
（一社）日本臨床衛生検査技師会会員各位

平成 27 年度 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）福島県臨床検査技師会

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 27 年 6 月 20 日（土）、21 日（日）の両日

に福島県福島市において、平成 27 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】 『病理技術の標準化と基礎』

【日 時】 平成 27 年 6 月 20 日（土）13：00 ～ 21 日（日）12：10

【場 所】 飯坂ホテル聚楽 〒960-0201 福島県福島市西滝ノ町 27

【定 員】 120 名

【受講料】 会員：6,000 円    非会員：7,000 円

【申込締切】 平成 27 年 5 月 22 日

【参加申込方法・宿泊等】 別紙参照

【研修会事務局】〒960-8530 福島市入江町 11 番 31 号

福島赤十字病院 病理検査課 佐藤 由峰

TEL024-534-6101（代表）内線（248）FAX024-525-1881（直通）

E-mail： byohri@fukusima-med-jrc.jp
※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。



【日 程】 １日目

６月２０日（土） １２：００： 受付開始

１３：００ ～ １３：１０： 開講式

１３：１０ ～ １５：３０： 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

北海道大学病院 病理部           丸川 活司 技師

① 「 包埋・薄切の実際 －インシデントのない標本作りを目指して－ 」

  講師 いわき市立総合磐城共立病院 医療技術部 中央検査室 森 菊夫 技師

② 「 免疫染色の精度管理について －ひとりひとりの気づきを大切に！－ 」

  講師 公立大学法人福島県立医科大附属病院 病理部    島貫 聡美 技師

③ 「 HE 染色を考察する －アンケートを中心に－ 」

講師 元山形大学医学部附属病院 病理部        布施 恒和 技師

１５：３０ ～ １５：４０： 休憩   機器展示

１５：４０ ～ １６：４０： 教育講演.１
座長 大崎市民病院 臨床検査技術部      戸村 弘樹 技師

「 病理解剖の現在・過去・未来 」

講師 公立大学法人福島県立医科大学 基礎病理学講座 井村 徹也 先生

１６：４０ ～ １７：００： 休憩   機器展示

１７：００ ～ １８：００： 教育講演.２
座長 山形大学医学部附属病院 病理部     鈴木 俊紀 技師

「 がんとは何か －基礎的な理解と臨床像－ 」

講師 静岡県立静岡がんセンター 病理診断科     杉野 隆 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２１日（日）

８：３０ ～ ９：４５： シンポジウム

テーマ「細胞検査士養成に対する取り組みについて」

司会 弘前市医師会健診センター 検査課  中村 洋子 技師

新潟医療福祉大学 臨床技術学科  池上 喜久夫 技師

① 福島県における細胞検査士養成への取り組みと今後の課題

慈山会医学研究所付属坪井病院 中央検査部病理検査科 原田 仁稔 技師

② 北海道大学病院病理部勉強会（細胞診）「BBB cytology」の取り組み

北海道大学病院 病理部               丸川 活司 技師

③ 青森県における細胞検査士養成の現状 －おもに２次試験突破対策について－

八戸市立市民病院 臨床検査科病理           奥沢 悦子 技師

④ がん専門病院付設施設における細胞検査士養成の現状 －その先を目標に－

（公財）がん研究会有明病院 臨床病理センター細胞診断部 星 利良 技師

９：４５ ～ １０：００： 休憩   機器展示

１０：００ ～ １０：３０： 技術講演.２
座長 秋田県厚生連山本組合総合病院 臨床検査科病理 藤嶋 正人 技師

「 福島県の病理精度管理 」

講師 公立藤田総合病院 臨床検査室病理   加井 丈治 技師

１０：３０ ～ １０：５０： 休憩   機器展示

１０：５０ ～ １２：００： 教育講演.３
座長 前山形大学医学部 病理診断学講座    鈴木 一志 技師

「 病態（遺伝子・蛋白機能異常）と病理診断 －（悪性リンパ腫を例に）－ 」

講師 公立大学法人福島県立医科大学 病理病態診断学講座 橋本 優子 先生

１２：００ ～ １２：１０： 閉講式



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 27 年度 北日本支部 病理部門研修会（行事コード：150000028）」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。

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

日臨技 HP から事前登録が困難な場合、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] 18240 [番号] 1352271 [なまえ] キタニホンシブビョウリ

他金融機関からの振込は

[店名] 八二八（読み ハチニハチ）

[店番] 828 [預金種目] 普通預金 [口座番号] 0135227

❋手数料は各自でお願いします。

宿泊・情報交換会 案内

宿泊先 ： 飯坂ホテル聚楽  宿 泊（情報交換会込）   13,000 円

               情報交換会のみ       9,000 円

❋宿泊費、情報交換会は、研修会当日に徴収します。



平成 27 年度 日臨技北日本支部病理部門研修会 参加申込書

FAX：024-525-1881 福島赤十字病院 佐藤 由峰 宛

所属施設情報

都道府県 日臨技施設コード

施設名・部署名

住所
〒

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 宿泊 ・ 情報交換会のみ参加 ・ 不要

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 宿泊 ・ 情報交換会のみ参加 ・ 不要

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 宿泊 ・ 情報交換会のみ参加 ・ 不要

E-mail アドレス


