平成 30 年 9 月 19 日

都道府県・政令指定都市母子保健行政所管部局
新生児スクリーニング検査実施機関 御中

御中
日本マススクリーニング学会
理事長 山口清次

平成 30 年度「日本マススクリーニング学会検査技術者専門研修会」のご案内
拝啓

初秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日ごろより当学会の事業にご協力とご支援を賜りお礼申し上げます。
さて、この度当学会では下記により検査技術者専門研修会を開催させていただくことになりまし
た。つきましては、貴自治体及び指定検査機関の新生児スクリーニング検査部門の方のご参加につき
ましてご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
敬

具

記
１．研修会の名称：平成 30 年度「日本マススクリーニング学会検査技術者専門研修会」
２．開催日時：平成 30 年 11 月 16 日（金）13:30～17:30 ならびに 11 月 17 日（土）9:30～16:30
３．開催場所：KFC Hall & Rooms Room100（別添会場案内図）
〒130-0015 東京都墨田区横網一丁目 6 番 1 号
https://www.tokyo-kfc.co.jp/access/
４．研修目的：講義や演習をとおして、新生児スクリーニング対象疾患のスクリーニングに関する課
題を知り、適切な対応策を理解して実際の検査に応用できることを目的とします。
今年度は Web 解析内部精度管理支援プログラム、外部精度管理 QC プログラムのパソコンを使用
した実地研修も実施します。
５．研修対象：新生児スクリーニング検査部門責任者及び新生児スクリーニングに 3 年以上携わり
施設内で指導的な立場にある検査技術者
６．研修プログラム（別紙１）
７．受講料：15,000 円（パソコンを持参できない方にはレンタル料 4,000 円を別途いただきます）
８．受講者定員：40 名
９．受講申込み：同封の別紙２「受講申込書」に必要事項を記載の上、下記事務局に送付してくだ
さい。受講申込みの締切は 10 月 19 日（金）とし、送付方法は郵送（必着）、FAX、メール添付
のいずれも可とします。なお、定員 40 名を超えた場合は 10 月 19 日以前でも募集を中止するこ
とがあります。
10. 本研修会にご参加には本会会員であることが条件となります。非会員の場合には学会ホームペ
ージより入会手続きをお願いいたします。
11. 希望者には昼食用の弁当（お茶付、￥1,100）を用意させていただきます。ご希望の方は申込書
にご記載ください。費用は当日受付にてお支払いください。
【連絡先】日本マススクリーニング学会事務局
担当者：内田
住所 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-8-10-605
電話 ：03-3354-2070
E-mail：jsms@jsms.gr.jp

FAX：03-3354-2017

別紙１

平成 30 年度「日本マススクリーニング学会検査技術者専門研修会」プログラム
1．1 日目

平成 30 年 11 月 16 日(金) 13:30～17:30（受付開始 13:10）

講義時間

講義テーマと内容

講師

13:30 １3：40

オリエンテーション

13:40 14:10

講義 1．新生児スクリーニングの外部精度管理の実施状況

14:20 14:50

講義 2．内部精度管理支援プログラム
～Web 解析システム／一括ヒストグラムの効果的な使用方
法と活用及び実施状況調査～

北海道薬剤師会
公衆衛生検査センター
花井潤師

演習 1．内部精度管理支援プログラム(パソコン使用)
～自施設のカットオフ値の適正性を解析してみよう～
・Web 解析システムによる分布、患者最小値、Z スコアによ
る確認
・一括作成シートによるシミュレーション
講義 3．Web システムによる新しい内部・外部精度プログラム
～Web 解析システムの新機能～
～新しい QC 用 Web システムの概要と今後の PT データ
報告の Web システムへの統合～

北海道薬剤師会
公衆衛生検査センター
花井潤師
東京都予防医学協会
石毛信之

15:00 16:30

16:30 17:00

17：00 17：30

KM バイオロジクス
田崎隆二
国立成育医療研究センター
研究所マススクリーニング室
但馬 剛

北海道薬剤師会
公衆衛生検査センター
花井潤師
KM バイオロジクス
田崎隆二

1 日目のまとめ

2．2 日目 平成 30 年 11 月 17 日(土) 9:30～16:30 （受付開始 9:10）
講義時間

講義テーマと内容

講師

9:30 10:30

講義 4．タンデムマススクリーニング対象疾患の代謝生化学
とその検査指標
～有機酸及び脂肪酸代謝異常を中心に～

東京都予防医学協会
石毛信之

10:45 11:45

講義 5．新生児スクリーニング対象内分泌疾患の臨床
～精密検査から診断、治療～

東京医科歯科大学発生発
達病態学
鹿島田健一

11:45 12:45

昼食・休憩

12:45 13:45

講義 6．内分泌疾患スクリーニングの課題とその対応
～高い偽陽性率と適切なカットオフ値～
～中枢性甲状腺機能下症と副腎過形成症スクリーニング
の二次検査の重要性～

KM バイオロジクス
臨床検査センター
田崎隆二

14:00 15:00

講義 7．ガラクトース血症スクリーニングの課題とその対応
～スクリーニングの対象疾患は？～
～一次検査と二次検査の標準化とカットオフ値：ガラクトー
ス定量法と GALT 活性定性・定量法～

富山県衛生研究所
九曜雅子

15:10 16:10

講義８．新生児スクリーニング対象代謝異常疾患の臨床
～精密検査から診断、治療～

国立成育医療研究センター
病院総合診療部
窪田 満

16:10 16:30

総合討議

国立成育医療研究センター
病院総合診療部
窪田 満

別紙 2
マススクリーニング学会事務局宛
FAX：03-3354-2017

/ E-mail：jsms@jsms.gr.jp

平成 30 年度「日本マススクリーニング学会検査技術者専門研修会」受講申込書
日本マススクリーニング学会
理事長 山口清次 殿
貴会が開催する下記の研修を受講したいので申し込みます。
記
１．研修会の名称：平成 30 年度「日本マススクリーニング学会検査技術者専門研修会」
２．開催日時：平成 30 年 11 月 16 日（金）13：30-17：30～17 日（土）9：30-16：30
３．開催場所：開催場所： KFC Hall & Rooms Room100
〒130-0015 東京都墨田区横網一丁目 6 番 1 号
https://www.tokyo-kfc.co.jp/access/
４．研修受講者所属・氏名・住所、電話・FAX、メールアドレス
所

属：

氏

名：

住

所：〒

電話：

FAX:

メールアドレス：
５．受講料 15,000 円の支払い方法：下記口座にお振込ください。
パソコンをレンタルされる方は実費 4,000 円を追加
日本マススクリーニング学会金融機関:
口座名 ：ゆうちょ銀行 当座預金
支店名 ：〇一九店（ゼロイチキュウ店）
口座番号：0042859
受取人名：ニホンマススクリーニングガッカイ
※事前のお振込が不可能な場合には、事務局までご連絡願います。

６．昼食希望：

必要（お茶付、￥1,100 ）

・

不要

※お支払いは当日受付にてお願いいたします。

（○をつけてください）

別添会場案内図

研修会場 KFC Hall & Rooms 案内図

電車でのご利用
地下鉄
都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1 出入口より徒歩 0 分。

JR
□JR 中央･総武線「両国駅」東口より徒歩約 6 分。
東口改札より線路沿いを千葉方面へ向かい、突き当たり大通りを左折しガードをくぐり、約 200m 先左手 25
階建てビル。
□JR 中央･総武線「両国駅」西口より徒歩約 7 分。
西口改札より両国国技館と江戸東京博物館の間の歩行者用通路に沿って、車止めのある十字路を右折。
両国中学校と江戸東京博物館の間のレンガ道を進み大通りを左折し、約 50m 先左手 25 階建てビル。

