技のみ会員、学生会員の方は tmamt-meneki@tmamt.or.jp へ 

メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

お申し込みください（参加人数の調整のため、上記メールによる申し込みは 

     11/12 までとさせていただきます） 

連絡先： 03-3364-0251 内線 2264（桜庭尚哉 JCHO 東京山手メディカルセンター） 

2021 年 11 月 19 日（金） 

微生物検査研究班 

会 場： Web 開催 

時 間： 18：30～20：00 

題 名： 「進化する微生物 対抗する医療」 

講 師： 櫻井 隆之 先生（NTT 東日本関東病院 感染症内科部長）  

点 数： 専門－20 点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申込みが必要です（10 月中旬開始） 

都臨技のみ会員、学生会員、賛助会員の方は下記 URL よりお申し込み下さい。 

https://forms.gle/Kfv38tgCJh4sAeiN6 

県外からの参加希望者など都臨技非会員の方の対応を検討中です。対応が決まり

ましたら HP にて公表いたします。 

申込み締め切りは 11/18 24 時まで。開催日前日、当日午前中に必ず Zoom ウェ

ビナー事前登録のお知らせを一斉送信します。届いていない方は下記研究班メー

ルまでご連絡下さい。 

連絡先： 研究班メール tmamt-biseibutsu@tmamt.or.jp 

03-3815-5411 内線 35028（三澤慶樹 東京大学医学部附属病院） 

mailto:学生会員の方はtmamt-seiri@tmamt.or.jp
mailto:tmamt-meneki@tmamt.or.jp
https://forms.gle/Kfv38tgCJh4sAeiN6
mailto:tmamt-biseibutsu@tmamt.or.jp
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2021 年 11 月 21 日（日） 

一般検査研究班 

会 場： Web 開催 

時 間： 13：00～18：30（12：50 より入室可能） 

題 名： 2021 年度都臨技一般検査スキルアップ Zoom 研修会 

 （認定一般検査技師資格更新のための承認講習会 申請中） 

①体液検査関連講演（タイトル未定） 

②尿沈渣検査（ポドサイトを中心に）関連講演（タイトル未定） 

③形態観察！尿沈渣から想像できること 

④泌尿器疾患医師講演（タイトル未定） 

⑤参加型尿沈渣フォトクイズ（赤血球形態） 

講 師： ①常名 政弘 技師（東京大学医学部附属病院） 

②横山 千恵 技師（筑波大学附属病院） 

③山下 美香 技師（広島赤十字・原爆病院） 
④飯塚 淳平 医師（東京女子医科大学病院 泌尿器科） 

⑤研究班幹事 

点 数： 専門－20 点 

認定一般検査技師 日臨技認定更新指定研修会（一般検査）申請中 

募集人数：事前登録制 240 名募集（都臨技会員 180 名 都臨技非会員 60 名） 

参加費： 都臨技会員 1000 円 都臨技非会員 2000 円 

その他： 研究班ホームページから事前参加申し込みが必要です（10/1 12：00 開始） 

      https://tmamt.or.jp/ippan/ 

連絡先： 03-3972-8111 内線 8817（福田嘉明 日本大学医学部附属板橋病院） 

公社）東京都臨床検査技師会 2021 年 12 月予定表 

2021年12月9日（木） 

生理検査研究班 

会 場： Web開催 

時 間： 19：00～20：10 

題 名： 診断、治療につながる乳房超音波検査 

講 師： 壬生 明美 技師（川口市立医療センター）  

点 数： 専門－20点 

その他： 日臨技の会員ページから事前参加申し込みが必要です（11/9開始） 

     都臨技のみ会員、学生会員の方はtmamt-seiri@tmamt.or.jpへ（11/9開始） 

         メールで開催日、題名、会員番号、氏名、所属、メールアドレスを記載の上 

お申し込みください（参加人数調整のため、上記メールによる申し込みは 

11/29までとさせていただきます） 

連絡先：  03-3342-6111（秋山 忍 東京医科大学病院） 

mailto:学生会員の方はtmamt-seiri@tmamt.or.jp

