
（一社）日本臨床衛生検査技師会                                           

会員各位                                                 平成 30年 10月吉日 

（一社）日本臨床衛生検査技師会 

会 長 宮島 喜文 （公印省略） 

（一社）日本臨床衛生検査技師会 

北日本支部長 山寺 幸雄 （公印省略） 

 

平成 30年度 日臨技北日本支部 染色体・遺伝子検査部門研修会のご案内 

          （共催 平成 30年度 福島県臨床検査技師会血液検査部門染色体検査分野研修会） 

 

主催：（一社）日本臨床衛生検査技師会  

担当：（一社）日本臨床衛生検査技師会 北日本支部 

実務担当：（一社）福島県臨床検査技師会 

謹啓  

この度、日臨技北日本支部 染色体・遺伝子検査部門研修会を下記の通り開催致します。 

つきましては多数の皆様方のご参加を賜りますようご案内申し上げます。 

謹白 

 

                                     記 

〈テ ー マ〉 身近に感じて学んでみよう！疾病診断・治療に直結する染色体・遺伝子検査 

〈会   期〉 平成 31年 2月 9日（土） 12:00 ～ 2月 10日（日） 11:50 

〈会   場〉 福島県立医科大学 8号館 3階 N301講義室 

      〒960-1295 福島県福島市光が丘１番地 

〈募集定員〉 100名 

〈参 加 費〉 会  員 5,000円   1日目（2/9）はランチョンセミナーで弁当支給あります。  

         非会員 8,000円 

〈日臨技生涯教育研修単位〉 専門－30点（必ず技師会会員証をお持ち下さい。） 

            〈情報交換会について〉 会費 4,000円 （福島駅周辺で行う予定です。） 

〈宿  泊 に つ い て〉 各自手配をお願いいたします（福島駅周辺が便利です。） 

                                                 以上 

【会場までの地図】                    【構内案内図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 【交通案内】 福島県立医科大学ホームページ 

http://www.fmu.ac.jp/univ/daigaku/access.html#map 参照 

バス停：医大病院 

バス停：医科大学前 

こちらの駐車場を利用ください 

会場：8号館 3階 N301 

国道 4号方面 



 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：:：：：：：：： プログラム要項 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：    

《 １日目 ： 2月 9日（土） 》 

 11:00 ～ 12:00  受付開始 

12:00 ～ 13:00  ランチョンセミナー  

         ｢遺伝子検査の基礎知識と最近の話題｣  

         株式会社ミズホメディー 東日本営業部     引地 純也 先生 

         東洋紡株式会社 診断システム事業部     曽家 義博 先生 

 

13:00 ～ 13:05  開講式 

13:05 ～ 13:55  基礎講演 1 

           ｢染色体検査の基礎知識｣ 

         大東文化大学スポーツ・健康科学部  教授  藤田 和博 先生 

       13:55 ～ 14:05  休憩 

 

14:05 ～ 14:55  基礎講演 2 

                         ｢染色体検査（Gバンドと FISH法）結果の捉え方｣ 

                   株式会社エスアールエル 遺伝子・染色体解析部    大坪 香里 先生 

       14:55 ～ 15:05  休憩 

 

15:05 ～ 15:55  基礎講演 3 

        ｢骨髄増殖性腫瘍の病因遺伝子について｣ 

                      アークレイマーケティング株式会社 学術推進チーム   片岡 慎 先生 

15:55 ～ 16:05  休憩 

 

16:05 ～ 16:55  基礎講演 4 

        ｢血液形態を見る時に遺伝子異常を意識していますか｣ 

                      シスメックス株式会社 学術本部 学術推進部   川上 肇 先生 

 

19:00 ～        情報交換会 （福島駅周辺で行う予定） 

 

《 2日目 ： 2月 10日（日） 》  

        9:00 ～ 10:00  教育講演 

                 ｢造血器腫瘍診療における染色体・遺伝子検査の重要性｣ 

                  福島県立医科大学 新医療系学部設置準備室  教授 小川 一英 先生  

10:00 ～ 10:15  休憩 

 

10:15 ～ 11:45  技術講演 

                  ｢遺伝子検査を行うために大切なこと～筑波大学での運用を例として～」 

内容：基本的な操作の注意事項～遺伝子検査の立ち上げ、日常遭遇する 

トラブル対応、質問に対する回答など 

                       筑波大学附属病院 検査部 技師長    南木 融 先生 

11:45 ～ 11:50  閉講式 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：:：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 



 

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

※ 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。 

 

日臨技 HP   ⇒   会員専用ページ   ⇒   会員メニュー   ⇒   事前参加申込 

https://www.jamt.or.jp/                   行事日程・参加申請・ 

                                  受講書類・参加費領収書など 

 

日臨技 HPからの登録が困難な方は参加申込書（別紙）に必要事項を記入の上、FAXにて 

      お申し込みください。申し込み期限を延長いたしました。（期限：1月 25日（金）） 

 

【 参加費振込先 】   

ゆうちょ銀行   

店名：八二八（読み ハチニハチ） 

店番：828 

預金種目：普通預金 

口座番号：3963165 

名称：平成 30年度日臨技北日本支部染色体・遺伝子検査部門研修会 

※ 参加費の振込みは申込み後 10日以内にお願いいたします。振込み確認後、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いたします。 

 

【 情報交換会 】  事前申込み制 

  参加費 4,000円 

  会 場  福島駅周辺で開催予定 

  参加は任意で、参加費は当日別途申し受けます。 

 

【 宿泊 】  各自手配をお願いいたします。早めの予約をおすすめします。 

 

【 問い合わせ先 】 

   〒 960-1295 福島県福島市光が丘一番地 

  福島県立医科大学 新医療系学部設置準備室  三浦里織 

TEL   （024）547-1965 

E-mail  sao-hfmu@fmu.ac.jp 

※ 問い合わせには E-mailを使用し、件名には ｢H30年遺伝子研修会｣ でお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sao-hfmu@fmu.ac.jp


（別紙） 

参加申込書 

  参加希望者は、下記の必要事項をもれなく記載し、FAX または封書にてお申し込みください（期限 1/25（金））。 

申し込み受付後、1週間以内に受付確認とプログラム等の連絡を E-mailでお送りします。（期限延長しました。） 

 

受付確認メールが届かない場合、お手数ではございますが、申し込み先（福島医大 三浦（024）547-1965） まで  

お問い合わせください。 

 

   FAX送付先：福島県立医科大学 新医療系学部設置準備室 三浦里織 

   FAX番 号： (０２４) ５４７－１９６６ 

    “注意事項”   

        申し込み後の連絡（プログラム等の送付）は E-mailで行いますので、連絡用 E-mailアドレスは 

        必ずご記入ください。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会担当：日臨技北日本支部 染色体・遺伝子検査部門 

              福島県立医科大学 三浦 里織 TEL (024) 547-1965    E-mail：sao-hfmu@fmu.ac.jp 

                 福島県臨床検査技師会 血液検査部門 部門長 

                太田西ノ内病院 中村 美雪 TEL (024) 925-1188  E-mail：m.nakamura@ohta-hp.or.jp 

研修会名 平成 30年度 日臨技北日本支部染色体・遺伝子検査部門研修会 

（共催 平成 30 年度 福島県臨床検査技師会血液検査部門染色検査分野研修会）  

所属都道府県  

会員番号  

漢字氏名 

（ふりがな） 

 

施設名  

担当部署  

施設住所 

（連絡先） 

 

電話番号/FAX番号  

連絡用 E-mail アドレス  

  ランチョンセミナー              参加    ・   不参加 

              2月 9日（土）12:00～13:00   

情報交換会 

（会費 4,000円） 

             参加    ・   不参加 

会場については後日 E-mailにてお知らせいたします。 


