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近畿臨床検査技師会 

第 10 回臨床化学検査研修会 

ご案内  

                       日臨技 研修 C-20 

                       POCT コーディネーター研修２単位 

 

 

1. 脂質検査（small dense LDL）と臨床 

2. POCT と在宅検診 

3. AMY 及び Ch-E 基準範囲設定に関する報告会 

4. 日常検査のピットホール座談会 

5. 誰にでもわかる測定の不確かさ 

6. 各都道府県検査データ共有化組織体制について 

7. データマイニングを利用した臨床検査診断 

8. 周術期の血栓症対策 

9. NST の現状と問題点 

                

 

 

 

           ●日時  平成 18 年 3 月 25 日(土)午後１時から 

                                   26 日(日)午後 12 時まで                

                 

 

 

●会場  福井県あわら温泉 

芦原パストラル青雲閣 

 

 

 

 

主催：近畿臨床検査技師会 

担当：福井県臨床検査技師会 

臨床化学検査分野 
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平成 17年 12月 

会員各位 

近畿臨床検査技師会 

会長 立脇 憲一 

（公印省略） 

第 10 回近臨技臨床化学検査研修会開催のご案内 
 

拝啓 

時下、皆様におかれましてはますますご健勝のことお喜び申し上げます。 

さて、標記の研修会を下記の通り開催致します。何かとご多忙中とは存じますが、 

万障お繰り合わせの上、奮ってご参加下さいますようご案内申し上げます。 

敬具 

記 

1 脂質検査（small dense LDL ）と臨床 

2.POCT と在宅検診 

3.ナイトセミナー 

4.誰にでもわかる測定の不確かさ 

5.各都道府県検査データ共有化組織体制について 

6.データマイニングを利用した臨床検査診断 

7.周術期の血栓症対策 

8.NSTの現状と問題点 

 

日  時  平成 18 年 3 月 25日（土）午後 1時より 

26 日（日）午後 12まで 

       場 所  芦原パストラル青雲閣 （福井県あわら温泉） 

      受講料  会員：6,000 円（一日のみ 3,000 円）、非会員：10,000円（一日のみ 5,000円） 

      宿泊費  12,000円（宿泊せず夕食のみの場合 9000円） 

      定 員   １００名 

       締切日  平成 18 年 2 月 15 日必着（但し、定員になり次第締め切ります） 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -（切り取り線）- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

   NO.              

                  第 10 回近臨技臨床化学検査研修会 申込書 

氏名                  男・女           会員番号 
 

施設名 
 

所属技師会 
 

施設住所 〒           

                   

             TEL：          FAX：                               

受講の種類 

○をつけてください 

A.受講(両日)+宿泊  B.受講(両日)+食事   C.受講のみ（宿泊なし） 

    

【C を希望の方は ２５日、 ２６日、 両日、のいずれかを選んで下さい】 

                 （注）同施設で複数の方が申し込まれる場合は、コピーをして下さい。                     
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プログラム 

3／25（土） 

      12：00〜12：45  受付 

      12：45〜13：00  開講式 

      13：00〜14：40  脂質検査 small dense LDL と臨床 

                   small dense LDL の測定系と症例報告 

                      デンカ生研（株）           臨床試薬部    伊藤康樹  

                    small dense LDL の基礎的検討 

                                 神戸大学医学部附属病院      検査部      檜原麻里 

                    脂質検査 small dense LDL の臨床的意義 

                       福井大学医学部検査医学       助教授      木村秀樹 

      14：50〜17：00  POCT と在宅検診     -これからの臨床検査技師がやるべき事- 

                   各施設における POCT 運営の現状と問題点 

                       天理よろづ相談所病院     臨床病理部      嶋田昌司 

                   海外における POCT の現状 

                       ロシュ・ダイアグノスティックス（株）      岡 尚人 

                    在宅検診（郵送検診）の現状 

                       栄研化学（株）                                 関根和人 

                    POCT のガイドライン・POCT コーディネーター育成について 

                      天理よろづ相談所病院     臨床病理部 部長  松尾収二 

      17：00〜19：00  食事休憩 

      19：00〜21：00  ナイトセミナー 

                   AMY 及び Ch-E 基準範囲設定に関する調査報告 

                       松下記念病院       中央臨床検査部     中島康仁 

                 日常検査のピットホール座談会 

                     大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山、福井 

                        各府県 1 題 

              

3／26（日） 

      9：00〜10：30  誰にでもわかる不確かさ   -検査室における分析結果の妥当性確認- 

                                  日水製薬（株） 

                      関東化学（株） 

               各都道府県検査データ共有化組織体制について 

                    天理よろづ相談所病院      臨床病理部    猪田猛久 

      10：40〜11：50   デ-タマイニングを利用した臨床検査診断 

                      天理よろづ相談所病院       臨床病理部    藤本一満 

                検査と臨床との関わり 〜周術期の血栓症対策〜 

                     近畿大学医学部附属病院   中央臨床検査部     増田詩織 

                       NST の現状と問題点 

                   神戸逓信病院         臨床検査室    中筋幸司 

                   春江病院             検査科    河端紅美子 

      11：50〜12：00  閉講式 
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【申込方法】  申込書に記入の上、下記まで郵送または、FAX でお申し込み下さい。 

         先着１００名の方に受付通知を発送致します。 

               通知が届いた方は最寄りの金融機関から 

      福井銀行 武生支店 店番号 220 普通預金 口座番号 1445255 

          第 10 回近臨技臨化研修会 代表 近藤 武志   にお振り込み下さい。 

 

【申込先】   福井県臨床検査技師会  生物化学分析部門 

          （財医）中村病院  臨床検査部  近藤 武志 

            〒915-0068 福井県越前市天王町 4-28 

          TEL 0778-22-0618     FAX 0778-22-6501 

 

【担当者】  福井県臨床検査技師会  臨床化学分野長 

          福井赤十字病院  検査部     猿木 邦之 

            TEL 0776-36-3630  (内)4386 

 

【POCT コーディネータ育成単位担当者】 

        天理よろづ相談所病院 臨床病理部 藤本 一満 

                        TEL 0743-63-5611  (内)8528  

 

【責任者】  近畿臨床検査技師会  生物化学分析部門長 

           近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部 増田 詩織 

                        TEL 072-366-0221 

 

                          交通のご案内  

 

・北陸自動車道 金津 IC より車で 15 分 
・JR 芦原温泉駅より車で 10 分 
・えちぜん鉄道あわら湯のまち駅より５分 
・JR 芦原温泉駅より送迎バス２便予定 


