
 

都臨技行事予定表  

2017 年 11 月～2018 年 1 月

受講料の提示がない場合 

会員：無料 

非会員：1,000 円   

学生会員・無料（研修会会場で入会手続きができます）

参加者は会員証を必ずお持ち下さい。受付にて必ず会員番号をお書き下さい。記載の無い場合は 

生涯教育の履修点数として認められません。 

＜注意事項＞[日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位取得証明学会・研修会等出席証明書]への

主催者印の押印は必ず当日会場にて受けてください。 
1) 開催時間, 2)点数, 3)題名, 4)講師, 5)会場,6)連絡先電話番号, 7)会費･その他連絡事項  
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公社）東京都臨床検査技師会2017年11月予定表 

2017年11月9日（木） 

免疫血清検査研究班   

１） 18：30～20：00 

２） 専門－20点 

３） 免疫検査における注意点について 

４） 阿部 正樹 技師（東京慈恵医科大学附属第三病院）

５） 東京医科歯科大学 3号館3階医学科講義室2 

６） 03-3342-6111 院内mobile63817 

（早川瑞穂 東京医科大学病院） 

2017年11月10日（金） 

生理検査研究班 

１） 19：00～21：00 

２） 専門－20点 

３） 基礎から学ぶ腹部エコーの走査  

－超音波の特性を描出に活かす－ 

４） 丸山 勝 技師（東京逓信病院） 

５） 独立行政法人国立青少年教育振興機構 

国立オリンピック記念青少年総合センター  

センター棟310号室 

６） 042-365-1211 内線7944 

（近藤昌知 医療法人社団恵仁会府中恵仁会病院） 

７） 生理検査研究班ホームページもご参照ください 

2017年11月11日（土） 

第20回都臨技フォ－ラム 都民公開講座 

１） 14：00～15：45 

２） 基礎－20点 

３） 知って・学んで・伸ばそう健康寿命 

－医師・管理栄養士から学ぶ 糖尿病・動脈硬化－ 

４）  

①櫛山 暁史 先生 

（公益財団法人朝日生命成人病研究所附属医院） 

②上畑 陽子 先生（東京大学医学部附属病院） 

５） JCHO東京山手メディカルセンター 

６） 03-5814-6146（三橋 太 日本医科大学付属病院） 

７） 参加費無料 

2017年11月14日（火） 

第7回西支部学術研修会（生理） 

１） 19：00～20：30 

２） 基礎－20点 

３） 神経伝導検査 

４） 高橋 修 技師 

（慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室） 

５） 三多摩労働会館 3階大会議室 

６） 042-562-5511 

(寺島照国 東大和病院附属セントラルクリニック) 

７） 参加者は支部研修会テキストを必ずご持参ください 

2017年11月14日（火） 

一般検査研究班 

１） 18：30～20：00 

２） 専門－20点 

３） 一般検査と感染症診療：どのように利用されている

か？ 

４） 上原 由紀 先生（順天堂大学大学院医学研究科 感

染制御科学／総合診療科） 

５） 順天堂大学医学部  

10号館1階105カンファレンスルーム 

６） 03-3972-8111 

（福田嘉明 日本大学医学部附属板橋病院） 

2017年11月15日（水） 

いたばし健康まつり2017（北支部）  

１） 9：00～16：00 

３） 血管年齢測定 

５） 板橋区グリーンホール 101会議室 

６） 03-3972-8111 PHS8851 

（相馬 史 日本大学医学部附属板橋病院） 

2017年11月16日（木） 

血液検査研究班 

１） 19：00～20：30 

２） 専門－20点 

３） これで解決、「血液形態の不思議（総集編）」 

４） 中竹 俊彦 先生（元杏林大学保健学科）   

５） 東京大学医学部附属病院 中央診療棟Ⅱ 7階大会議室

６） 03-3815-5411内線35046 

(常名政弘 東京大学医学部附属病院） 

2017年11月17日（金） 

微生物検査研究班 

１） 18：45～20：15 

２） 専門－20点 

３） 恒例！微生物検査のピットホール  

４） 佐々木 十能 技師 

（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター） 

畑山 奈美 技師（帝京大学医学部附属病院） 

他 

５） 東京医科歯科大学 3号館18階保健衛生学講義室1 

６） 03-5577-3534 (下口和雄 日本大学病院） 



 

都臨技行事予定表  

2017 年 11 月～2018 年 1 月

受講料の提示がない場合 

会員：無料 

非会員：1,000 円   

学生会員・無料（研修会会場で入会手続きができます）

参加者は会員証を必ずお持ち下さい。受付にて必ず会員番号をお書き下さい。記載の無い場合は 

生涯教育の履修点数として認められません。 
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2017年11月18日（土） 

生理検査研究班  

１）  

(1)13：00～16：00 

(2)16：15～17：15 

２） 専門－20点 

３） ハンズオンセミナー  

「お待たせしました！基本をマスター 脳波検査」 

  (1)実技デモンストレーション 

  (2)講義「脳波検査の基礎知識 実践で困らないために」

４） (1)高橋 修 技師 

（慶応義塾大学医学部リハビリテーション医学教室） 

杉山 邦男 技師（東邦大学医療センター大森病院）

木崎 直人 技師（杏林大学医学部付属病院） 

小野澤 裕也 技師（北里大学病院） 

(2)小野澤 裕也 技師（北里大学病院） 

５） 日本光電 フェニックスアカデミー 

６） 03-3762-4151 内線3470 

（杉山邦男 東邦大学医療センター大森病院） 

７） 事前登録制：定員24名 (定員に達しました) 

受 講 料：会員4.000円 非会員8.000円 

応募要項等の詳細は、生理検査研究班ホームページでご確認

ください 

2017年11月18日（土） 

第2回学生対象講演会 

１） 14：00～17：00 

２） 基礎－20点 

３） これで安心！臨地実習 

４） (1)星野 真理 技師（東京都立広尾病院） 

   (2)森田 恵子 技師（杏林大学医学部付属病院） 

   (3)永瀬 昌史 技師（日本大学医学部附属板橋病院）

   (4)柴田 美南 技師（日本医科大学付属病院） 

   (5)小峰 麻衣 技師（NTT東日本関東病院） 

５） JCHO東京山手メディカルセンター 4階講堂 

６） 03-5814-6146（三橋 太 日本医科大学付属病院） 

017年11月18日（土） 

東京・千葉・埼玉合同臨床化学検査研究班研修会 

１） 15：00～17：30 

２） 専門－20点 

３） 脂質検査の最近の話題 

   講演1：各都県における脂質項目サーベイの現状 

   講演2：small dense LDLの臨床的意義と最近の話題に

ついて 

   講演3：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版の

改定ポイントについて 

４） 講演1： 

雨宮 将史 技師（千葉県救急医療センター） 

   竹島 秀美 技師（日本大学医学部附属板橋病院） 

   巖崎 達矢 技師（東松山医師会病院） 

   講演2：和久井 晶子 先生（デンカ生研株式会社） 

   講演3：市原 文雄 先生（積水メディカル株式会社）

５） 慶應義塾大学 医学部新教育研究棟3階講堂 

６） 047-438-3321（三末高央 船橋市立医療センター） 

７） 主催 千葉県臨床検査技師会  

参加費：500円 非会員 4,000円 

   共催 東京都臨床検査技師会、埼玉県臨床検査技師会

2017年11月21日（火） 

第6回南支部学術研修会（病理・細胞診） 

１） 19：00～20：30 

２） 基礎－20点 

３） 消化器領域超音波内視鏡下穿刺吸引（EUS-FNA）にお

ける検体の運用と実際 

４） 池端 浩一 技師（がん研有明病院臨床病理センター）

５） 東京慈恵会医科大学附属病院 大学1号館5階講堂 

６） 03-3444-1181（星野真理 東京都立広尾病院） 

７） 参加者は支部研修会テキストをご持参ください 

2017年11月22日（水） 

病理細胞診検査研究班 

１） 19：00～20：30 

２） 専門－20点 

３） 病理細胞診検査最近のトピックス 

講演１：肺がんにおけるPD-L1検査の重要性～これまでの足

跡と今後の展望 

講演２：PD-L1検査について 

講演３：HER2 FISH法の基礎とFISH法の転座への応用 

４）  

講演１：藤岡 直 先生（MSD株式会社） 

講演２：伊藤 亨子 先生（アジレント・テクノロジー株式

会社） 

講演３：今野 佳祐 先生（株式会社常光）  

５） 日本医科大学 教育棟2階講義室3 

６） 03-3823-2101 PHS65507 

（浅見英一 がん・感染症センター都立駒込病院） 
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2017年11月27日(月) 

第7回東支部学術研修会（微生物）  

１） 19：00～20：30 

２） 基礎－20点 

３） 呼吸器感染症の検査法 

４） 園部 一成 技師（東京医科歯科大学医学部附属病院)

５） すみだ産業会館 ９階会議室 

６） 03-3815-5411 PHS37757 

（宿谷賢一 東京大学医学部附属病院） 

７） 参加者は支部研修会テキストを必ずご持参下さい 

2017年11月28日（火） 

生理検査研究班 

１） 19：00～20：30  

２） 専門－20点 

３） 循環器疾患における睡眠検査の重要性について 

４） 鈴木 真由美 先生（東京女子医科大学睡眠科） 

５） 東京女子医科大学 臨床講堂 Ⅱ 

６） 03-.3964-1211内線32307 

（富原 健 帝京大学医学部附属病院） 

７） 生理検査研究班ホームページもご参照ください 

2017年11月29日（水） 

第7回北支部学術研修会（免疫血清検査）   

１） 19：00～20：30（受付18：30～） 

２） 基礎－20点 

３） イムノアッセイの基礎と梅毒について 

４） 早川 瑞穂 技師（東京医科大学病院） 

５） 日本大学医学部 リサーチセンター4階ホール 

６） 03-3972-8111 PHS8851 

（相馬 史 日本大学医学部附属板橋病院） 

７） 参加者は支部研修会テキストを必ずご持参ください 

公社）東京都臨床検査技師会2017年12月予定表 

2017年12月6日（水） 

第8回東支部学術研修会（輸血）  

１） 19：00～20：30 

２） 基礎－20点 

３） 輸血検査の基礎 血液型 

４） 名倉 豊 技師 (東京大学医学部附属病院) 

５） すみだ産業会館 ９階会議室 

６） 03-3815-5411 PHS37757（宿谷賢一 東京大学医学部

附属病院） 

７） 参加者は支部研修会テキストを必ずご持参下さい 

2017年12月6日（水） 

臨床検査情報システム研究班 

１） 19：00～20：30 

２） 基礎－20点 

３） みんなどうしてる？？ 『５．２環境』にスポットを

あてる！ 

－ISO15189認定施設の取り組みについて－ 

４） 高橋 悟 技師（東京医科大学病院） 

   寳田 雄一 技師（東邦大学医療センター大森病院）

５） 東京医科歯科大学医学部附属病院 医学科講義室１ 

６） 03-3342-6111内線3551 

（古谷弘一 東京医科大学病院） 

2017年12月12日（火） 

第8回西支部学術研修会（臨床化学） 

１） 19：00～20：30 

２） 基礎－20点 

３） 当直者のための生化学検査の基礎知識 

－パニック値を理解する－ 

４） 未定 

５） 三多摩労働会館 3F大会議室 

６） 042-562-5511 

（寺島照国 東大和病院附属セントラルクリニック） 

７） 参加者は、支部研修会テキストを必ずご持参ください

2017年12月13日（水） 

輸血検査研究班   

１） 18：30～20：30 

２） 専門－20点 

３） HLA、HPAの基礎と臨床について 

４） 松橋 美佳 技師（埼玉県立大学健康開発学科検査技

術科学専攻）  

５） 東京医科歯科大学 3号館2階医学科講義室 

６） 03-3364-0251内線2258（鈴木 克 東京山手メディカ

ルセンター） 

７） 輸血検査研究班ホームページもご参照ください 
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2017年12月16日（土） 

支部研修会（検体採取実技講習会：鼻腔・咽頭編） 

１） 14：00～17：00 

２） 基礎－20点 

３） ハンズオンセミナー 

病棟業務実践に向けた鼻腔・咽頭からの 

検体採取実技研修会 

 (1)実施施設からの報告  

 (2)講義「鼻腔・咽頭からの検体採取に必要な知識の復習」

 (3)実技研修 鼻腔＆咽頭 

４）  

(1)川端 秀之 技師（東京北医療センター）他 

(2)吉田 尚弘 先生（自治医科大さいたま医療センター） 

５） 日臨技会館 

６） 03-3444-1181（星野真理 東京都立広尾病院） 

７） 事前登録制：定員 先着30名  

厚生労働省指定講習会受講済会員に限る 

申込み方法：専用アドレスに、①都臨技会員番号、②氏名、

③所属施設、④厚生労働省指定講習会修了証書番号を記載し

て申し込みください 

申し込み先：専用アドレス（11月から使用可） 

受 講 料：会員5.000円  

持ち物：白衣、手袋、サジカルマスク 

2017年12月16（土） 

STI研修会 都民公開講座 

１） 14：00～16：00 

２） 基礎－20点 

３） (1)性感染症に対する若年層の意識と予防啓発活動 

    －STI予防教室およびアンケート調査より－ 

   (2)現代の医師たちが忘れていた梅毒の素顔 

    －見逃さないための診断技法－ 

４） (1)STI予防委員会委員 

   (2)澤村 正之 先生 

（医療法人社団智嵩会新宿さくらクリニック） 

５） 東京山手メディカルセンター 4階講堂 

６） 03-5814-6146（三橋 太 日本医科大学付属病院） 

７） 参加費無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公社）東京都臨床検査技師会2018年1月予定表 

2018年1月13日（土） 

生理検査研究班 

１） 14：30～17：30 

２） 専門－20点 

３） 運動負荷試験を学ぶ －基礎から臨床まで－ 

   （1）運動負荷試験の実際 

     ①マスター負荷試験 

     ②トレッドミル負荷試験 

     ③ CPX検査 

   （2）運動負荷試験の臨床 

   （3）The Discussion あなたの施設でおこなってい

る負荷試験の疑問解消！ 

４） （1）富原 健 技師（帝京大学医学部附属病院） 

      未定   技師 

      長山 医 技師（心臓血管研究所付属病院） 

   （2）大島 一太 先生（帝京大学医学部附属溝口病院）

   （3）鍵谷 文彦 技師 

（東京医科大学八王子医療センター） 

５） 帝京大学板橋キャンパス 大学棟本館2階209教室 

６） 03-3964-1211内線32307 

（富原 健 帝京大学医学部附属病院） 

７） 送付先 iine.seirikensa@gmail.com  

[いいね ﾄﾞｯﾄ 生理検査 ｱｯﾄﾏｰｸ･･･] 

負荷試験に関する疑問やご意見を募集致しています。本研修

会で解消しましょう 

「他の施設ではどうしているのだろう」など聞いてみたい事

も大募集！    

生理検査研究班ホームページもご参照ください 

 


