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関甲信支部発 第 17-1-2号 

平成 29年 4月 1日 

会員・賛助会員 各位 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

関甲信支部 支部長 大澤 智彦 

                      実行委員長    菅野 佳之 

（公印省略） 

 

第 24回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会のご案内 

 

謹 啓 

時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 第 24回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会（軽井沢免疫セミナー）を下記の要領で開催

致します。なお、研修会の詳細については別紙のプログラム、募集要領等をご参照ください。 

                                         謹 白 

 

記 

研修会名：第 24回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会（軽井沢免疫セミナー） 

日  時：平成 29年 6月 3日（土）～ 6月 4日（日） 

場  所：ゆとりろ軽井沢ホテル（旧サァラ軽井沢ホテル） 2Fヴィラデスタ 

（長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276）    

 

内  容：下記参照 

主  催：日臨技関甲信支部 

共  催：日臨技首都圏支部 

生涯教育研修点数：専門-30点 

              連 絡 先：〒321-4306  

                   栃木県 真岡市 台町 2461 芳賀赤十字病院 検査部 

            第 24回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会 

            実行委員長    菅野 佳之 

            TEL   ： 0285-82-2195（代） 

            FAX  ： 0285-80-1550 

            e-mail： y.kanno@haga.jrc.or.jp 

        当日緊急連絡先：0267-45-5551（会場）または 090-2474-0084（携帯） 

以上 

mailto:y.kanno@haga.jrc.or.jp


 2 

 

第 24回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会募集要領 

 

第 24回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会（軽井沢免疫セミナー）を、ゆとりろ軽井沢

ホテルで開催致します。奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

研修会名：第 24回 関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会（軽井沢免疫セミナー） 

開催日時：平成 29年 6月 3 日（土）～ 6月 4日（日） 

会  場： ゆとりろ軽井沢ホテル（旧サァラ軽井沢ホテル）2Fヴィラデスタ 

（長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276） 

電話番号： 0267-45-5551 

参加区分：参加費用      A：研修会参加       3,500円 

              B：懇親会参加        6,500円  

              C：宿泊および懇親会参加  17,600円 

宿泊応募人数： 120人（先着受付順）※なお、賛助会員につきましては、宿泊の斡旋は 

できませんので何卒ご了承ください。 

参加資格：日本臨床検査技師会会員、賛助会員、他 

申込締切り： 平成 29年 5月 22日（月曜日）必着 

参加申込要領および留意事項 

1) 必要事項を記入の上、下記へ郵送またはメールでお申し込みください。 

2) メールの場合、Subject を「軽井沢免疫セミナー」として、参加申込書と同様の必要事項を

記載していただき送信して下さい。参加申込書を添付していただいても結構です。 

3) 申し込みを確認次第、事務局より仮受付確認と参加費振込み先、口座名をメールにて返信い

たします。 

4) お振込み手数料は、各自負担とさせていただきますのでご了承ください。一枚の振込用紙で

数名分お振込みの際は、通信欄にそれぞれの名前をお書きください。 

5) 振込みを確認した時点で正式な申し込みとさせていただきます。一度お振込みいただいた参

加費は返金できませんのでご注意ください。 

6) お振込みが確認できしだい、受付完了の旨をメールで返信いたします。 

7) 修了証書は研修会に終日参加された方に配布いたします。  

内容：別紙プログラムを参照してください。 

生涯教育研修点数：専門-30点 

以上 
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第 24回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会参加申込書 

（こちらのファイルを添付していただいても結構です。） 

送信元    

氏名 ：                  

Mail ：                  

 

ふりがな  性別 年齢 

氏  名  男 ･ 女  

勤務先･ 

所属部署名 

 

勤務先住所･ 

電話番号 

〒    － 

 

 

 

      電話            （内線      ） 

所属技師会名  会員番号  

担当業務  経験年数  

免疫血清 

検査の経験 

あり･なし（ありの場合、経験年数･検査内容を書いて下さい。） 

 

参加費区分 A・ B ・ C （全日程参加の方は Aと Cを残して Bを消して下さい。） 

通信欄 （質問等がありましたら下記にご記入ください） 

 

 

 

 

 

 

＊ 専門教育研修課程履修中の方はカッコに「履修」と明記してください。（      ） 

申し込み先  〒321-4306   

栃木県 真岡市 台町 2461 芳賀赤十字病院 検査部 

第 24回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会 

実行委員長    菅野 佳之 

TEL   ： 0285-82-2195（代） 

FAX  ： 0285-80-1550 

e-mail： y.kanno@haga.jrc.or.jp 

 

（記入しないでください）      月    日   受付 No. 
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第 24回 軽井沢免疫セミナープログラム 
 

期  日 ：平成 29年 6月 3日（土）～ 4日（日） 

場  所 ：ゆとりろ軽井沢ホテル（旧サァラ軽井沢ホテル） 2F ヴィラデスタ 

長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276    TEL 0267-45-5551 

 

6月 3日（土） 

11：45 ～ 12：30 受付 

12：30 ～ 12：40 開講式 

12：40 ～ 14：10  

 講演Ⅰ．「R-CPC 臨床医の見方」 

 講師 山本 さやか 先生  (自治医科大学 臨床検査医学講座 助教) 

 司会 森谷  信行 (医療法人社団 誠馨会 千葉メディカルセンター 検査部) 

14：20 ～ 15：20  

 講演Ⅱ．「甲状腺機能検査とヨウ素代謝」 

 講師 小飼 貴彦 先生  (獨協医科大学 感染制御・臨床検査医学講座 准教授) 

 司会 須藤 千秋 (群馬大学医学部附属病院 検査部) 

15：30 ～ 16：30  

 講演Ⅲ．「救急・災害医療の現状 －コメディカルの方々に求められる期待と今後の展望－」 

 講師 林 堅二 先生  (那須赤十字病院 救命救急センター 副センター長) 

 司会 渡邉 真博 (筑波大学附属病院 検査部) 

16：40 ～ 17：40  

 講演Ⅳ．「新興再興感染症の史的背景と現代社会における課題」 

 講師 森澤 雄司 先生 (自治医科大学附属病院 感染制御部長 准教授) 

 司会 早川 瑞穂 (東京医科大学病院 中央検査部) 

19：20 ～ 21：20  

 意見交換会   

 司会 土筆 智晶 (北里大学病院 臨床検査部) 

 

6月 4日（日） 

9：00 ～ 10：00  

 講演Ⅴ．「薬剤と臨床検査」 

 講師 山田 洋一 先生（ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ株式会社 ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝ部門 教育研修部） 

 司会 遠藤 真澄 (山梨大学医学部附属病院 検査部) 

10：10～ 11：10  

 講演Ⅵ．「免疫血清検査に纏（まつ）わる四方山話」 

 講師 内藤 勝人 先生  (山梨大学医学部附属病院 検査部) 

 司会 庄司 和治 (埼玉医科大学総合医療センター 中央検査部 分析部門) 

11：20～ 12：20  

 講演Ⅶ．「ISO 15189認定取得のインパクト」 

 講師 村上 正巳 先生  (群馬大学大学院 医学系研究科 臨床検査医学 教授) 

 司会 石嶺 南生 (信州大学医学部附属病院 臨床検査部) 

12：20～ 12：35  

閉講式 修了証書授与 
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会場案内 

 

研修・宿泊場所：ゆとりろ軽井沢ホテル （旧サァラ軽井沢ホテル） 2F ヴィラデスタ 

長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276    

TEL 0267-45-5551 

 

交通案内 

●東京～中軽井沢の経路（JR線）  

 東京駅 

  ↓ 長野新幹線（77分） 

 軽井沢駅 タクシー（15分） 

     または 

  ↓ しなの鉄道（5分） 

 中軽井沢駅 タクシー（7分） 

      

●長野～中軽井沢の経路（JR線） 

  長野駅 

   ↓しなの鉄道（74分） 

  中軽井沢駅 タクシー（7分） 

 

●自動車 

 関越自動車道 練馬インター 

  ↓ 

 上信越自動車道 藤岡 JCT 

  ↓ 

 碓氷軽井沢インター 

  ↓ 国道 18号 

 中軽井沢 会場 

 

 

 

 

 

○ホテルには駐車場がありますのでご利用ください｡また、中軽井沢駅から無料送迎があります。各

自ホテルヘ直接お問い合わせください。 

○当日の緊急連絡は上記会場（0267-45-5551）または携帯電話（090-2474-0084）までお電話にてご

連絡ください。 

ゆとりろ軽井沢ホテル 


