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第 14 回関東甲信地区免疫血清検査研修会（ご案内）

陽春の候、皆様におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、第 14 回関東甲信地区免疫血清検査研修会（軽井沢免疫セミナー）を下
記
の要領で開催致します。
なお、研修会の詳細については別紙のプログラム、募集要領等をご参照下さい。

記
研修会名 関東甲信地区免疫血清検査研修会（軽井沢免疫セミナー）
日

時 平成 19 年 6 月 9 日（土）〜6 月 10 日（日）

場

所 軽井沢町中央公民館（長野県北佐久郡軽井沢町長倉 2353‑1）
サァラ軽井沢ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276）

内

容 別紙プログラムを参照して下さい。

主

催 関東甲信地区臨床検査技師会

生涯教育研修点数 Ｃ‑20 点
連 絡 先 〒300‑0053 茨城県土浦市真鍋新町１１−７
総合病院土浦協同病院 臨床検査部内
第 14 回関東甲信地区免疫血清検査研修会
事務局 茂木 佳之
電話：029‑823‑3111 内線 4720
FAX： 029‑835‑3578
メール：clinical‑labo@tkgh.jp

第 14 回関東甲信地区免疫血清検査研修会募集要領
参加希望者は下記を参照の上、必要事項を事務局まで申し込んで下さい。
参加区分、参加費用：
Ａ ; 全日程 （宿泊有）
Ｂ ; 全日程 （宿泊無）
Ｃ ; １日のみ（宿泊有）
Ｄ ; １日のみ（宿泊無）

18,000 円
9,000 円
13,000 円
4,500 円

募集人数： 170 人（定員になりしだい締め切ります）
参加資格： 日本臨床検査技師会会員、賛助会員、他
申込締切： 平成 19 年 5 月 31 日（木曜日）必着
参加申込要領
1) 参加希望者は都県名、施設名、参加者名、性別、参加者会員番号、参加区
分(A〜D のいずれか)を明記の上、事務局までメールあるいはＦＡＸで仮申
し込みをして下さい。
2) メールで申し込みの際は Subject を「軽井沢免疫セミナー（施設名を記入）」
として下さい。
3) 参加の仮申し込み受付後、事務局より仮受付確認と参加費振込先・口座名
をメールまたは FAX でお送りします。
4) 事務局よりの仮受付確認にあるご自分の、施設名、参加者名、性別、参加
者会員番号、参加区分等を確認の上、参加費を参加費振込先にお振込みく
ださい。
5) 振込みを確認した時点で正式な申し込みとさせていただきます。
6)
1 枚の用紙で複数人数分を振り込む場合や参加区分が別の場合などは通
信欄に必ずそれぞれの氏名を記入して下さい。
7) 申し込みおよび振込みが確認できしだい、受付完了の旨をメールまたは
FAX で返信いたします。
8) 不明な点がありましたら事務局まで連絡をして下さい。
事務局
〒300‑0053 茨城県土浦市真鍋新町１１−７
総合病院土浦協同病院 臨床検査部内
第 14 回関東甲信地区免疫血清検査研修会
事務局
茂木 佳之
電話：029‑823‑3111 内線 4720
FAX： 029‑835‑3578
メール：clinical‑labo@tkgh.jp

第 14 回 関東甲信地区免疫血清検査研修会プログラム
期日 平成 19 年 6 月 9 日（土）〜10 日（日）
研修会場所 軽井沢町中央公民館
長野県北佐久郡軽井沢町長倉 2353‑1 TEL 0267‑45‑8446
宿泊場所

サァラ軽井沢ホテル
長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276 TEL 0267‑45‑5551

６月９日（土）
12：00〜13：00 受付
13：00〜13：10 開講式
13：10〜14：10 講演 1.「免疫血清検査における基礎と非特異反応」
講師 亀子 光明 先生
（長野市民病院 診療技術部）
司会 森川 一裕 （千葉県立東金病院）
14：25〜15：25 講演２．「免疫血清検査データの標準化と共有化の動向」
講師 内藤 勝人 先生
（山梨大学医学部附属病院 検査部）
司会 大平 弘子（飯田病院）

15：40〜16：40 講演３．「特異的 IgE 検査 −結果解釈とアレルゲン診断に影響
する因子について」
講師 田中 昭 先生
（ファディア株式会社 製品統括部学術課）
司会 藤代 政浩 （獨協医科大学越谷病院)
16：55〜17：55 講演４. 「絵で見る免疫学：免疫系のバランスを保っている制御
性 T 細胞」
講師 高木 淳 先生
（アボットジャパン株式会社 学術部顧問）
司会 日高 裕介 （自治医科大学附属病院）

意見交換会場・宿泊施設（サァラ軽井沢ホテル）へ移動

19：00〜21：00 意見交換会
司会 坂本 美穂子（山梨大学医学部附属病院）
21：00〜23：00 フリーディスカッション

６月１０日（日）
9：00〜10：00

講演５．「健康食品に関わる臨床検査値」
講師 芝 紀代子 先生
（文京学院大学 保健医療技術学科）
司会 竹内 麻 （社会保険群馬中央総合病院）

10：15〜11：15 講演６．「メタボリックシンドロームは怖くない」
講師 櫻林 郁之介 先生
（自治医科大学付属大宮医療センター総合医学第一講
座教授）
司会 杢保 成一 （東海大学医学部付属病院）
11：30〜12：30 講演 7． 「腫瘍マーカー検査 過去、現在、未来」
講師 大倉 久直 先生
（茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター前病院
長）
司会 黒田 雅顕 （帝京大学医学部附属病院）
12：30〜12：45 閉講式 修了証書授与

＊研修会場空調の関係で一部寒くなる場所が有ります。衣類を多めにご用意下さ
い。

講演会場および懇親会場案内図

交通案内
●東京〜中軽井沢の経路（JR 線）
東京駅
↓長野新幹線 ( 77 分) 146.8km
軽井沢駅
↓しなの鉄道 ( 5 分)
4.0km
中軽井沢駅
駅から徒歩にて約５分
●長野〜中軽井沢の経路（JR 線）
長野駅
↓しなの鉄道 ( 74 分)
中軽井沢駅
駅から徒歩にて約５分
●自動車
関越自動車道 練馬インター
↓ 78.6km
上信越自動車道 藤岡ＪＣＴ
↓ 52.5km
碓氷軽井沢インター
↓ 国道 18 号
中軽井沢 会場
講演会場：軽井沢町中央公民館
長野県北佐久郡軽井沢町長倉 2353‑1 TEL(0267)45‑8446
意見交換会および宿泊所：サァラ軽井沢ホテル
長野県北佐久郡軽井沢町長倉 1276 TEL(0267)45‑5551

