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平成 31 年度 日臨技北日本支部研修会
「第 6 回 病理細胞部門研修会」開催のご案内
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
主 催：一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 北日本支部
実務担当技師会：一般社団法人 北海道臨床衛生検査技師会
謹啓
時下、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。
日本臨床衛生検査技師会 北日本支部は、2019 年 6 月 29 日（土）
、30 日（日）の両日に北海道札幌市にお
いて、第 6 回 病理細胞部門研修会を下記の日程にて開催いたします。病理細胞診分野における技術を学び
その知識を深める機会として、更には情報交換の場としてもご活用ください。
つきましては、ご多忙のことと存じますが、ぜひご参加くださるようご案内申し上げます。
謹白
記

たくみわざ

【テーマ】

『伝わる病理細胞技術』 ～未来に繋がる 匠 技 ～

【日 時】

2019 年 6 月 29 日（土）13：00 ～ 6 月 30 日（日）11：55

【場 所】

札幌医科大学 臨床教育研究棟 1 階 札幌医科大学講堂
札幌市中央区南 1 条西 16 丁目

【定 員】

110 名

【申込期間】 2019 年 3 月 25 日（月）～ 5 月 20 日（月）
【受 講 料】 会員・賛助会員 6,000 円

他職種 8,000 円

※検査技師の参加は日臨技会員に限ります。
会員の方は研修会当日に、日臨技会員証を必ずお持ちください。
【情報交換会】三川屋会館 札幌市中央区南 3 条西 5-17（011-231-7400）
会費 5,000 円（任意参加）
【宿 泊】

参加者各自で手配願います

※日臨技認定病理検査技師更新指定研修会に申請中
※細胞検査士クレジット（JSC/IAC）申請中

【日 程】
《1 日目》6 月 29 日（土）
****************************************************************************************
12:15 ～ 13:00 受付
13:00 ～ 13:10 開講式
13:10 ～ 13:30 講演 1 『伝わる人材育成』
「北海道における細胞検査士の育成」
札幌徳洲会病院 臨床検査室 藤岡 学 技師
13:30 ～ 14:10 講演 2 『伝わる環境対策』
「病理検査の感染対策～なんも手袋はいてれば、いいんでないのかい?～」
北海道大学病院 検査・輸血部 福元 達也 技師
「ホルマリン・キシレンの適正な作業環境対策」
旭川赤十字病院 医療技術部 病理課 竹内 正喜 技師
14:10 ～ 14:25 休憩・機器展示 （15 分）
14:25 ～ 14:55 講演 3 『伝わる病理検体の取り扱い』
「がんゲノム医療における病理部門の役割と実際」
北海道大学病院 病理部 安孫子 光春 技師
14:55 ～ 15:25 講演 4 『 動画で伝わる検体取り違え対策』
「病理検体取り違え対策～ちゃんと撮って確認すれば、うまくいくんでないかい?～」
KKR 札幌医療センター 病理診断科 今川 誠 技師
15:25 ～ 15:40 休憩・機器展示 （15 分）
15:40 ～ 17:00 シンポジウム 『伝わるインシデント対策』～その後どうした? 実例から学ぶ対策～
「当院における検体取り違え事例とその対策」
王子総合病院 検査部 下坂 光生 技師
「病院全体で取り組んだ検体取り違え防止対策」
青森市民病院 臨床検査部

長谷川 多紀子 技師

「病理診断業務におけるリスクマネージメントの進め方」
小樽市立病院 検査部 田中 浩樹 技師
17:00 ～ 17:10 休憩・機器展示 （10 分）

17:10 ～ 17:40 功労者講演 『いまこそ求められる病理技術とその心構え』
日臨技北日本支部 前支部長、北海道臨床衛生検査技師会 前会長
東 恭悟 技師
※ 研修会 1 日目終了後、情報交換会(参加は任意)を行います (19:00～)
《2 日目》6 月 30 日（日）
****************************************************************************************
9:00 ～ 10:00

講演 5 『伝わる報告書』
「細胞診報告書を考える」
市立札幌病院 病理診断科 岩崎 沙理 先生

10:00 ～ 10:30 講演 6 『がんゲノム医療時代における免疫染色精度管理の重要性』
アジレント・テクノロジー株式会社 診断・ゲノミクス部門
伊東 由真 先生
10:30 ～ 10:45 休憩（15 分）
10:45 ～ 11:45 講演 7 『動画で伝わる術中迅速組織標本作製法』
「大学病院における術中迅速標本作製の実際」
北海道大学病院 病理部 清水 知浩 技師
「乳腺における SLN および断端の術中迅速組織標本作製法」
秋田赤十字病院 病理診断科 浅利 智幸 技師
11:45 ～ 11:55 閉講式

参加申し込み方法
■日臨技 会員の方
可能な限り日臨技ホームページの会員専用ページから、
「事前登録」にて参加申し込みを行ってください。
申込期間：平成 31 年 3 月 25 日（月）～ 5 月 20 日（月）
日臨技 HP http://www.jamt.or.jp/ へアクセス

開催月（6 月）
・分野（病理）などから本研修会を検索・選択して下さい。

「事前参加申込みをする」をクリックすると、会員専用サイトログイン画面が立ち上がるので
会員番号・パスワードを入力しログイン。その後、必要事項をご入力ください。
＊情報交換会（任意参加）
：備考欄に「参加」または「不参加」をご入力ください。
＊認定病理検査技師の方 ：備考欄に認定病理検査技師番号をご入力ください。
＊細胞検査士の方

：備考欄に JSC および IAC の認定番号をご入力ください。

※日臨技 HP からの参加申し込みが困難な日臨技会員の方のみ、FAX 申込書に必要事項を
ご記入のうえ、FAX にてお申し込み下さい。
（FAX 番号：011-786-7073）
【日臨技会員 FAX 申し込み・問い合わせ先】
事務局：北海道臨床衛生検査技師会
〒065-0019 北海道札幌市東区北 19 条東 17 丁目 3－8
E-mail: hamt@hokuringi.or.jp

TEL：011-786-7071

FAX:011-786-7073

■賛助会員、他職種の方
下記申し込み先に、メールにてお申し込み下さい。メールを確認後、申し込み用のエクセルファイルをお
送りいたします。お申し込み後 1 週間以上経過しても確認返信メールが届かない場合は、お手数ですが
再度メールにてお問い合わせ下さい。
申込期間：2019 年 3 月 25 日（月）～ 5 月 20 日（月）
【賛助会員、他職種 申し込み・問い合わせ先】
研修会実務責任者：独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 検査部
北澤 竜馬
E-mail: r.kitazawa1201@gmail.com

TEL：011-831-5151(内腺 2251)

研修会参加費用および研修会の連絡について（全参加者共通）
日臨技 HP からの事前登録終了後、または参加申し込み返信メール受信後に受講料を下記口座にお振込み下
さい。
日臨技 HP から事前登録された日臨技会員のみ、氏名の前に受付番号を必ずご入力下さい。
銀行名：北洋銀行

支店名：北十五条支店

口座番号（普通）
：4558008
口座名義：一般社団法人北海道臨床衛生検査技師会
北日本支部研修会口 会長 橘内 健一
ｼｬ)ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾘﾝｼｮｳｴｲｾｲｹﾝｻｷﾞｼｶｲｷﾀﾆﾎﾝｼﾌﾞｹﾝｼｭｳｶｲｸﾞﾁ ｶｲﾁｮｳ ｷﾂﾅｲ ｹﾝｲﾁ
※振り込み期限 2019 年 5 月 31 日（金）
※振り込み手数料は各自でご負担願います。
※受講キャンセルに伴う返金は原則お受けできませんので予めご了承ください。
■情報交換会（任意参加）の参加費用（5,000 円）は、当日集金いたします。
☆研修会に関する連絡は全てメールで行います。迷惑メール対策などの設定を行っている方は、
事務局および研修会実務責任者のメールアドレスを、必ず受信許可の設定にしてください。

平成 31 年度

第 6 回北日本支部病理部門研修会 FAX 申込書

※日臨技 HP から事前参加申し込みができない会員の方のみご利用ください

FAX：011-786-7073

申込締切：5 月 20 日（月）
施設名

部署名

電 話

ＦＡＸ

（ふりがな）

氏名

日臨技会員番号

・修了証書の発行

（

要

・

不要

）

・認定病理検査技師認定番号
・細胞検査士認定番号

（JSC）

☆情報交換会（5,000 円） （

（IAC）

参加

不参加

）

E-mail アドレス（必須）
：

＠

（ふりがな）

氏名

日臨技会員番号

・修了証書の発行

（

要

・

不要

）

・認定病理検査技師認定番号
・細胞検査士認定番号

（JSC）

☆情報交換会（5,000 円） （

参加

（IAC）
不参加

）

E-mail アドレス（必須）
：

＠

【連絡欄】

（1 枚に 2 名分記入できます）
※1．連絡は全て E-mail にて行いますので、必ずご記入ください。
※2．受講受付確認後に、受講料（6,000 円）をお振込みください。
なお情報交換会費（5,000 円）は当日集金いたします。
※3．申し込み後のキャンセルや変更はできる限りないようにお願い申し上げます。

札幌医科大学 臨床教育研究棟講堂 地図・アクセス方法
住所：北海道札幌市中央区南1条西16丁目 臨床教育棟 １階講堂
☆札幌駅・大通駅から
最寄り駅：地下鉄東西線「西１８丁目」
●タクシー ＪＲ札幌駅から乗車１０〜１５分 地下鉄「大通」駅から乗車１０分
●地下鉄 南北線「さっぽろ」駅（ＪＲ札幌駅直結）から「真駒内」行に乗車し、
「大通」駅で東西線「宮の沢」行に乗換え「西１８丁目」駅で下車
「西１８丁目」駅５番または６番出口から徒歩５分
☆市電
最寄り駅：「西１５丁目」
●大通りから 「西４丁目」駅から「西１５丁目」駅（12分）下車
●西１１丁目から「中央市役所前」駅から「西１５丁目」駅（４分）下車

＜建物案内図＞

地下鉄「西 18 丁目」

ココ １階です！

南 1 条通り側の黄色い建物です．
1 階に臨床講堂があります．

