
9月7・8日 （土）（日） 生理検査初心者講座～ルチン業務の素朴な疑問解消しませんか？

9月8日 （日） 腹部超音波検査の基本走査（実技講習）

9月8日 （日） 初心者のための末梢血鏡検実習(赤血球形態と白血球成熟段階を中心に)

9月12日 (木） 耐性菌について

9月24日 （火） 骨導ＡＢＣマスキング法について－マスキング法の基礎－

9月27日 （金） 呼吸器疾患と呼吸リハビリ

9月27日 （金） 「最近の肝炎ウィルスの話題について」－特にＢ型肝炎ウィルスを中心に―

9月28日 （土）

9月29日 （日）

10月5日 （土）

11月8日 （金）

10月12日 （土）

10月26日 （土）

11月10日 （日） 「頸動脈」

11月22日 （金） 消化管の超音波　～まずは消化管を積極的に観察しよう～

9月7日（土）13：00 ～  9月8日（日）13：00まで

クロスウェーブ船橋　講堂

テーマ『生理検査初心者講座～ルチン業務の素朴な疑問解消しませんか？～』

会員　8,000円　、　非会員　15,000円

インターネット：メール　申し込み順

2013年8月15日

yukimomo@iris.ocn.ne.jp 

専門　30点

詳細は神臨技HP『日臨技』タブ欄を参照して下さい。

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

9月8日（日）　13:00から17:30まで

聖マリアンナ医科大学　1階微生物学・公衆衛生学実習室

初心者のための末梢血鏡検実習のための事前講義(赤血球形態と白血球成熟段階を中心に)

矢島　智志　先生　　　横浜市立大学附属病院　臨床検査部

会員　1,000円　、　非会員　5,000円

会場受付・事前申込・インターネット　

専門　20点

講師

参加費

部門別研究班・地区研修会

目次（詳細は下記）

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

生涯教育研修

開催日時

会　場

テ－マ

会　場

テ－マ

講師

血液研究班 連絡責任者　　矢島　智志　　TEL 045-787-2906

「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。）

受付方式

申し込み先

生涯教育研修

今回は前年度実施した鏡検実習のアンケートをもとに要望がありました鏡検実習を年2回開催することにしました。そこで平成
25年度1回目の鏡検実習「初心者のための末梢血液鏡検実習」というテーマで実施します。主な内容としては血液像を見るため
の初歩的な内容と赤血球形態、異常形態と関連疾患、白血球成熟段階の形態判定及び特徴を中心に行います。血液標本を読み
始めた方や、これから始める方、しばらく間が空いて再度見る方などたくさんの参加者をお待ちしています。前回の鏡検実習
に参加された方も、ひとつ先のステップを目指して、是非ご参加ください。申し込み方法は神臨技血液研修班ホームページよ
り8/12～8/19までにお願いします。

参加費

受付方式

申し込み先

生涯教育研修

生理研究班

超音波専門グループ

開催日時

会　場

2013年度首都圏支部臨床衛生検査技師会　生理検査研究班研修会のお知らせ

テ－マ

参加費

テーマ『生理検査初心者講座～ルチン業務の素朴な疑問解消しませんか？～』

受付方式

締切日

その他

連絡責任者　　谷ヶ城良太　　TEL 046-260-0111

開催日時

連絡責任者　　藤井　滋　　TEL 042-748-4230

「尿沈渣検査により臨床支援をする方法（2回シリーズ）
　　　　　－もうひとつ成分を探し出し価値ある結果にしようー」

腹部超音波　腹部領域

腸管感染症　薬剤耐性菌

生理検査研究班

mailto:yukimomo@iris.ocn.ne.jp


　連絡責任者　　鈴木　知幸
  TEL 0463-32-0015　　　　　 FAX 0043-32-9199

2013年　9月　12日　（木曜日）　19：00～

湘南藤沢徳洲会病院　3階会議室

耐性菌について

氏名　シーメンス学術

会員　500円　　参加者予定数　40名

会場受付

　連絡責任者　　小幡　進
  TEL 042-778-8522　　　　　 FAX 042-778-9575

2013年　9月　24日　（火曜日）　19：00～20:00

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川 区鶴屋町2-24-2　　 TEL  045( 312　)1121

骨導ＡＢＣマスキング法について－マスキング法の基礎－

氏名　小幡　進　　　北里大学病院臨床検査部　

会員　1,000円　、　非会員　8,000円　　参加者予定数　40名

会場受付

専門　20点

9月27日（金）　19時から21時まで

神臨技研修センター

呼吸器疾患と呼吸リハビリ

横場正典　 　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　　冨樫　克巳

TEL 　044-222-3255　　　　　　 FAX 044-222-8691

2013年　9月　27日　（金）　　19：00　～　20：45

〒212－8554　川崎市幸区大宮町1310　ミューザ川崎シンフォニーホール研修室１～３

「最近の肝炎ウィルスの話題について」－特にＢ型肝炎ウィルスを中心に―

誉田　託示　　　　 肩書　シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス株式会社　疾患マネジメントグループ

会員　1,000　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付　　参加予定者数　50名

専門　20点

受付方式

湘南地区

平成25年度、第1回湘南地区勉強会を開催いたします。今回は耐性菌について、シーメンス学術部の方に講師をお願いしまし
た。事前申込みはありませんので、当日直接会場へお越し下さい。他地区の方のご参加もお待ちしております。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

参加費

グループ

参加費

生理研究班

会　場

受付方式

会　場

テ－マ

講師

テ－マ

講師

参加費

連絡責任者　　藤生美乃　　TEL 042-778-8534　 FAX 042-778-9575

マスキング法の基礎的法則と考え方を理解すると共に、骨導ＡＢＣマスキング法についての考え方を紹介致します。マスキン
グで悩んでいる方や今一度マスキングを復習して見たい方、これから聴力検査を行う方にも解りやすく説明致します。

生涯教育研修

平衡聴覚専門

呼吸器専門グループ

開催日時

開催日時

会　場

昨年のＣ型肝炎治療ガイドラインに続きＢ型肝炎治療ガイドラインが発刊されました。ＨＢＶはまだ不明な点が多く、完全に排除することは
困難であると言われています。今回は、①ＨＢＶの感染性とユニバーサルワクチンについて、②ＨＢＶマーカーについて、③Ｇｅｎｏｔｙｐｅに
ついて、④Occut HBVについて、⑤ｄｅ　ｎｏｂoＢ型肝炎と再活性化防止の対策ガイドラインについて紹介します。

テ－マ

生涯教育研修

開催日時

受付方式

申し込み先

生涯教育研修

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。）

川崎地区

講師

参加費

受付方式



連絡責任者　　佐々木　雅一

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

9月28日13:00から29日12:00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」
伊澤　真砂樹（栄研化学）　青木智（デンカ生研）　吉村幸浩（横浜市民病院）　山本徳栄（埼玉県衛
生研究所）　田中洋輔（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）
里村　秀行（千葉県がんセンター）　岡秀昭（関東労災病院）　石井良和（東邦大学）
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　masakz@mac.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　masakz@mac.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

1回目： 平成　25年　10月　　5日　　（土曜日）　15時　00分　から17時　00分　まで

2回目： 平成　25年　11月　　8日　　（金曜日）　18時　00分　から20時　30分　まで

〒220-0011　横浜市西区高島　2-12-6　　ヨコハマジャスト1号館　2,3号室

 TEL　045　(441)　8857         FAX 045　(441)　3034

宿谷　賢一　（ 東京大学医学部附属病院　検査部）

会員　1,000　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付　　参加予定者数　80名

専門　20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,  栁原美智子,  柴田尚美

山本真一,  福本恵美

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

講師

申し込み先

テ－マ

参加費

「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。）

受付方式

　　連絡責任者　　藤井　滋   　　　TEL  042-748-4230　

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

生涯教育研修

生理研究班

超音波専門グループ

参加費

受付方式

締切日

申込先

対象

＊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。

テ－マ

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

微生物検査研究班

開催日時

受付方式

生涯教育研修

開催日時

会　場

一般検査研究班では、尿沈渣検査2回シリーズを東京大学医学部附属病院　宿谷賢一先生にご講義いただきます。1回目と2回目
は内容が異なります。重要な尿沈渣成分の鑑別方法や考え方、症例など臨床に求められる尿沈渣検査の見方を中心にご講義く
ださいます。基礎を学びたい方から熟練の方まで、尿沈渣検査に興味ある方は、是非ご参加ください。事前申し込みはありま
せんので、当日、直接会場へお越しください。会場は横浜ジャストですのでご注意ください。多数ご参加、お待ちしておりま
す。

講師

参加費

テ－マ
「尿沈渣検査により臨床支援をする方法（2回シリーズ）
－もうひとつ成分を探し出し価値ある結果にしようー」

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



2013年　11月　10日　（日）　　15時00　～　17：30

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

「頸動脈」

谷ヶ城良太

会員　2,000　円　、　非会員　　8,000　円

有り　　定員になり次第
　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

11月22日（金）　18:30～20:00まで

神奈川県社会福祉センター（桜木町駅前）

消化管の超音波　～まずは消化管を積極的に観察しよう～

氏名　森　貞浩　　　　 　津久井赤十字病院　臨床検査課　

会員　1,000　円　、　非会員　　8,000　円

会場受付　定員100人

専門　10点

開催日時

開催日時

事前申込　・　募集枠　50名　　　次の事項を明記の上、E‐Mailでお申し込み下さい。「第22回超音
波専門グループ申し込み（頚動脈ライブデモ）」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。）

連絡責任者　　谷ヶ城　良太　　　　

参加費

講師

今回は、津久井日赤の森貞浩技師に、消化管の基本走査、見落としをなくす走査法、動画による代表的な症例、一歩進んだ腸炎の診断
などを講演していただきます。消化管の超音波を始めたばかりの方、苦手と思っている方、症例を見たい方等、沢山の参加をお待ちして
おります。

生涯教育研修

超音波専門グループでは、昨年に引き続き頸動脈エコーのライブデモ講習会を開催します。ライブデモではルーチン検査の進
め方や描出方法のコツを説明致します。講義では、臨床には欠かせないドプラ波形から推測する血行動態の考え方や症例呈示
をします。日程、講義内容、講師は下記の通りです。是非、たくさんのお申し込みお待ちしております。

会　場

テ－マ

参加費

会　場

テ－マ

受付方式

生涯教育研修

生理検査研究班

講師

　　連絡責任者　　藤井　滋   　　　TEL  042-748-4230　
生理検査研究班

超音波専門グループ

受付方式

締切日

申込先


