
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部門別研究班・地区研修会】 
目次（詳細は下記） 

5月 22日（水）『生化学』について 

5月24日（金）「2013年CLSI変更点」「平成24年度神奈川県制度管理調査報告〜微生物検査解説〜」 

6月 6日（木） 「CT・MRIの読み方」 

6月 20日（木）「感染制御活動に必要な微生物検査データの読み方と作り方（基礎編）」 

       「薬剤感受性検査における各種判定基準の考え方＜EUCASTと CLSIを中心に 

6月 15日（土）「脳波判読実習」 

6月 22日（土）「消化器領域の病理細胞診」 

6月 29日（土）「脳波及び筋電図講義」 

6月 30日 (日)「輸血検査における問題解決の方法」 

7月 9日（火）「検査分析編」 

7月 13日（土）「筋電図実技講習」 

7月 20日（土）「岡庭先生に聞く！膵・胆道疾患の症例検討会」 

         
西湘地区 連絡責任者 佐久間 理 TEL 0465-62-7181  FAX 0465-62-9665 

 平成２５年度の最初の勉強会として西湘地区では『脂質（生化学）』について基礎的

な部分を主に開催いたします。 

基礎をもう一度復習しましょう。何か新しい発見があるかもしれません。 

開催日時 2013年 5月 22日（水）18時 30分～20時 00 分 

会 場  〒258-0003 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領８６６−１ 

     TEL  ０４６５( ８３  )０３５１ 

テ－マ 『生化学』について 

講 師  佐藤 敏之 

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 

 

微生物研究班 連絡責任者 佐々木 雅一 TEL 044-411-3131  FAX  044-433-3150 

今年度第１回目の研修会は毎年好評をいただいているCLSIの変更点について、シーメンス

HCDサービス・サポート部 細菌学術サービスの大井成人氏にご講演いただきます。また、平

成２４年度神奈川県精度管理調査（微生物）の報告と解説も併せて行います。どちらも日常の

検査に必須の内容となっていますので、サーベイ参加施設の方はもちろん、参加されなかった

施設の方も奮ってご参加ください。 

開催日時 2013年 5月 24日（金）19時 00分～20時 30 分 

会 場  神臨技研修センター 〒231-0023 横浜市中区山下町 75 荻野ビル 5階 

テ－マ 「2013年 CLSI 変更点」「平成 24年度神奈川県制度管理調査報告〜微生物検査解説〜」 

講 師   大井成人 シーメンスHCDｻｰﾋﾞｽｻﾎﾟｰﾄ部 細菌学術サービス 

      田中洋輔 書聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生理検査研究班  連絡責任者  谷ヶ城   良太 TEL  046-260-0111 

CT・MRIの基礎から疾患の読み方を、放射線科技師立場から講義していただきます。

超音波検査を行っているとCT・MRIを読まなければいけないことも多いと思います。今

回は、腹部臓器から乳腺の造影検査まで幅広く講義していただきます。なかなか聞け

ない分野の講義ですので多数の参加をお待ちしております。 

開催日時 2013年 6月 6日（木）19時 00分～20 時 30 分 

会 場 横浜市健康福祉総合センター（横浜市社会福祉センター）桜木町駅前 

テ－マ CT・MRIの読み方 

講 師 沼畑 孝志  大和市立病院 診療放射線科科長補佐 

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 
 

生理検査（脳・筋専門グル－プ）研究班   連絡責任者 津田 寿美枝 

                     TEL 045-366-1111（内線 4115）FAX 045-366-1157  
 1 回目「脳波判読実習」、2 回目「脳波及び筋電図講義」、3回目「筋電図実技講習」の計 3回
です。1回目は超初級者クラスを設け基本であるスケールの使い方からみっちり指導します。
申し込み時に超初級者クラス希望の方は明記して下さい。2回目は医師による「てんかんにつ
いて」の講義、技師による「神経伝導検査のコツと症例」の講義で、新人から中堅技師にも
役立つ内容です。３回目はクラス分けによる筋電図実技講習です。申し込み時に、希望の日
にち、希望のクラス（超初級者クラス、初心者、初級、中級）等を明記してお送り下さい。 
開催日時 1 回目 2013 年 6 月 15日（土）・2回目 6月 29 日（土）・3 回目 7月 13 日（土） 
      15時 00分から 18 時 00分まで 
会  場   〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センタ－ 301号室 
     TEL 045  ( 312 ) 1121    FAX 045  (312  )4810 
テ － マ 「脳波判読、末梢神経伝導検査の基礎を学ぼう」 
講 師  栗原まな 神奈川リハビリテーション病院 小児科統括部長 

一・三回目は脳波筋電図スタッフ 7 名が講師（小野澤,岩崎,田中,長山,下河,尾関,
高橋,津田） 

参加費  会員 2,000 円 、 非会員 10,000 円 
受付方式 事前申込 募集枠（1 回目：50 名、2回目：60名、3回目：40名   ） 
締切日 2013年 6月 8 日必着 定員になり次第締め切り 6/15日分 
申込先 北里大学病院臨床検査部 小野沢 裕也  Eメール eeg8523@kitasato-u.ac.jp 
    FAX 045   ( 366  )1157（聖マリアンナ医大横浜市西部病院 津田宛） 
生涯教育研修  臨床専門 20点 
 

病理・細胞検査研究班 連絡責任者 柿沼廣邦 TEL 042-778-8579  FAX  042-778-9371 
消化器領域における病理学的な内容を東海大学医学部附属八王子病院の田尻琢磨教授に、

膵・胆管における細胞診の基礎について帝京大学医学附属溝口病院の山田正人技師に講義し
て頂きます。また、細胞診の症例検討を神奈川の各施設の技師の方にお願い致しました。
日常の消化器領域の病理細胞診において大変役立つ内容となりますので、どうぞ、皆様奮っ
てご参加下さい。  

開催日時 2013年 6月 22日（土）14時 00分～17時 20 分 
会 場 神奈川歯科大学附属研修センター 7F大会議室 
      〒221-0835  横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6  TEL  045 ( 313 ) 4063 
テ－マ 「消化器領域の病理細胞診」 

講 師 田尻琢磨     肩書 東海大学医学部付属八王子病院   
    山田正人     肩書 帝京大学医学部付属溝口病院    
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 

mailto:eeg8523@kitasato-u.ac.jp


 生理検査研究班 連絡責任者 森 田  遊 TEL 042-772-4291（内線2231） 

今回の講習会は岡庭 信司先生（飯田市立病院・消化器内科部長）をお招きし、膵・胆道
疾患の症例検討会を行います。膵・胆道疾患の超音波検査で、こんなものがあったという症
例や、わからなかった症例を募集いたします。応募いただいた症例の中から、いくつかを岡
庭先生に選んでいただき、症例検討を通して、膵・胆道疾患をどう考えて、どんな画像を報
告すればいいのかを詳しく講演をして頂きます。現在、腹部超音波検査を勉強中の方、胆道
系の疾患について更に理解を深めたい方は是非ご参加・ご応募下さい。 
応募方法、会場の詳細については生理検査研究班のページでご確認下さい。 
開催日時 2013年 7月 20日（土）15時 00分～16時 30 分 
会 場 未定 
テ－マ 「岡庭先生に聞く！膵・胆道疾患の症例検討会」 

講 師 岡 庭  信 司 飯田市立病院・消化器内科部長 （医師） 

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 

 

輸血検査研究班 連絡責任者  山崎 郁子 TEL 044-722-2121  
 輸血検査実技講習会を開催します。Ａコースは凝集反応の見方から血液型検査・交
差適合試験の基本の基本を、Ｂコースは血液型検査・不規則抗体検査・交差適合試験
の手技の確認と輸血検査の基本的な考え方を、Ｃコースは血液型検査・不規則抗体検
査さらに解離同定試験を実習し、不規則抗体検査の実践的解釈を中心に研修して頂き
ます。日常業務で気になっていることや疑問などのディスカッションの場としてもご
活用ください。  

開催日時 2013年 6月 30日（日）9時 00 分～16時 30 分 
会 場  湘央医学技術専門学校 

テ－マ  輸血検査における問題解決の方法 

講 師  輸血研究班班員  
参加費  会員 10,000 円 、 非会員 20,000円 （昼食代込（飲物付）） 
受付方式 事前申込 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：50名 希望者多数の場合は１施設２名までに制限 
生涯教育研修  専門 20点 認定輸血検査技師資格審査基準 5点 
申し込み先 聖マリアンナ東横病院 臨床検査室 山崎 郁子 

      5月 7日より、専用申込用紙に必要事項を記入し、メールにてお申し込み下さい。 

      e-mail；oyamazaki@marianna-u.ac.jp 

 

mailto:oyamazaki@marianna-u.ac.jp

