
 

主催：（一社）日本臨床検査技師会中部圏支部 

（一社）日本臨床衛生検査技師会 中部圏支部 

（一社）三重県臨床検査技師会 

 

 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申し上げます。 

 日本臨床検査技師会中部圏支部は、平成 29 年 2 月 25 日（土）、26 日（日）の両日に三重県鈴

鹿市において、平成 28 年度中部圏支部病理細胞検査研修会を開催することとなりました。 

 テーマを「超音波穿刺吸引細胞診を学ぼう！」とし、乳腺および膵臓領域に的を絞って臨床病

理学的あるいは組織学的、細胞学的な知識を習得していく内容です。 

 また、事前に実施した『抗体免疫染色サーベイ』では、対象とした「クロモグランニン A 抗体」

についての参加施設の免疫染色結果の報告を行います。さらに、本研修会は、認定病理検査技師

資格更新のための指定研修会として申請しています。 

 是非、多数のご参加をいただきますようお願い申し上げます。 

 

テ － マ 「超音波穿刺吸引細胞診を学ぼう！－乳腺・膵臓領域－」 

「クロモグランニン A 抗体免疫染色サーベイ」 

開催日時  平成 29 年 2 月 25 日（土）12 時 30 分 ～2 月 26 日（日）14 時 00 分 

開催場所  鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス JART100 年記念ホール 

受 講 料   8,000 円（日臨技会員） 12,000 円（非会員） 

  申込締切  平成 28 年 12 月 25 日（日） 

 定  員  100 名 

宿 泊 費   6,000 円（希望者のみ）   情報交換会費 5,000 円（希望者のみ） 

  ＊宿泊先は、白子ストーリアホテル（70 室先着順）となります。先着に漏れた方は他の宿泊施設をご

用意いたします。なお、宿泊費は朝食付きの価格です。 

   宿泊費（当日予約不可）および情報交換会費は当日受付にてお支払ください。 

申込方法  日臨技 HP の会員専用ページから事前登録を行ってください。非会員および HP

からの登録が困難な方は別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX または郵送に

て下記事務局へお申込みください。確認後、メールにて受付確認と参加費振り込

みのご案内を送信いたします。 

 ＊本研修会は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。 

研修会事務局     514-8507 三重県津市江戸橋 2－174 

           三重大学医学部附属病院 病理部  藤田良浩 

           TEL：059-231-5229（病理部直通）  FAX：059-231-5229 

           E-mail：yfujita@clin.medic.mie-u.ac.jp 

研修会問い合わせ先  三重県立総合医療センター 病理室  小倉昌弘 

           TEL：059-345-2321（代表） E-mail：byourishitu@mie-gmc.jp 

 

 

平成 28 年度中部圏支部 病理細胞検査研修会のお知らせ 



≪プログラム≫ 

【平成 29 年 2 月 25 日（1 日目）】 

11:30－     受付開始 

12:20－12:30 開会式 

≪乳腺≫ 

12:30－13:15 講演 1『乳腺領域における穿刺吸引細胞診の役割』 

        三重大学医学部附属病院 花村典子先生（座長 林 宏 富山県病理細胞部門員） 

13:15－14:00 講演 2『乳腺領域における病理組織診断について』 

        三重大学医学部附属病院 小塚祐司先生（座長 橋村正人 愛知県病理細胞部門員） 

14:00－14:10 休憩（10 分） 

14:10－14:55 講演 3『乳腺穿刺吸引細胞診の見方について』 

        昭和大学横浜市北部病院 北村隆司先生（座長 今野和弘 三重県病理細胞部門員） 

14:55－15:25 休憩（30 分） 

≪膵≫ 

15:25－16:10 講演 4『三重大学における膵 EUS-FNA の現状について』 

        三重大学医学部附属病院 井上宏之先生（座長 玉野裕子 石川県病理細胞部門員） 

16:10－16:55 講演 5『膵臓における病理組織診断について』 

        三重大学医学部附属病院 内田克典先生（座長 日高祐二 岐阜県病理細胞部門員） 

16:55－17:05 休憩（10 分） 

17:05－17:50 講演 6『膵 EUS-FNA における細胞像の見方について』 

        愛知県がんセンター 所 嘉朗先生（座長 米田 操 三重県病理細胞部門員） 

 

※研修会 1 日目終了後、情報交換会を行います。 

（開催場所につきましては後日ご連絡いたします） 

 

【平成 29 年 2 月 26 日（2 日目）】 

  9:00－10:00 細胞診標本自由鏡検 

10:00－11:00 講演 7『標本解説』 

        膵領域： 米田 操先生（鈴鹿医療科学大学）  

乳腺領域：山本雄一先生（済生会松阪総合病院） 

（座長 金山和樹 三重県病理細胞部門員） 

11:00－11:10 休憩（10 分） 

11:10－11:55 講演 8『乳腺・膵臓領域における免疫染色の活用と意義』 

        三重大学医学部附属病院 今井 裕先生（座長 山田清隆 静岡県病理細胞部門員） 

11:55－12:05 休憩と弁当配布（10 分） 

12:05－12:50 ランチョンセミナー 

12:50－13:00 休憩（10 分） 

13:00－14:00 『クロモグランニン A 抗体サーベイ結果報告』 

        鈴鹿医療科学大学 金山和樹先生（座長 栗田 昭 中部圏支部病理細胞部門長） 

14:00－    閉会式 



【研修会の参加申込方法】 

日本臨床衛生検査技師会会員は、可能な限り日本臨床衛生検査技師会ホームページの 

「事前登録」にて参加申込みをしてください。 

 

 

 

   ↓ 

 

 

   ↓ 

 

 

   ↓ 

 

 

   ↓ 

日臨技ホームページから事前登録が困難な場合、参加申込み用紙に必要事項を記入のうえ、 

FAX または郵送にて研修会事務局までお送りください。 

 

※『情報交換会』の申し込みは日臨技ホームページからはできません。『情報交換会』は、後日ご案内

する別紙の申込書にご記入のうえ、FAX または E-mail にて参加の旨をお伝えください。 

 なお、『情報交換会』は申込場所が異なりますのでご注意ください。 

 

【研修会参加費の納入について】 

日臨技 HP からの事前登録終了後、または FAX にて参加申込み用紙送信後、下記口座に 

研修会参加費 8,000 円をお振り込み下さい 

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 

会員メニュー 参加申請 

事前参加申込 

「平成 28 年度中部圏支部病理細胞検査研修会（行事番号：160009499）」を選択後、 

同ページの「行事情報」の上にある「≫事前参加申請」をクリックし参加登録を行い、 

「入力内容を保存して閉じる」をクリックしてください。 

その他、宿泊斡旋希望の有無、細胞検査士の方は JSC／IAC 番号、認定病理技師の方は登録の有

無についてもそれぞれ入力してください。 

［金融機関］ゆうちょ銀行 

［記号番号］12240 

［支 店 名］228（他行からの振り込みに必要） 

［口座名称］平成 28 年度日臨技中部圏支部病理細胞検査研修会 

［口座番号］3312817 

  ＊振込票に技師会会員番号を記載してください 



【会場までのアクセス】 

≪電車の場合≫                 ≪鈴鹿医療科学大学周辺ﾏｯﾌ≫ 

 

 

 

【平成 28 年度中部圏支部 病理細胞検査研修会申込書（FAX・郵送用）】 

ふりがな  日臨技会員番号  

氏名  年齢・（性別）      （男・女） 

施設名  

 

 

施設住所 

〒 

 

TEL： 

FAX： 

 

E-mail 

（正確にご記入ください。ハイフン、アンダーバー等、必要に応じてふりがなをお願いします。） 

宿泊斡旋 希望  ・  不要 

JSC・IAC 番号 

(有資格者のみ記入) 
JSC IAC 

認定病理技師の登録 あり      なし 

 

 

 

JART100 年記念館 

入口 

駐車場 

≪千代崎キャンパス内≫ 

FAX 番号/059-231-5229 


