
11月8日 （土） 「頚動脈ライブデモ」

11月14日 （金） 輸血検査の基礎（日当直者のための研修会）

11月21日 （金） グラム染色実力試験

11月28日 （金） 睡眠時無呼吸症候群・PSG検査の基本

12月5日 （金） 骨髄検査のＡＢＣ　～検鏡のポイント～

12月5日 （金） 「採血に必要な基礎知識」「技師が知っておかなければいけない透析患者さんの対応」

2015年
1月24日

2014年 11月 8日　　（土曜日）   15時　00分　から　17時　30分

〒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　　福祉保健研修交流センターウィリング横浜

            TEL  045 (847) 6666

「頸動脈」

氏名　森 美砂子　     肩書　昭和大学藤が丘病院

会員　2,000　円　、　非会員　8,000　円

事前申込　60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。）

☆定員になり次第締め切り

【連絡先】

厚生連相模原協同病院　臨床検査室　三浦 伶奈

E-mail：kensa2@sagamiharahp.com　　TEL  042 (772) 4291 （内線 2231）

専門　20点

2014年11月14日　　（金曜日） 18時　30分　から　20時　00分まで　　

〒254-0045　平塚市見付町15-1　 平塚市民センター大会議室

 　　       TEL　0463 （32） 2235

輸血検査の基礎（日当直者のための研修会）

氏名　柿沼　幸利　　　　肩書　　バイオ・ラッド ラボラトリーズ（株）診断薬事業部 カスタマーサポート部

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　

基礎　20点

2014年 11月  21日　　（金 曜日）   19時　00分 から　20時　30分　（18：30～受付開始）

〒221-00835 横浜市神奈川区鶴屋町２−２４−２　　かながわ県県民活動サポートセンター　ホール２階

　　         TEL  045 ( 312 ) 1121

グラム染色実力試験

氏名　佐々木 雅一　　　　 肩書　　東邦大学医療センター大森病院　　　

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　150名

専門　20点

2014年 11月 28日　　（金 曜日）   19時　00分 から　21時　00分　

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

 　　       TEL　045 ( 212 ) 2862　　　　FAX　045 ( 479 ) 8884

睡眠時無呼吸症候群・PSG検査の基本

氏名　桑原　裕子　　　　肩書　フクダライフテック横浜（株）

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名

北里大学東病院　呼吸機能検査室　宮下　佳子

FAX : 042 ( 748 ) 5492    E-mail : miyasita@kitasato-u.ac.jp へ、お申し込みください。

専門　20点

（土） 平成26年度神奈川県精度管理調査報告会

テ－マ

講師

参加費

開催日時

講師

受付方式

生涯教育研修

生理研究班
呼吸器専門グループ

微生物研究班

湘南地区 連絡責任者　　関口　博子 　 　  TEL 　0463-32-0015　　 FAX 　0462-32-9199

時間外輸血検査における血液型異常反応に対する考え方・対応について

会　場

生涯教育研修

会　場

テ－マ

参加費

受付方式

申込先

連絡責任者　宮下　佳子      TEL  042-742-4234   FAX 　042-748-5492

平成２6年度第2回　呼吸器専門グループの研修会を開催します。『睡眠時無呼吸症候群・PSG検査の基本』というテーマで、講演していただきます。講師にフクダライフテッ
ク横浜（株）の桑原裕子氏をお招きします。PSG検査を始めようとしている方、すでにPSG検査や解析をしているが基本を確認したい方などの参加大歓迎です。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。）

昨年度大好評の「グラム染色実力試験」本年度も行います。問題形式にしてスマホやタブレット端末を用いて採点をしていきます。採点といっても他人に採点されるわけで
はありません。自信のない方でも安心してご参加頂けます。初心者を対象とした問題が多く出題される予定です。普段、細菌検査に携わっていない方大歓迎！さて、本年
度はどんな問題が出題されるか、楽しみですね。
会場が普段とは違う「ホール」となります。ご注意ください。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

参加費

開催日時

会　場

テ－マ

生理研究班
超音波専門グループ

連絡責任者　土田　孝信      TEL  0463-81-3721   FAX 　0463-80-2420

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

申込方法

部門別研究班・地区研修会

生涯教育研修

開催日時

受付方式

連絡責任者　　藤井　滋 　　  TEL 042-748-4230

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講義及びライブデモを開催します。講義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。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。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。



2014年12月 5日　　（金曜日） 19時　20分　から　21時　00分まで　（受付19時00分から）　

〒231-0026　横浜市中区寿町1-4　 かながわ労働プラザ　4階 5,6,7会議室

 　　       TEL　045 （633） 5413

骨髄検査のＡＢＣ　～検鏡のポイント～

氏名　小林　昭一　　　　肩書　　神奈川県立がんセンター　臨床検査科

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　

専門　20点

2014年12月 5日　　（金曜日） 18時　30分　から　20時　00分まで　（受付開始18時15分）　

〒231-0026　横浜市中区寿町1-4　 かながわ労働プラザ　3階 多目的ホールB 

 　　       TEL　045 （633） 5413

「採血に必要な基礎知識」「技師が知っておかなければいけない透析患者さんの対応」

氏名　笹川　成　　　　肩書　　横浜第一病院 バスキュラーアクセスセンター センター長

氏名　市原　文雄　 　肩書　積水メディカル株式会社　検査事業部門　ＣＳ部　カスタマーサポートセンター　学術東日本グループ　グループ長

会員　 500　円　、　非会員　8,000　円

事前申込

2014年12月 3日　（水曜日） 　申込順

横浜市立大学附属市民総合医療センター　臨床検査部　杉山　嘉史

Mail: y_sugi@yokohama-cu.ac.jp     FAX  045 ( 253 ) 5749

基礎　20点

2015年 1月24日　　（土曜日） 14時　00分　から　18時　00分まで　（13:30受付開始）　

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

 　　       TEL　045 ( 212 ) 2862　　　　FAX　045 ( 479 ) 8884

平成26年度神奈川県精度管理調査報告会

氏名　町田 直子、森 貞弘、藤井 滋、津藤 有子、永井　佑茉、小幡 進、岡崎 美幸

精度管理調査参加施設の会員：0円、不参加施設の会員：500円、非会員：8000円

会場受付

専門　20点

締切日

申込先

テ－マ

講師

開催日時

会　場

テ－マ

参加費

参加費

受付方式

生涯教育研修

生涯教育研修

生理研究班 連絡責任者　　難波　真砂美 　 　  TEL 　046-822-2710　　 FAX 　046-825-2103

平成26年度１2回生理検査精度管理調査報告会を行います。報告会では各専門グループ担当者による解説があり、充実した内容となっていますので、是非参加していた
だき理解を深めていただきたいと思います。一度に生理検査全般の講義を聴けることはなかなかありませんので、参加された施設に限らず、大変勉強になる内容になって
いると思いますので、奮ってご参加ください。

開催日時

会　場

受付方式

講師

講師

参加費

受付方式

血液研究班 連絡責任者　　井本 清美 　 　  TEL 　044-977-8111　　 FAX 　044-977-3982

今回は、「血液検査室で行う検査」第3弾として骨髄検査を取り上げます。骨髄塗抹標本の観察の手順とポイントを、神奈川県立がんセンターの小林昭一技師が解説しま
す。未経験者や初心者そしてベテランまで、骨髄像鏡検の経験の有無を問わず、基礎から学び・見直す良い機会になると思います。皆さんのご参加をお待ちしています。
研修会の最後に、神奈川県で過去に行ったサーベイの中から“本日の細胞”として、3～5細胞を皆さんと一緒に考えて分類する予定です。

開催日時

会　場

テ－マ

生涯教育研修

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「採血に必要な基礎知識」というテーマで研修会を実施します。横浜第一病院 バスキュラーアクセスセンター センター長の笹川 成先生に“技師が
知っておかなければいけない透析患者さんの対応”といったタイトルで講義をしていただきます。また、積水メディカル株式会社の市原 文雄先生に採血管の取り扱いによる
検査値への影響など採血に関する基礎的な内容の講義をしていただきます。


