
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部門別研究班・地区研修会】 

目次（詳細は下記） 

9月 28日（金）・10月 12日（金） 尿沈渣検査 ［基礎編］2回シリーズ 
10月  5日（金）「web による情報収集～臨床検査編～」 
10月  6日（土）・13日（土）「腹部超音波検査 腹部領域」 
10月 12日（金）「輸血による鉄過剰症と鉄キレート療法」 
10月 13日（土）「血液凝固学の基礎と血液凝固検査の反応過程について」 
10月 14日（日） 第 24 回神臨技細胞診スライドセミナー「細胞の見方・考え方」 
10月 26日（金）「 腫瘍マーカー検査をマスターしよう！」 
11月 09日（金）「PSG解析の基本」 
11月 10日（土）「頸動脈超音波検査」 
11月 17日（金）「トランスファー（患者介助）」 
 

 一般検査研究班 連絡責任者  森 合美 TEL 042-742-3577  FAX 042-742-3585 

一般検査研究班では尿沈渣検査の研修会を開催致します。尿沈渣の鏡検方法や尿沈渣成

分の鑑別方法、臨床的意義など日常検査で重要な点を中心に 2 回に分けて講義致します

（1 回目と 2 回目の講義内容は異なります。）。また、「尿沈渣検査法 2010」に準じ講

義を行います。会場は「神臨技研修センター」で行いますので、お間違えないよう御来

場ください。興味ある方は是非ご参加ください。事前申し込みはありませんので、直接

会場へお越しください。多数ご参加、お待ちしております。 

開催日時 ［基礎 1回目］9月 28日（金）18時 30分から 20時 30分 

     ［基礎 2回目］10月 12日（金）18時 30分から 20時 30分  

会 場 神臨技研修センター TEL 045 (212) 2862  FAX 045 (479) 8884 

テ－マ 尿沈渣検査 ［基礎編］2回シリーズ 

講 師（会員）森 合美 （東芝林間病院 臨床検査科） 

参加費  会員 1,000円 非会員 8,000円 

受付方式  会場受付 

生涯教育研修  専門 20点 

生理研究班超音波専門グル－プ 連絡責任者  藤井 滋 TEL 042-748-4230  
生理研究班超音波専門グループでは、「腹部超音波検査 腹部領域」をテーマに計2回
の講義講習会を開催します。超音波検査を始めて間もない方や症例を見る機会が
少ない方を対象に、腹部領域の症例をベテラン講師陣がわかりやすく説明致しま
す。 

開催日時 10月 6日・13日（土） 15時 00分から 19時 00分まで 

会 場  福祉保健研修交流ｾﾝﾀｰｳｨﾘﾝｸﾞ横浜 TEL  ０４５  (８４７ )６６６６ 

テ－マ  10/6（土）1.胆道系領域 2.膵臓領域  

     10/13（土）1.肝臓領域 2.消化管領域 

講 師  藤田理恵子・栁原美智子・柴田尚美・谷ケ城良太・藤井滋 

参加費 5,000円 
受付方式 事前申込・募集枠 70名 次の事項を明記の上、E‐Mailでお申し込み下さい。 
「第 21 回超音波専門グループ申し込み（腹部）」①氏名（要ﾌﾘｶﾞﾅ）②会員番号③施設
名・部署④電話番号⑤超音波年数  ＊記載に不備がある場合受付できない事がありま
す。申込み後、メール返信の無い場合はお問合せ願います。参加費は事前の銀行振り込
みとし、申込み受付の返信にて振込先をご通知致します。尚入金後の返金には応じかね
ます。（申込みの際、記載頂いた個人情報は当専門グループのみで使用致します。） 
締切日 定員になり次第 
申 込 先 東名厚木メディカルサテライトクリニック 検査科 塚本 由紀 
mail：tams-kensa@tomei.or.jpTEL046-229-1937内線3200：13～16時の間でお願いします 

生涯教育研修  専門 20点 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸血研究班  連絡責任者  田代  優也  TEL  0463-81-3721(内線 2198)  FAX 

0463-80-2420 
今回輸血研究班では、聖マリアンナ医科大学病院血液腫瘍内科の齋藤輔先生を講師に

御招きし、「輸血による鉄過剰症と鉄キレート療法」というテーマにて研修会を開催しま
す。 
血液疾患等で頻回の赤血球輸血を行う際、鉄の過負荷は重篤な副作用につながる為、そ
の治療はとても重要になります。最近話題となっているテーマですので、興味がある方
は是非ご参加ください。 

開催日時 10月 12日（金） 19時 00分から 21時 00分まで 

会 場  横浜市健康福祉総合センター 8階大会議室Ａ・Ｂ 

テ－マ  「輸血による鉄過剰症と鉄キレート療法」 

講 師  齋藤 輔  聖マリアンナ医科大学病院 血液腫瘍内科  

参加費  会員 1,000円 非会員 8,000円 

受付方式 会場受付 

生涯教育研修  専門 20点  

血液検査研究班 連絡責任者 矢島 智志 TEL 045-787-2906  

ノボノルディスクファーマ株式会社の医学博士新井盛大先生をお迎えして「血液凝固学

の基礎と血液凝固検査の反応過程について」というテーマでお話して頂きます。各施設

でスクリーニング検査として自動分析装置を用いて広く行われています。しかし、凝固

検査は様々な反応過程を経て測定結果が導かれるのでその原理及び反応系を理解して検

査を行い測定結果について判断する必要があります。今回基礎的なとこらか反応系の解

釈等をご講演して頂きます。皆様のご参加をお待ちしております。 

開催日時 10月 13日（土） 18時 15分から 20時 00分まで 

会 場  かながわ労働プラザ ホール B  TEL  （045）633-5413  

テ－マ 「血液凝固学の基礎と血液凝固検査の反応過程について」 

講 師 新井 盛大 医学博士ノボノルディスクファーマ株式会社チーフメディカルオ

フィサ－ 

参加費  会員 1,000 円 非会員 5,000円 

受付方式  会場受付 

生涯教育研修  専門 20点 

血清検査研究班 連絡責任者 土筆 智昌 TEL 042-778-7725   FAX 042-778-9575 
血清検査研究班は今回腫瘍マーカー検査についての研修会を開催します。基本的な
腫瘍マーカーの定義から測定の問題と思われがちなケースまで腫瘍マーカー検査
の考え方をご講演していただきます。基礎から学びたい方、日頃の検査で疑問に感
じたことのある方、多数のご参加をお待ちしております。 

開催日時 10月 26日（金） 19時 00分から 20時 30分まで 

会 場  神臨技研修センター TEL 045  ( 212  ) 2862      FAX  045 ( 479 )8884 

テ－マ  腫瘍マーカー検査をマスターしよう！ 

講 師  川崎 芳正 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス（株） 

参加費  会員 500円 非会員 8,000円 

受付方式  会場受付 

生涯教育研修  専門 20点 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生理研究班呼吸器専門グループ連絡責任者藤生美乃 TEL 042-778-8534 FAX 042-778-9575 
平成２4年度第 3回 呼吸器専門グループの研修会を開催します。講師に太田睡眠科学セ
ンターの八木朝子主任検査技師をお招きして『PSG解析の基本』というテーマで、講演し
ていただきます。講師は RPSGT(米国睡眠認定検査技師)と日本睡眠学会認定検査技師の資
格を持ち、日本睡眠学会や日本ポリソムノグラファー研究会でも睡眠検査（PSG）の指導
をされている方です。PSG検査を始めようとしている方、PSG解析をしているが基本を確
認したい方の参加大歓迎です。普段の PSG 検査で困っていることや相談したいことなど
ありましたら持ち寄って有意義な研修会にしたいと思います。是非、皆様のご参加をお
願いいたします。（メールで事前申し込みをお願いします。） 
開催日時 2012 年 11 月 09 日（金曜日）   19 時 00 分 ～21 時 00 分 
会 場  神臨技研修センター TEL  045 (212 )2862    FAX  045 (479 )8884 
テ－マ  PSG解析の基本 
講 師  八木朝子  太田睡眠科学センター  
参加費  会員 1,000円 非会員 8,000円 
受付方式 会場受付・事前申込・募集枠ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：50名 
申 込 先  北 里 大 学 病 院 呼 吸 機 能 検 査 室 藤 生 美 乃 FAX042 (778)9575mail ： 
fujiu@kitasato-u.ac.jp 
生涯教育研修  専門 20点 
生理研究班超音波専門グル－プ 連絡責任者  藤井 滋 TEL 042-748-4230  
生理研究班超音波専門グループでは、「 頸動脈超音波検査」をテーマに講義講習会を
開催します。頸動脈超音波検査をこれから始める方や基本を復習したい方が対象と
なります。頸動脈の走査法やプラークの計測方法などの基本から、症例の見方まで
ベテラン講師がわかりやすく説明致します。ライブデモも予定しています。 
日程、講義内容、講師は下記の通りです。 
開催日時 11月 10日（土） 15時 00分から 17時 30分まで 
会 場 福祉保健研修交流ｾﾝﾀｰｳｨﾘﾝｸﾞ横浜上大岡オフィスセンタービルEL045(847)6666 
テ－マ 「頸動脈超音波検査」 
講 師 山本 真一 東海大学医学部附属病院  
参加費  会員 2,000 円 非会員 8,000円 
受付方式 事前申込・募集枠 70名 次の事項を明記の上、E‐Mailでお申し込み下さい。 
件名に「第 21回超音波専門グループ申し込み（頸動脈）」を明記の上、①氏名（要ﾌﾘｶﾞ
ﾅ）②会員番号③施設名・部署④電話番号⑤超音波年数 ＊記載に不備がある場合受付で
きない事があります。申込み後、メール返信の無い場合はお問合せ願います。参加費は
事前の銀行振り込みとし、申込み受付の返信にて振込先をご通知致します。尚入金後の
返金には応じかねます。（申込みの際、記載頂いた個人情報は当専門グループのみで使
用致します。） 
締切日 定員になり次第 
申 込 先 北里大学病院 臨床検査部 超音波検査室  伊藤 亜希子 
E-mail：aki-ito@kitasato-u.ac.jp TEL042－778－8575（内線 8575：14～17 時の間で
お願いします） 
生涯教育研修  専門 20点 
生理研究班 連絡責任者 田中 稚佳子   TEL045－331－1961 内線 5161 
介助を要する患者さんの検査を行う際の安全性の向上を目的とした『トランスファー（患
者介助）研修会』を開催いたします。基本となる車イス、ベッド間の移乗方法を中心に、
点滴などのルートを有する患者さんの移乗方法、自立度の不明な患者さんの自立度を見
極めるコツなど、講義、実技指導を交えた研修会です。 
開催日時 11月 17日（土） 15時 00分から 17時 00分まで 
会 場  横浜市立市民病院 リハビリテーション室 
テ－マ  トランスファー（患者介助）研修会 
講 師  石田 由佳 理学療法士  
参加費  会員 1,000円 非会員 8,000円 
受付方式 事前申込・募集枠 30名（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：Eメール jinringi_seiri@yahoo.co.jp ） 
締切日  2012年 10月 31日（申込順） 
生涯教育研修  専門 20点 

 



 情報システム研究班連絡責任者 杉山 嘉史 TEL 045 – 253 - 5329  FAX 045 - 253 - 5749 
情報システム研究班では「web による情報収集～臨床検査編～」というテーマで

研修会を実施します。皆さん日々の調べものや学習でインターネットを利用されている
方は多いかと思います。様々な企業や個人が様々な Web サイトを展開していますが、今
回は形態学習セミナーを提供しているベックマン・コールター株式会社と臨床検査に関
する様々な情報を提供している株式会社エスアールエルにそれぞれのコンテンツの紹介
をしていただきます。 
開催日時 2012 年 10 月 05 日（金曜日）   19 時 30 分 ～20 時 30 分 
会 場  かながわ県民ｾﾝﾀｰ 305号室 TEL  045 ( 312 ) 1121 
     〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2  
テ－マ  「web による情報収集～臨床検査編～」 
講 師  安藤 純一（株式会社エスアールエル学術企画情報サービス部企画グループ）  
     ベックマン・コールター株式会社 （講師未定） 
参加費  会員 500 円 、 非会員 8,000 円 、賛助会員 1,000 円 
受付方式 事前申し込み 
申込先 〒232-0024横浜市南区浦舟町 4-57TEL 045 ( 253 ) 5329  FAX  045 ( 253 ) 5749 
生涯教育研修  基礎 20点 

 
細胞検査研究班連絡責任者 柿沼廣邦 TEL 042-778-8579  FAX  042-778-9371 
婦人科，呼吸器，消化器・泌尿器，体腔液・リンパ節・その他，乳腺・甲状腺を対
象としたスライドセミナーを開催します．前半は，スライドを用いた 75 症例を設
問形式で行い，後半では設問の解答，解説および基本的な細胞の見方・考え方につ
いて，５名の講師による講義を行います．細胞診を始めたい方や初級者はもとより，
細胞検査士資格を有する方々の診断能力の自己評価にも最適です．よろしくご参集
頂きますようお願い申し上げます． 
開催日時 2012 年 10 月 14 日（日曜日）   9 時 00分 ～17 時 00 分 
会 場  神奈川県立がんセンター 
     〒232-0024 神奈川県横浜市旭区中尾1-1-2  TEL  045 ( 391 ) 5761  
テ－マ  第 24回神臨技細胞診スライドセミナー「細胞の見方・考え方」 
講 師  生澤 竜、前本直子、草苅宏有、三田和博、加戸伸明 
参加費  会員 3,000 円 、 非会員 8,000 円  
受付方式 事前申し込み 
締 切 日   2012 年  10月  6日  (申込順) 
申込先  〒252-0375神奈川県相模原市南区北里 1-15-1  

北里大学病院 病院病理部 柿沼廣邦 
         http://www.jinringi.or.jp/kenkyuhan/saibou/ 

E-mail: hi-kaki@kitasato-u.ac.jp 
生涯教育研修  専門 20点 
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