
                                         関甲信発第 11-98 号 

                                         平成 23 年 11 月 28 日 

会員各位 

関東甲信地区臨床検査技師会 

会 長  宮島 喜文 

                               （公印省略） 

                               

第 19 回 関東甲信地区臨床検査技師会 臨床化学検査研修会のご案内 

（第 2 報） 

 

拝啓  

会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のことお喜び申し上げます。 

さて、第 19 回関東甲信地区臨床検査技師会臨床化学検査研修会を下記の要領で開催

致しますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。 

敬具  

 

記 

 

日    時    平成 24 年 1 月 28 日（土）午後 2 時～1 月 29 日（日）午後 12 時 15 分 

場    所    「松本市浅間温泉文化センター」 大会議室 

〒390-0303 長野県松本市浅間温泉 2 丁目 6 番 1 号 

                 Tel：0263（46）2654  FAX:0263(46)0200 

参  加  費  

15,000 円 （宿泊あり、意見交換会あり）・・・申込区分 A   ※参照 

7,000 円 （宿泊なし、意見交換会あり）・・・申込区分 B 

2,000 円 （宿泊なし、意見交換会なし） ・・・申込不要 

             

主    催   関東甲信地区臨床検査技師会 

共    催   日本臨床化学会 甲信越支部 長野県部会 

担    当   山梨県及び長野県臨床検査技師会 臨床化学検査研究班 

生涯教育点数  専門教科  30 点 

申込み期限  平成 24 年 1 月 7 日（金）まで 

申込要領  申込区分 A、B は事前申込及び参加費の振込が必要です。 

別紙の申込用紙をメールまたは FAX してお申込みください。         

【研修会内容】 

1 日目 

講演 1: 『ポンぺ病と臨床検査（仮題）』 熊本大学大学院 奥宮 敏可 先生  

Ｒeversed-ＣＰＣ （ディスカッション形式） 信州大学医学部 本田 孝行 先生 

講演 2: 『震災と臨床検査（仮題）』 岩手医科大学医学部 諏訪部 章 先生 

2 日目 

活動報告：カルシウム測定に影響を及ぼす純水の調査  

セミナー 『水と臨床化学』 ・・・詳細はプログラムをご覧ください。 

 

※ 懇親会、宿泊は、松本浅間温泉 和泉荘を予約しております。 http://izumiso.com/ 

申し込み及び問い合わせ  信州大学医学部附属病院 臨床検査部  川崎 健治 まで 

〒390-0821  長野県松本市旭 3-1-1Tel：0263-37-2800  FAX：0263-37-3492 

メールアドレス：kawaken@shinshu-u.ac.jp  

以上 

 



－プログラム－ 

 

【1 日目 平成 24 年 1 月 28 日 (土)】 

 

14:00～          受付開始 

 

14:00～14:15   開会式              

・ 関東甲信地区臨床検査技師会挨拶   

  宮島 喜文（関東甲信地区臨床検査技師会会長/長野県立木曽病院） 

・ 関東甲信地区臨床化学検査研究班挨拶 

  中西 貴裕（関東甲信地区臨床化学検査研究班代表/東京都済生会中央病院） 

 

14:15～15:15   教育講演      司会 奥村 伸生 先生 （信州大学医学部保健学科） 

『ポンペ病の早期診断法の開発ならびに新規治療戦略に関する基礎研究』 

          熊本大学大学院 生命科学研究部 医療技術科学講座 准教授  

          奥宮 敏可 先生 

 

15:15～15:25   休憩 

 

15:25～17:25   Reversed CPC   司会 菅野 光俊 （信州大学医学部附属病院） 

信州大学医学部 病態解析診断学 教授 

本田 孝行 先生  

 

17:25～17:55   休憩＆展示機器説明会 

                    1. 株式会社エイアンドティー 

                    2. 積水メディカル株式会社 

          3. ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社 

           4. 和光純薬工業株式会社 

          5．フィンガルリンク株式会社 

          6．メルク株式会社 

 

17:55～18:55   特別講演        司会 中西 貴裕 （東京都済生会中央病院）   

『東日本大震災の医療支援における臨床検査の役割』 

岩手医科大学医学部 臨床検査医学講座 教授 

諏訪部 章 先生 

 

19:30～21:30   意見交換会 

          会場  松本あさま温泉 和泉荘    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【2 日目 平成 24 年 1 月 29 日 (日)】 

 

8:30～       受付開始 

 

9:00～          平成 23 年度関東甲信地区臨床化学検査研究班 活動報告 

           『Ca の測定精度に影響を及ぼす純水の調査』について 

            1. 概要         川崎 健治 （信州大学医学部附属病院） 

2. アンケート調査報告  輿石 芳夫  (北杜市立塩川病院)  

            3. 測定結果報告      長谷  健二  (帝京大学ちば総合医療センター) 

            4. 解析結果報告     三木 隆治 （獨協医科大学越谷病院） 

            5. まとめ        中西 貴裕  (東京都済生会中央病院) 

 

10:00～           セミナー 『水と臨床化学』 

 

10:00～11:00  １．『水と臨床化学』 －純水装置メーカーの立場から－   

司会 神山 清志 先生 （浦和医師会メディカルセンター） 

     ⅰ. 松村 浩 先生 

（オルガノ株式会社 産業プラント本部） 

     ⅱ. 杉本 耕一 先生 

（東洋紡エンジニアリング株式会社 産業プラント事業本部） 

     ⅲ. 金沢 旬宣 先生 

   （メルク株式会社 メルクミリポア事業本部） 

『臨床検査における純水を基本から考察する』 

11:00～11:30   ２．臨床化学の技術水準 

 司会 多田 正人 先生 （山梨大学医学部附属病院） 

         末吉 茂雄 先生 （千葉県循環器病センター） 

 

11:30～12:00   ３．水と臨床化学 －検査室の立場から－ 

司会 中西 貴裕 （東京都済生会中央病院） 

        神山 清志 先生 （浦和医師会メディカルセンター） 

 

12:00～12:15  閉会式 

・関東甲信地区臨床化学検査研究班代表挨拶 

中西 貴裕（関東甲信地区臨床化学検査研究班代表/東京都済生会中央病院） 

・次年度事務局挨拶 

  長谷 健二(千葉県臨床化学検査研究班班長/帝京大学ちば総合医療センター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第第第第 19191919 回関東甲信地区臨床検査技師会回関東甲信地区臨床検査技師会回関東甲信地区臨床検査技師会回関東甲信地区臨床検査技師会    

臨床化学検査研修会臨床化学検査研修会臨床化学検査研修会臨床化学検査研修会    申込用紙申込用紙申込用紙申込用紙    
    

会  期 ： 2012 年 1 月 28 日（土）午後 2 時 ～ 1 月 29 日（日）午後 12 時 15 分 

会  場 ： 「松本市浅間温泉文化センタ―」大会議室 

〒390-0303 長野県松本市浅間温泉 2 丁目 6 番 1 号 

                 Tel：0263（46）2654  FAX:0263(46)0200 

    

参加費 ：  \15,000 円  （宿泊あり、懇親会あり） 申込区分 Ａ 

\7,000 円  （宿泊なし、懇親会あり） 申込区分 Ｂ 

\2,000 円  （宿泊なし、懇親会なし）  

支払方法支払方法支払方法支払方法    ：：：：    申込区分申込区分申込区分申込区分 A,A,A,A,、、、、BBBB はははは事前振込事前振込事前振込事前振込みですみですみですみです。。。。下記口座下記口座下記口座下記口座にににに入金入金入金入金をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

                                    宿泊宿泊宿泊宿泊なしなしなしなし、、、、懇親会懇親会懇親会懇親会なしのなしのなしのなしの方方方方はははは、、、、申込不要申込不要申込不要申込不要ですですですです。。。。    

 (会員番号＋お名前で振り込んでいただけると助かります。例：130001 ﾄｳｷｮｳﾀﾛｳ) 

会費振込先 銀行名：ゆうちょ銀行   店名：一一八 <店番号：118> 

 普通預金 口座番号：1624119162411916241191624119 

口座名 第 19 回関東甲信地区臨床化学検査研修会 

ごごごご施設名施設名施設名施設名    [[[[                                                                                                                    ]]]]    

TELTELTELTEL((((                ----                ----                    ))))    内線内線内線内線((((                ))))    FAXFAXFAXFAX    ((((                ----                    ----                    ))))        

    

会員番号会員番号会員番号会員番号    おおおお名前名前名前名前    
性別性別性別性別    

おおおお申込区分申込区分申込区分申込区分    

                
    

ＡＡＡＡ                    ＢＢＢＢ                        

                
    

ＡＡＡＡ                    ＢＢＢＢ                    

                
    

ＡＡＡＡ                    ＢＢＢＢ                        

                
    

ＡＡＡＡ                    ＢＢＢＢ                        

                
    

ＡＡＡＡ                    ＢＢＢＢ                        

    

おおおお申込方法申込方法申込方法申込方法（（（（どちらかおどちらかおどちらかおどちらかお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。）。）。）。）    

１１１１．．．．メールメールメールメール        kawaken@shinshukawaken@shinshukawaken@shinshukawaken@shinshu----u.ac.jpu.ac.jpu.ac.jpu.ac.jp            信州大学医学部附属病院信州大学医学部附属病院信州大学医学部附属病院信州大学医学部附属病院    川崎川崎川崎川崎

健治健治健治健治    

    

２２２２．．．．FAXFAXFAXFAX                    以下以下以下以下のののの FAXFAXFAXFAX 番号番号番号番号にてこのにてこのにてこのにてこの用紙用紙用紙用紙をををを FAXFAXFAXFAX してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番号番号番号番号    0263026302630263----37373737----3492349234923492    

【【【【申込締切申込締切申込締切申込締切】】】】        2012201220122012 年年年年 1111 月月月月 7777 日日日日（（（（土土土土））））までまでまでまで    

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    信州大学医学部附属病院信州大学医学部附属病院信州大学医学部附属病院信州大学医学部附属病院    臨床検査部臨床検査部臨床検査部臨床検査部        川崎川崎川崎川崎    健治健治健治健治    

                                                                ＴＴＴＴＥＬ：ＥＬ：ＥＬ：ＥＬ：0263026302630263----37373737----2800280028002800        

 


