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謹啓 

 初夏の候、会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 この度、平成 28 年度北日本支部血液検査部門研修会を下記の要領で開催致します。本研修会は

『気づく目 探る目 考える目 血液疾患を学ぼう』をテーマとし、血液疾患を考える上で必要と

なる観察力や注意力を養うための幅広い知識の習得を目的に企画致しました。 

つきましては、業務多忙とは存じますが皆様ふるってご参加下さいますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

記 

 

【テーマ】『気づく目 探る目 考える目 血液疾患を学ぼう』 

【会 期】平成 28 年 10 月 22 日(土)～10 月 23 日(日)  

【会 場】福島県立医科大学 12 号館 1 階 組織学・病理学実習室 

      〒960-1295 福島県福島市光が丘 1 番地 

【定 員】100 名（先着順に受付をし、定員になり次第締め切ります） 

【参加費】会員：8,000 円  非会員：9,000 円 

【評価点】専門教科 30 点（必ず技師会会員証をお持ち下さい） 

※ 1 日のみ受講の場合は、生涯教育制度の点数の付与はできません。 

また、修了証書も発行できませんのでご注意下さい。 

【申込期間】平成 28 年 8 月 8 日(月)～9 月 16 日(金) 



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊プログラム＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

10 月 22 日(土) 

 

11:00～12:00 受付開始 

12:00～13:00 ランチョンセミナー 

「自動血球計数装置におけるスキャッタグラムの有用性」  

  ～シスメックス、ベックマン・コールター、シーメンス、アボット各４社の特徴～ 

各メーカー担当者 

13:00～13:05 開講式 

13:05～14:05 講演 1  

「輸血療法から見た血液検査」 

            太田綜合病院附属太田西ノ内病院 臨床検査部     渡辺隆幸技師 

14:05～15:05 講演 2  

「造血器腫瘍 reviced WHO 分類 2016 について」 

        福島県立医科大学医学科 病理病態・診断学講座     橋本優子先生 

15:05～15:20 休憩 

15:20～15:50 講演 3  

「破砕赤血球合同サーベイ調査報告と形態観察」 

          東北大学病院 検査部     菅原新吾技師 

15:50～17:20 講演 4 ライブレクチャー 

「実際の標本から観る末梢血液像と骨髄像」 

          長岡赤十字病院 医療技術部     山田 隆技師 

19:00～ 情報交換会 

 

10 月 23 日(日) 

 

9:00～10:00 講演 5  

「異常値を認めたとき検査室で考えて欲しいこと 

                       ～自験例の紹介を主体に～」 

           弘前大学医学部附属病院 輸血部     玉井佳子先生 

10:00～12:00 講演 6 グループディスカッション 

「今から使える検査結果の見方・考え方 

～日常検査で遭遇する症例の検討会～」  

           東京大学医学部附属病院 検査部     常名政弘技師 

12:00～12:15 閉講式 



【参加申込方法】日臨技ホームページの会員専用ページから事前登録を行って下さい。 

※備考欄にランチョンセミナー、情報交換会の参加有無も必ず入力して下さい。 

 

 

※非会員またはホームページからの登録が困難な方は申し込み用紙に必要事項を記入の上、 

FAX にてお申し込み下さい。 

【参加費振込先】東邦銀行 西ノ内支店  口座名 北日本支部血液検査部門研修会  

        店名(店番) 226  預金種目 普通 口座番号 242382 

※参加費の振込は申込後 10 日以内にお願い致します。振込確認後、登録完了となります。 

※領収書は、研修会当日の受付時にお渡し致します。 

【情報交換会】参加費 3,000 円、福島駅前周辺で開催予定です。 

参加は任意で、参加費は当日別途申し受けます。 

【宿泊】各自で手配をお願い致します。（福島駅周辺のホテルが便利です。予約はお早めに） 

 

【問い合わせ先】〒963-8558 福島県郡山市西ノ内 2-5-20 

        太田綜合病院附属太田西ノ内病院 臨床検査部  中村美雪 

        TEL ：024-925-1188（内線 30303） 

E-mail：m.nakamura@ohta-hp.or.jp 

 ※問い合わせは E-mail を使用し、件名「H28 血液研修会」でお願い致します。 

 

 

《交通のご案内》 

【東北自動車道】 

 福島西 I.C. - 福島県立医科大学・・・約 6.7km 所要時間（車）／約 13分 

 福島松川スマート I.C. - 福島県立医科大学・・・約 3.8km 所要時間（車）／約 8分 

 

【福島交通バス】 

 JR 福島駅東口バス乗り場 6 番ポール 

「バイパス経由医大」行き乗車 「医科大学前」下車（約 26 分、490 円） 

 JR 福島駅東口バス乗り場 5 番ポール 

   「医大経由二本松」行き乗車 「医科大学前」下車（約 26 分、490 円） 

   「南福島タウン・桜台経由医大」行き乗車 「医科大学前」下車（約 35 分、490 円） 

 ※時刻表は福島県立医科大学のホームページからアクセスできます。 

 

【タクシー】 

 JR 福島駅より「医科大学前」で約 20 分、3,200円程度 

日臨技ホームページ → 会員専用ページ → 生涯教育 → 事前登録 

mailto:m.nakamura@ohta-hp.or.jp


【MAP】 

 

 

《会場のご案内》 

 

駐車場が変更になった

場合は誘導いたします。 

12 号館 1 階の 

組織学・病理学実習室

が会場となります。 

http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl=ja&geocode=&q=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6&sll=36.5626,136.362305&sspn=44.955693,63.017578&brcurrent=3,0x5f8a8ed12a3a4dd9:0xc064d0fc14fe346,0&ie=UTF8&hq=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6&hnear=&ll=37.721713,140.444927&spn=0.08758,0.188484&z=13


《非会員またはホームページからの登録が困難な方用》 

平成 28 年度北日本支部血液検査部門研修会 

参加申込書 

太田西ノ内病院臨床検査部 中村美雪 宛 

E-mail ; m.nakamura@ohta-hp.or.jp 

FAX 番号：024-925-8835 

施設名・所属： 

施設住所： 

TEL（内線）： 

FAX： 

E-mail アドレス： 

 

会員番号 氏 名 
ランチョン 

セミナー 
情報交換会 

  参加・不参加 参加・不参加 

  参加・不参加 参加・不参加 

  参加・不参加 参加・不参加 

  参加・不参加 参加・不参加 

  参加・不参加 参加・不参加 
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