
7月5日 （金） これから始めるグラム染色

7月9日 （火） 検査前に知っておきたいこと－分析編－

7月12日 （金） 広域周波数オシレーション法（IOSとモストグラフ）について

7月13日 （土） 血球形態学への誘い（いざない）～そして骨髄像のプロフェッショナルへ～

7月13日 （土） 神経伝導検査実技講習会

7月20日 （土） 岡庭先生に聞く！膵・胆道疾患の症例検討会

7月26日 （金） 尿定性検査の基礎－尿検査はここからはじまる－

7月29日 （月） 免疫検査の基礎とピットホール」および「針刺し事故対処法」

8月2日 （金） 精度管理について

8月25日 （日） 試薬基礎検討の仕方実習

9月8日 （日） 腹部超音波検査の基本走査（実技講習）

9月27日 （金） PSG解析の基本

9月28・29 （土・日） 腸管感染症　薬剤耐性菌

10月12日 （土） 腹部超音波　腹部領域

10月26日 （土） 腹部超音波　腹部領域

連絡責任者　　佐々木　雅一　（会員番号　015007）

TEL 044-411-3131  FAX 044-433-3150

これから始めるグラム染色

7月5日（金）　19時から20時30分まで

〒221-0835　かながわ県民活動サポートセンター301会議室

　　　　　　横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 TEL 045(312 )1121

これから始めるグラム染色

土田　孝信　秦野赤十字病院　　大菅 淳　東海大学医学部付属病院

安達 譲　　 北里大学病院　　　佐々木　雅一　関東労災病院

会員　1,000円　非会員　8,000円

会場受付　60人

専門　20点

7月9日（火）　19時から

神臨技研修センター

検査前に知っておきたいこと－分析編－

間瀬浩安 　東海大学医学部付属病院　臨床検査技術科

会員　1,000円　、　非会員　　8,000円

会場受付

基礎　20点

7月12日（金）　19時から21時まで

神臨技研修センター  

広域周波数オシレーション法（IOSとモストグラフ）について

フクダ電子（株）　　チェスト（株）

会員　1,000円　、　非会員　　8,000円

会場受付・事前申し込み・インターネット　　50人

北里大学病院　呼吸機能検査室　藤生美乃　　メール：　fujiu@Kitasato-u.ac.jp

専門　20点

受付方式

生涯教育研修

毎年恒例の若手、新人対象の「検査前に知っておきたい事」シリーズ研修会を開催いたします。
分析編では、溶血の影響や検体不足、試薬不足の時の結果値変化やCK、CK-MBや乳糜検体の注意点などを解説
これから臨床化学検査を始める技師、始めて間もない技師、もう一度基礎を知りたい技師などに聞いていただきたい研
修会です、是非とも先輩技師は新人技師をつれて参加ください。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

参加費

臨床化学研究班 連絡責任者　　間瀬浩安    　TEL 0463-93-1121　　　　　 FAX 0463-93-1121

会　場

テ－マ

講師

部門別研究班・地区研修会

目次（詳細は下記）

開催日時

開催日時

微生物検査研究班

参加費

受付方式

生涯教育研修

テ－マ

講師

生理・呼吸器
連絡責任者　藤生　美乃　TEL 042-778-8534　　FAX042-778-9575　 

専門グループ

平成25年度呼吸器専門グループ第1回研修会を開催します。テーマは昨年4月より保険適応になりました『広域周波数オ
シレーション法について』、IOSとモストグラフの原理の説明や症例提示、また、機器を使用してデモンストレションや
実習を行う予定です。他に希望がありましたら、電子スパイロを使用して機器の校正やVC、FVC検査の実習も行います。
皆様のご参加をお待ちしています。申し込みはなるべく事前にお願いします。

会　場

参加費

受付方式

申し込み先

生涯教育研修

タイトルの様に、新人の方やグラム染色の経験が少ない方に向けた初心者コースです。基本的な事を中心に症例を交え
て分かり易く学ぶことが出来ます。普段細菌検査に携わっていない方も大歓迎。たくさんの参加者をお待ちしておりま
す。

mailto:fujiu@Kitasato-u.ac.jp


2013年 7月 13日　（土曜日）　18時15分(受付18時00分)から20時00分まで
〒231-0026　横浜市中区寿町1-4　かながわ労働プラザ　ホール B   TEL  （045）633-5413

「血球形態学への誘い（いざない）～そして骨髄像のプロフェッショナルへ～」

氏名　通山　薫　先生　　肩書き　川崎医科大学　検査診断学教室(病態解析)教授

会員　1,000　円　、　非会員　5,000　円

会場受付

専門　20点

連絡責任者　 津田寿美枝（聖マリアンナ医大横浜市西部病院）

北里大学病院臨床検査部　小野沢　裕也　　メール宛先　eeg8523@kitasato-u.ac.jp

7月13日（土）15：00～18：00

かながわ県民センター 301号室(横浜駅きた西口)

「神経伝導検査実技講習会」
申し込みはメールにて氏名、所属施設名、会員番号、希望の講習日、連絡先、希望のクラス等
を明記してお送りください。
会員　2,000円　非会員　10,000円

会場受付

6月30日　定員になり次第締め切り

会員　40名
専門　20点

7月20日（土）　15時から16時30分まで

未定

岡庭先生に聞く！膵・胆道疾患の症例検討会

岡庭　信司　 肩書　飯田市立病院・消化器内科部長　（医師）

会員　1,000円　、　非会員　　8,000円

会場受付

専門　20点

　連絡責任者　　　森　合美 　　　（会員番号　146255　　　）

  TEL 　042-742-3577　　　　　　 FAX 　042-742-3585

2013年 7月 26日　（金曜日）　18時30分から20時30分まで

神臨技研修センター

尿定性検査の基礎－尿検査はここからはじまる－

氏名　　飯野　隆浩　(八木病院)

会員　1,000円　非会員　8,000円

会場受付

無し

会員　60名
専門　20点

連絡責任者　　矢島　智志　　　　（会員番号144654）

テ－マ

講師

受付方式

生涯教育研修

参加費

今回は、川崎医科大学の通山薫先生をお迎えして、骨髄像の見方・考え方・検査技師が報告をする上での留意点につい
て、ご講演頂きます。骨髄像の鏡検に関して、検査技師が担う役割・技術が以前にも増して必要とされています。日
頃、結果を報告する際に不安な事や悩んでいる事はありませんか？この機会に、一緒に解決方法を勉強しましょう！ま
た、これから骨髄像の鏡検を始めようと思っている方も、是非ご参加ください。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

生理・脳波筋電図

研究班

クラス分けによる筋電図実技

開催日時

会　場

申し込み時に経験年数と希望のクラス（初心者、初級、中級）を明記。

開催日時

会　場

テ－マ

連絡責任者　　森田　遊　TEL 042-772-4291（内線2231）

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

締切日

対象

生涯教育研修

生理検査研究班

消化器の超音波で有名な岡庭　信司先生（飯田市立病院）をお招きし、膵・胆道疾患の超音波の症例検討会を行いま
す。膵・胆道疾患で、わからなかった症例、他院に紹介されて結果がわからない症例、こんなものがあったけどどう考
えるの？というような症例を募集します。症例検討を通して、膵・胆道疾患の考え方や画像の読み方などを詳しく講演
して頂きます。腹部超音波を勉強中の方、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。
応募方法は、生理検査研究班のHPを確認してください。　　　　（症例締め切り6月20日）

参加費

受付方式

生涯教育研修

一般検査研究班

一般検査研究班では、尿定性検査の研修会を開催いたします。試験紙の取り扱いから、各項目の原理、偽陽性および偽
陰性、臨床的意義など、基礎的な内容を中心に行います。また、普段よく遭遇する症例についても解説を行いますの
で、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。当日直接会場へお越しください。皆様の参加、お
待ちしております。

開催日時

対象

生涯教育研修

講師

参加費

受付方式

締切日

血液研究班



　連絡責任者　尾上　涼子　　　（会員番号　　148117　）

  TEL1　045-576-3000　　　　　　 FAX 045-576-3625

日常検査では忘れがちな免疫検査の基礎とピットホールについて研修会を開催致します。

免疫検査を担当されて間もない方だけでなく、ベテラン技師の復習にもなります。

また、感染対策として重要な針刺し事故対処法についても講義を行いますので

多数の参加お待ちしております。

2013年 7月 29日　（月曜日）　19時から20時30分まで

神臨技研修センター

「免疫検査の基礎とピットホール」および「針刺し事故対処法」

500円

会場受付

氏名　　　江川　考則　
専門　20点

8月2日（金）　19時から20時30分まで

神臨技研修センター

精度管理について

増田浩一

会員　1,000円　、　非会員　　8,000円

会場受付

基礎　20点

8月25日（日）　9時30分から17時まで

東海大学医健康科学部3F実習室

試薬基礎検討の仕方実習

間瀬浩安　　　 肩書　東海大学医学部付属病院　臨床検査技術科

会員　5,000円　、　非会員　15,000円

インターネット　申し込み順

　jinringi_kagaku@yahoo.co.jpへ施設名、所属、氏名、連絡先をメールする。

基礎　30点

9月8日（日）　9時から17時まで

〒259-8501　相模原市淵野辺1-17-71　麻布大学　TEL  042 (754)7111（詳細は後日通知）

腹部超音波検査の基本走査（実技講習）

塚本由紀　三嶋美穂　吉原英児　谷ケ城良太　伊藤亜希子　三浦伶奈　森美砂子

会員　10,000円　、　非会員　　20,000円

事前申込　・　募集枠　18名　　同一施設からのお申し込みは2名までとさせて頂きます。

次の事項を明記の上、E‐Mailでお申し込み下さい。

北里大学東病院　臨床検査部　柳原　美智子

E-mail：m-yana99@kitasato-u.ac.jp　　　　TEL  042 －748 －4230　（直通）

専門　20点

「第22回超音波専門グループ申し込み（実技）」①氏名（要ﾌﾘｶﾞﾅ）②会員番号③施設名・部署
④施設所在地・郵便番号⑤電話番号⑥腹部超音波経験年数　　＊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。）

申し込み先

生涯教育研修

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

開催日時

生理研究班

生理研究班超音波専門グループでは、「実技講習会」を下記の通り開催致します。未経験者・初心者を対象とし、グ
ループ（各３名）に分かれて腹部超音波基本走査を実技指導致します。内容：超音波基礎、胆道系、膵、肝、脾、腎
臓、大動脈の基礎講義及び実技講習

連絡責任者　　藤井　滋　　TEL 042-748-4230
超音波専門グループ

新規開発された試薬や改良された試薬を院内導入するには、その試薬の性能評価をしなければなりません。試薬の性能
評価は主に「試薬基礎検討」と言われ、共存物質の影響、直線性や再現性を調べます。今回臨床化学研究班では試薬基
礎検討を行ったことのない技師を対象に、干渉チェックを用いた共存物質の影響、直線性調査の2項目について試薬基礎
検討の一部を実際に経験する実習を計画しました。試薬の基礎検討を行ったことのない方は是非参加してみてくださ
い。実習終了後は、実験結果を用いた学会発表の仕方の指導も致します。募集人数は55名、先着順です。

連絡責任者　　増田　浩一　　TEL 　0466－35－1322　 FAX　0466－35－1322

血清検査研究班

開催日時

会　場

テ－マ

参加費

参加費

受付方式

講師

生涯教育研修

生化学研究班

参加費

受付方式

連絡責任者　　間瀬浩安　　TEL 0463-93-1121　　　 FAX 0463-93-1121

開催日時

会　場

臨床化学検査をはじめとする臨床検査業務を行うに当たって精度管理とは、切っても切れないものです。基本的な用語
の説明やピットホール、管理図の作成方法や解釈方法などデータ例を用いながら話をするなど、新人の方向けに精度管
理の基礎について話をします。皆様ふるって参加してください。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

申し込み先

生涯教育研修

受付方式

生涯教育研修

臨床化学研究班

テ－マ

講師

mailto:jinringi_kagaku@yahoo.co.jp


9月27日（金）　19時から21時まで

神臨技研修センター

PSG解析の基本

氏名　　横場正典　 肩書　北里大学呼吸器内科

会員　1,000　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付・事前申込・インターネット　50人

〒　北里大学病院　呼吸機能検査室　藤生美乃

FAX  042 (778)9575  mail： fujiu@kitasato-u.ac.jp

専門　20点

連絡責任者　　佐々木　雅一　（会員番号　015007）

TEL 044-411-3131  FAX 044-433-3150

第26回首都圏支部・関甲信支部微生物研究会

2013年9月28日(土)13時～9月29日(日）12時まで

〒238-0101　神奈川県三浦市南下浦町上宮田3231

　　　　　　ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙﾏﾎﾛﾊﾞ・ﾏｲﾝｽﾞ三浦

　　　　　　TEL 046-889-8900   FAX 046-889-8925

「腸管感染症　薬剤耐性菌」

氏名　　　江川　考則　

会員　4,000円　非会員　6,000円　　懇親会費　6,000円　宿泊費　6,000円

事前申込み（Ｅメール　masakzmac.com)

2013年　8月　16日（金曜日）　　申込み順

必要事項を記載しＥメールまたはＦＡＸにて下記まで送付してください

必要事項　：氏名、会員番号、性別、施設名、電話番号、宿泊の有無、意見交換会参加の有無

　　　　　　　交通手段（電車・自家用車）

送付先：（E-mail　masakzmac.com)　FAX044-433-3150　関東労災病院　中央検査部　佐々木雅一

会員　140名
専門　30点

2013年 10月 12日　（土曜日）　15時から19時まで

2013年 10月 26日　（土曜日）　15時から19時まで

福祉保健研修交流ｾﾝﾀｰｳｨﾘﾝｸﾞ横浜

 〒231-0002　横浜市港南区上大岡1-6-1　ゆめおおおかｵﾌｨｽﾀﾜｰ

             TEL  045  (847 )6666   

「腹部超音波　腹部領域」

藤井滋（145901）栁原美智子（144980）柴田尚美（146111）

山本真一（145647）福本恵美（147659)

5,000円

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。

済生会横浜市東部病院　臨床検査部　三嶋美穂

　E-mail：kensa@tobu.saiseikai.or.jp　TEL  045 －576 －3000（内線8291）
専門　20点

参加費

受付方式

「第22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。）

超音波専門グループ

参加費

生涯教育研修

超音波専門グループでは、「腹部領域の症例をたくさんみせます！」をテーマに、計2回の講義講習会を開催します。基
礎からちょっと踏み込んで、たくさんの症例を提示します。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
方も、ベテラン講師陣がわかりやすく説明致しますので、是非ご参加ください。日程、講義内容、講師は下記の通りで
す。
① 10/12（土） 15：00～19：00
1.肝臓領域　　　北里大学東病院　藤井滋
2.胆道系領域　　北里大学東病院　栁原美智子
3.膵臓領域　　　東海大学医学部付属病院　福本恵美
② 10/26（土）15：00～19：00
1.泌尿器領域　　東海大学医学部付属病院　山本真一
2.消化管領域 　 横浜市立大学附属市民総合医療ｾﾝﾀｰ　柴田尚美

開催日時

会　場

講師

申し込み先

テ－マ

受付方式

締切日

申込先

対象

生涯教育研修

生理研究班

テ－マ

　　連絡責任者　　藤井　滋   　　　　（会員番号　145901　）

講師

今年は腸管感染症・薬剤耐性菌の2本立ての内容で企画しています。検査の基礎的な話から実際の臨床まで幅広く取り上
げています。日常検査の向上のために、感染症診断を確かなものにしていくために皆様の参加をお待ちしております。

会　場

テ－マ

講師

参加費

生理研究班
連絡責任者　　藤生美乃　　TEL 042-778-8534　 FAX 042-778-9575

＊今年は神奈川県担当で企画しています。多くの神奈川の皆様参加をお待ちしております。

開催日時

会　場

受付方式

申し込み先

生涯教育研修

微生物検査研究班

呼吸器専門グループ

開催日時

平成25年度第2回　呼吸器専門グループの研修会を開催します。講師に北里大学病院呼吸器内科　横場正典先生をお招き
して『呼吸器疾患と呼吸リハビリ』というテーマで、講演していただきます。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。）


