
岐臨技会員の皆様

会長の兼子　徹です。
中部圏支部の研究部門別研修会が下記のように予定されています。
が、受講者数がまだまだ少ないようです。
ご多忙とは思いますが、奮っての受講、よろしくお願いします。

中部圏支部研修会　2016（予定表）

研修会名 担当県 日　　時 場　　所

生物化学 三重県 平成28年10月22日（土）～23日（日） 三重県教育文化会館　本館5階

微生物 静岡県 平成28年11月5日(土)～6日(日) ヤマハリゾート「つま恋」

輸血 静岡県 平成28年11月26日～27日（日）
1日目　ベックマンコールター　三島事業所　Conference
Room　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2日目　静岡県立静岡
がんセンター

一般検査 富山県 平成29年1月7日（土）～8日（日）
1日目　佐伯記念ホール
2日目　富山大学医学部杉谷キャンパス

生理 静岡県 平成29年1月21日(土)～22日(日) 静岡県男女共同参画センター　あざれあ

遺伝子 愛知県 平成29年2月12日（日） ウインク愛知

病理 三重県 平成29年2月25日（土）～26日（日） 鈴鹿医療科学大学　JART100年記念ﾎｰﾙ



平成 28年度 

日臨技中部圏支部 生物化学分析検査研修会 

プログラム 

 

テーマ「疾患ガイドラインと血液検査データ」 

―検査データを総合的に理解し、検査値から病態を探ろう― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：平成 28年 10月 22日(土)~23日(日) 

会場：三重県教育文化会館 本館 5階「大会議室」 

  〒514-0003 三重県津市桜橋二丁目 142番 

主催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

実務担当技師会：一般社団法人 三重県臨床検査技師会 



【日 程】    ＜研修会１日目 10月 22日（土）＞ 

 

12：30～13：00  受 付 

13：00～13：20  開講式・オリエンテーション 

 

13：20～14：20  「教科書通りにいかない甲状腺ホルモンの臨床 ～甲状腺診断ガイド

ラインをふまえて～ 」 

           シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 

          ＰＯＣ事業部 ＰＯＣ検査グループ   

                            川崎 芳正 先生 

14：20～14：30 休憩 

 

14：30～15：30  「食物アレルギーの診断とアレルゲンコンポーネント特異的 IgE 測定

の有用性 ～ガイドラインの紹介も含めて～」 

          サーモフィッシャーダイグノスティックス株式会社 

          学術部 シニアマネージャー   

                            田中 昭 先生 

15：30～15：40 休憩 

 

15：40～16：40  「学会発表のための統計学」 

          伊勢赤十字病院 

          糖尿病代謝内科   

                            井田 諭 先生 

16：40～16：50 休憩 

 

16：50～18：20  「肝疾患と検査データ」 

          済生会松阪総合病院 副院長 

          消化器内科部長   

                            清水 敦哉 先生 



18：50～   意見交換会（研修会会場周辺で開催予定。希望者のみ。） 

＜研修会 2日目 10月 23日（日）＞ 

9：00～10：00  「大腸癌リスク検査 COLOGICTMについて」 

        （株）ビー・エム・エル  

検査本部 

 山口 敏和 先生 

10：00～10：10    休憩 

 

10：10～11：40  「R-CPC」 

        三重県厚生連 JA鈴鹿中央総合病院 副院長 

            病理診断科   

                             村田 哲也 先生 

11：40～      閉会式・修了証授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当館では、約 100台の駐車場を設けております。 

お車でお越しの際は、当館の来客専用駐車場をご利用ください。 



平成 28年度 日臨技中部圏支部 生物化学分析検査研修会 

受 講 案 内 

＜定 員＞ ８０名 

 

＜受講料＞ 8,000円（テキスト代込み） 

 

＜申込方法＞ 件名を「研修会申込み」とし 

下記の内容を Eメールでお送りください。 

① 所属技師会名と会員番号 

② 施設名・部署 

③ 氏名（ふりがなをお願いいたします。） 

④ 連絡先住所 

⑤ 電話番号 

⑥ 連絡先 Eメールアドレス 

⑦ 意見交換会参加の有無（別途 5,000円） 

送り先 kensa@matsusaka.saiseikai.or.jp 

       

申込締め切り 平成 28年 9月 23日（金） 

 

・お申込をされた方には後日、受講料振込口座、意見交換会の場所（参加者のみ）を改

めて Eメールにてご案内いたします。 

・宿泊は各自で手配をお願いいたします。 

平成 28年度 日臨技中部圏支部 生物化学分析検査研修会 事務局 

                   〒515-8557 三重県松阪市朝日町 1区 15-6 

                  済生会松阪総合病院 

検査課 笠井 久豊 

                   電話（0598）51-2626（内線 267） 

                kensa@matsusaka.saiseikai.or.jp 



平成28年度 日臨技中部圏支部 第23回臨床微生物部門研修会 

日程表 
 
 

テーマ：「感染症治療への貢献〜微生物検査室のパラダイムシフト」 

 
11 月 5 日（土） 

 

13:00〜13:10  あいさつ 
 

13:10〜14:10  菊川市立総合病院における微生物検査の変遷 

            菊川市立総合病院 臨床検査科 西尾弥生先生 
 

14:10〜14:20  休憩 

 
14:20〜15:40  筋？菌トレ 

              東京医科大学 微生物学 教授 大楠清文先生 

 
15:40〜16:00  コーヒーブレイク 

 

16:00〜17:00  臨床医が求める微生物検査 
              兵庫医科大学 感染制御部 主任教授 竹末芳生先生 

 

17:00〜18:00  チェックイン 

 

18:00〜20:00  夕食 

 

21:00〜  夜の部(自由討議)   ｚｚｚ 

 

  



11月6日(日) 

 

7:00〜  朝食 

 

9:00〜10:00  未定 
              愛知県厚生連 医療事業部 医療課 部長 犬塚和久先生 
 

10:00〜11:00  今までの経験の中で後世に伝えたいこと 
              西山泰暢先生 

 

11:00〜11:10  休憩 
 

11:10〜12:20  AmpCを中心とした耐性菌 

         神戸大学医学部付属病院 検査部/感染制御部 副部長 中村竜也先生 
 

12:20〜12:30  終了あいさつ 

 
12:30  解散 



平成 28年度中部圏支部輸血研修会 

 

平成 28年 9月吉日 

会員各位 

一般社団法人静岡県臨床衛生検査技師会 

輸血・細胞治療部門 部門長 梁瀬 博文 

 

平成 28年度中部圏支部輸血研修会ご案内 

 

 初夏の侯、輸血検査業務担当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。

日本臨床衛生検査技師会および日本輸血・細胞治療学会の共同事業により、輸血検査の初級者への技術指

導の標準化に向けて、下記要項にて実技研修会を行います。実技指導を行う上での必要な知識と技術習得

のため、多くの皆様にご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

日 時：平成 28年 11月 26日（土） 12：00～17：30 予定 

         11月 27日（日） 8：30～15：30 予定 

場 所： 

1日目 ベックマンコールター 三島事業所 Conference Room 11、12、13 

2日目 静岡県立静岡がんセンター 研究棟 1階 しおさいホール 

        駐車場有 1日目 無料 2日目 有料（100円）各自ゲートにてお支払いください 

 

対象者：各施設において指導的立場の臨床検査技師あるいは経験 3年以上 

    ＊講義のみ聴講を希望される方は不問です 

募集人数：講義＋実技講習 50名  

     講義のみは自由参加です（30名程度受入可能） 

 

受講料：講義＋実技実習（11月 26日～27日の 2日間） 会員 5.000円 非会員 10.000円 

     

申し込み方法： 

講義＋実技実習申し込みの方 

日臨技HPからお申し込みください。 

  ※受領確認の返信メールの後、後日研修会のご案内を送付いたします 

  ※1週間以内に受領確認の返信メールが来ない方は、下記連絡先にお問い合わせください。 

  ※日臨技HPから申し込みできない場合、またご不明な点は、下記に直接ご連絡ください。 

  

申し込み期間：平成 28年 9月 26日（木）～10月 28日（金）17時 厳守 

 

宿 泊：必要な方は各自で手配 

生涯教育研修課程：専門教科 30点 

主 催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

共 催：一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会 



連絡先：梁瀬 博文 E-mail：h.yanase@scchr.jp 

                    TEL 055-989-5222  FAX 055-989-5719 

 

【タイムスケジュール】予定 

11月 26日（土） 

12：00～12：30 受付 

12：30～17：30 講義 

講義 1部 座長 福島県立総合衛生学院 臨床検査学科 安田 広康 先生 

講義 1 血液検査のトラブルシューティング（DVD講習） 

武蔵野赤十字病院 臨床検査部 八木橋 健太 先生 

講義 2 不規則抗体検査の基礎的手順 抗体同定の正しい手法 （統計計算含む DVD講習） 

熊本大学医学部付属病院 輸血・細胞治療部 福吉 葉子 先生 

 

講義 2部 座長 富山大学付属病院 輸血・細胞治療部 道野 純子 先生 

講義 3 赤血球型検査のガイドライン改訂のポイント（DVD講習） 

日本赤十字社 血液事業本部 石丸 健 先生 

講義 4 わかりやすい検査結果の報告の仕方 伝える手法を学ぶ（DVD講習） 

旭川医科大学病院 臨床検査・輸血部 友田 豊 先生 

 

11月 27日（日） 

8：30 集合 

8：35～15：30 実技講習 

 

1）ABO及び RhD血液型検査 

2）不規則抗体スクリーニングおよび同定検査 

3）凝集判定の目合わせ検体の作製および凝集判定、スポイトの滴下量等の基本的手技操作の確認 

4）結果検討・解釈   総括 安田 広康 先生（予定）、奥田 誠 先生（予定） 

 

☆スケジュールの内容に関して都合により変更する場合がありますので、ご了承ください 

 

 

以上 

 

mailto:h.yanase@scchr.jp


臨床一般部門研修会プログラム 

1日目 平成 29年 1月 7日（土） 会場：佐伯記念ホール（地鉄ビル 5階） 

 

10:00～11:45  受付（ランチョンセミナー中も受付可） 

 

11:00～11:40  ランチョンセミナー① 

        テーマ未定 

 

11:45～12:00  開講式、オリエンテーション  

               富山県臨床衛生検査技師会      会長  今村 伸一 先生 

        中部圏支部 臨床一般部門      部門長 平田 基裕 先生 

        富山県臨床衛生検査技師会  臨床一般部門長 稲垣 泰良  

 

12:00～13:00  講演①『異型細胞鑑別に「かがやき」を!!～尿路上皮細胞を極める～』 

           講師：東近江総合医療センター 研究検査科  佐伯 仁志 先生  

 

13:10～14:10  講演②『髄液検査が「かがやき」を放つ瞬間』 

        講師：金沢医科大学病院 中央臨床検査部  田中 佳 先生 

 

14:20～15:00  スイーツセミナー 

        テーマ未定 

 

15:10～16:10  講演③『寄生虫検査にもっと「かがやき」を!!』 

        講師：東海大学医学部付属病院 診療技術部  野崎 司 先生 

 

16:10～16:30  コーヒーブレイク 

        機器展示等 

 

16:40～17:40  講演④『臨床検査技師の将来に「かがやき」を!!』 

        講師：北陸大学 新学部設置準備室  油野 友二 先生 

 

17:40～18:00  実習説明等 

 

19:00～21:00  情報交換会（任意参加） 

        会場：「アルシェフ」富山地鉄ホテル 11階 



2日目 平成 29年 1月 8日（日） 会場：富山大学医学部杉谷キャンパス 

 

『寄生虫検査実習・体腔液検査実習に「かがやき」を!!（交替制）』充実の 160分 

会場：微生物系実習室 

9:00～11:50  1．寄生虫検査実習（80分交替制） 

         講師：東海大学医学部付属病院 診療技術部  野崎 司 先生  

         2．体腔液検査実習（80分交替制） 

         講師：東近江総合医療センター 研究検査科  佐伯 仁志 先生 

 

12:00～12:40  ランチョンセミナー （会場：医学部大講義室） 

        テーマ未定  

 

『尿沈渣実習に「かがやき」を!!（選択制）』充実の 120分 

会場：微生物系実習室 

13:00～15:00  尿沈渣実習（選択制） 

        1．初級者コース （一般検査経験年数 5年未満） 

        2．中・上級コース （一般検査経験年数 5年以上） 

 

15:10～15:30  閉講式 （会場：医学部大講義室） 

        修了証書授与等 

        来年度開催県挨拶（岐阜県） 

 

 

 



第 30 回 日本臨床衛生検査技師会中部圏支部生理検査研修会 

テーマ 「考える検査技師になろう！－臨床に確かな情報を届けるためのひと工夫－」 

 

会期：平成 29年 1月 21日(土)～22 日(日) 

会場：静岡県男女共同参画センター あざれあ 静岡市駿河区馬淵 1丁目 17番 1号 Tel.054-255-8440 

主催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会中部圏支部 

実務担当技師会：一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会 臨床生理部門 

定員：130名 

受講料：日臨技会員 8,000円 非会員 9,000円 

懇親会費：6,000 円 ＊懇親会参加を希望される方は、事前参加登録後に日臨技より届く振込み口座へ受講料と

合わせて入金をお願いします。当日参加申し込みも可能です。 

宿泊：宿泊の手配は参加者各自でお願いいたします。 

申込期間：平成 28年 11月 1日（火）～30日(水) ＊定員になりしだい締め切らせていただきます。 

申込方法：日本臨床衛生検査技師会の会員専用ページから申し込んで下さい。 

ホームページからの登録が困難な方もしくは非会員の方は、事務局にお問い合わせください。 

 

日程：講師や講演順、内容の詳細等は変更となることがあります。 

1日目 1月 21日（土） 

全体講演：大会議室（2F） 

12:00 受付 

12:45 開講式・オリエンテーション 

13:00 講演 1 「災害時における検査技師の役割」 静岡市立静岡病院 副病院長 千原幸司医師 

14:10 講演 2 「皮膚灌流圧測定のポイント」 藤田保健衛生大学病院 新谷知世技師 

15:30 講演 3 「呼吸機能検査が好きになる！検査のすすめ方、考え方」  公立陶生病院 大竹悦子技師 

16:50 講演 4  「眼底検査でわかること、わからないこと」JCHO桜ヶ丘病院 眼科医長 池田享市医師 

17:20 講演 5 「頭部画像診断の押さえどころ～CT・MRI画像を中心に～」 

静岡済生会総合病院 放射線技術科 山崎敬之技師 

19:00 懇親会 GRILL 炙之介（ABURI NO SUKE） 

 

2日目 1月 22日(日) 

選択講演：第 1会場 大会議室（2F） 

9:00 講演 6-1 「みて、きいて、次の一手を『考える』小児腹部超音波検査」  

静岡県立こども病院 藤下真澄技師 

10:20 講演 7-1 「そっと教えます。心エコーの思考回路。ただ見るのではなく、診にいきましょう！」  

金沢大学附属病院 宮嶋良康技師 

選択講演：第 2会場 第一研修室（4F） 

9:00 講演 6-2 「考える脳波賦活法」 北里大学病院 小野澤裕也技師 

10:20 講演 7-2 「神経伝導検査でこんな時、こうしています」 帝京大学医学部附属病院 星野哲技師 

全体講演：大会議室（2F） 

11:40 講演 8 「臨床でいかせる移乗介助の基礎とセルフコンディショニング」 

 静岡県立総合病院 リハビリテーション科 澁谷貴司技師 

12:30 閉講式 



会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR静岡駅北口より国道１号沿いに西へ（安倍川の方へ）歩いて 9分 

 

研修会事務局 

 

実行委員長：杉山弥生 

事務局長：井原綾那 

〒410-8555  

沼津市本字松下七反田 902-6 

(財)芙蓉協会 聖隷沼津病院 検査課 

TEL: 055-952-1023（13時以降） 

FAX： 055-952-1024 

E-mail：a.ihara@sis.seirei.or.jp 
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テーマ 『遺伝子染色体検査に触れてみませんか？ 

あなたの疑問、不安にお答えします』 

開催日時 平成 29年 2月 12日（日） 午前 9時 30分より 

開催場所 
ウィンクあいち  講義室 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目 4-38 

プログラム 

9:30  受付開始                                           

（敬称略） 

10:00  開講式 

10:10  遺伝子・染色体検査の基礎と実際 

 1） 遺伝子の基礎 （10：10～10：50） 

             前香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科教授 

 上野一郎  

     2） 染色体の基礎・検査方法 （10：50～11：50） 

             藤田保健衛生大学医療科学部臨床検査学科 准教授 

                                     大江 瑞恵 

             リッツメディカル（株）クリニカルラボラトリー 

                                     大橋 浩泰 

                                              

    検査室の現状Ⅰ 

  1） 染色体検査（染色法・核型表記法） （11：50～12：20） 

         （有）胎児生命科学センター 

                                     鈴木 翔太 

12:30～13:10  ランチョンセミナー （アボット） 

 

13:10～13:30  休憩 

 

13:30 検査室の現状Ⅱ 

     1） 感染症分野     （13：30～14：00） 

                    富山大学附属病院 検査部 

上野 智浩  

2） 病理分野 （14:00～14:30） 

              名古屋第一赤十字病院細胞診分子病理診断部 

 郡司 昌治 

 

 



3） 血液分野 (14:30～15：00) 

              三重大学医学部附属病院 中央検査部 

 池尻 誠 

 

15：00～15：10 休憩 

 

15：10～15：40 遺伝子検査室の品質保証―ISO取得に向けた取り組み 

                 藤田保健衛生大学病院 検査部 

 北原 公明 

 

15:50 閉講式 

 

 

主 催 

担 当 

愛知県 

生涯教育 

研修点数 

生涯教育研修課程：専門課程 20 点 

 

 

 



 

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 


