
関甲信支部発 第 18-6-2 号 

平成 30 年 9 月 29 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 

                                                 関甲信支部長 神山 清志 

 

 

第 31 回日臨技関甲信・首都圏支部 

微生物検査研修会の開催について（通知） 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より当会の運営にあたりご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当会では、臨床検査技師を対象に生涯教育の一貫として、倫理の高揚・資質の向

上を目指し、その生涯教育の一環として部門別研究班担当による研修会を開催しておりま

す。 

 つきましては、下記の研修会を案内いたしますのでご参加のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

謹 白 

記 

 

１ 日  時：平成 30 年 11 月 24 日（土）13:00 ～ 11 月 25 日（日）12:00 

２ 研修会場：〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 1-19-16 

       ホテル談露館 

       Tel：055-237-1331 

  宿  泊：〒400-0032 山梨県甲府市中央 4-3-5  甲府ワシントンホテルプラザ 

TEL: 055-232-0410 

３ 研修内容：テーマ「薬剤耐性（AMR）対策」 

４  募集人数：170 名 

５ 生涯教育：専門 30 点 

６ 参 加 費：一般会員 4,000 円 賛助会員 4,000 円 非会員 6,000 円 

７ 意見交換会費：6,000 円（宿泊の参加者は原則ご参加ください） 

８ 宿 泊 費：8,000 円 

※意見交換会の後に、別途 2,000～3,000 円で懇親会を予定しております。 

９ 参加区分 Ａ：研修参加+宿泊+意見交換会 Ｂ:研修参加+意見交換会 

       Ｃ：研修のみ参加 

*なお、宿泊・意見交換会において研修会開催 1 週間前キャンセルの場合には、返金でき

ませんので、ご注意ください。 

10 申込み方法 

１）会員：日臨技ＨＰ「会員専用サイト」にログインし、日臨技会員メニュー「行事日程・ 

  参加申込・受講書類など」より本研修会を選択。「事前参加申請」より会員番号・設問 



  必須項目を入力して申し込みしてください。参加費等の入金をもって正式登録となり 

  ます。 

２）非会員：必要事項を記載のうえ、件名「31 回関甲信参加」にて送付先 

  （saikin2018-tr@yamanashi.ac.jp  山梨大学医学部附属病院 滝川弘一宛）に E-mail 

  でお申込みください。 

３）必要事項：参加区分（A/B/C）、交通手段（電車・自家用車）、ホテル（禁煙・喫煙） 

４）申込締切：平成 30 年 10 月 22 日（月） 

   ※期限が短くなっておりますのでご注意ください。 

５）参加費振込方法：山梨中央銀行 医大前支店  

          口座番号 普通 361713  口座名 山梨県微生物研究班  

          ※振込時の振込依頼人は「会員番号・氏名」をご入力下さい。 

          例「194○○○・タキガワコウイチ」 

６）振込期限：平成 30 年 10 月 31 日（水） 

11  連 絡 先：〒409-3898 山梨県中央市下河東 1110 

                山梨大学医学部附属病院 検査部 滝川 弘一 

                Tel：055-273-1111(内)3082 FAX：055-273-6924 

                E-mail：saikin2018-tr@yamanashi.ac.jp 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

平成 30 年度 日臨技関甲信・首都圏支部研修会 

「微生物検査研修会」開催案内 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
           主 催：(一社)日本臨床衛生検査技師会 関甲信・首都圏支部 

           実務担当技師会：山梨県臨床検査技師会  

  

【日 程】 

 ≪１日目≫ 11 月 24 日（土） 

12：00 受 付 

13：00 開講式／オリエンテーション 

13：15  講演 1 『AMR 対策の取り組み』 

講師：山梨大学医学部附属病院 感染制御部 井上 修 先生 

14：30  講演 2  『抗菌薬適正使用支援（Antimicrobial stewardship）における臨床検査

技師の役割』 

講師：日水製薬株式会社学術顧問・ 

日本大学医学部附属板橋病院感染予防対策室 矢越 美智子 先生 

15：45 講演 3  『各系統の抗菌薬の特性（抗菌薬の適正使用を中心に）』 

講師：Meiji Seika ファルマ（株）医薬関東支店 保科 靖彦 先生 

18：00 意見交換会 

 

 

≪２日目≫ 11 月 25 日（日） 

09：00 受 付 

09：20 講演 4 『当院の ISO 15189 認定取得における取り組み』 

講師：群馬大学医学部附属病院 検査部 高橋 美紀 先生 

10：30 講演 5  『院内感染対策について（仮）』 

講師：山梨県立中央病院 総合診療科・感染症科 三河 貴裕 先生 

11：30 閉講式 修了証書授与 閉会の挨拶 

    

    

    

研修会事務局研修会事務局研修会事務局研修会事務局    

     〒409-3898 山梨県中央市下河東 1110 

     山梨大学医学部附属病院 検査部 滝川 弘一     

Tel：055-273-1111(内)3082 FAX：055-273-6924 

      Emai：takigawa@yamanashi.ac.jp 申込み専用：saikin2018-tr@yamanashi.ac.jp 

     緊急連絡先： 090-2443-9357 



会場・交通案内会場・交通案内会場・交通案内会場・交通案内    

１．１．１．１．ホテル談露館ホテル談露館ホテル談露館ホテル談露館（会場）（会場）（会場）（会場）    

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 1-19-16  Tel：055-237-1331 

HP：http://www.danrokan.co.jp/ 

 

【お車の場合】【お車の場合】【お車の場合】【お車の場合】    中央高速道 昭和出口から約 20 分 

※ホテル駐車場は多くありません。満車の場合は提携駐車場（甲府市役所駐車場、KoKori 駐

車場）をご利用ください。 

甲府市役所駐車場（入庫後 1 時間無料＋ホテル談露館より 1 時間無料券） 

100 円/20 分(8～24 時)、100 円/30 分(0～8 時) 

KoKori 駐車場（ホテル談露館より 1 時間無料券） http://www.kokori.jp/access/index.html  

100 円/30 分(0～24 時)、入庫から 12 時間最大料金 900 円 

 

【電車の場合】【電車の場合】【電車の場合】【電車の場合】    JR 中央線甲府駅南口より徒歩にて 8 分     

①平和通り沿いに南に 200ｍ程向かい、道なりに左折 

②スクランブル交差点を斜めに渡り南へ 40m 

③信号を渡り 15m 程でホテル    

※研修会当日の緊急連絡は、会場 TEL：055-237-1331 までお願い致します。 

 

２．２．２．２．甲府甲府甲府甲府ワシントンホテルプラザワシントンホテルプラザワシントンホテルプラザワシントンホテルプラザ（宿泊）（宿泊）（宿泊）（宿泊）    

〒400-0032 山梨県甲府市中央 4-3-5  TEL: 055-232-0410 

HP：http://washington.jp/kofu/ 

 

【駐車場】【駐車場】【駐車場】【駐車場】    

24 時間（1 泊）650 円、営業時間（7:00～25:00）内途中入出庫可     

 

研修会場（ホテル談露館）より約研修会場（ホテル談露館）より約研修会場（ホテル談露館）より約研修会場（ホテル談露館）より約 500500500500ｍ、徒歩ｍ、徒歩ｍ、徒歩ｍ、徒歩 6666 分分分分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    １．ホテル談露館           ２．甲府ワシントンホテルプラザ 


