
4月16日 （水） 見やすいスライドの作り方

4月25日 （金） 小児科領域の心エコー

4月27日 （日） 精度管理事業報告

5月27日 （火） 「2014年CLSI変更点」「平成25年度神奈川県精度管理調査報告〜微生物検査解説」

5月29日 （木） 正しい尿試験紙検査データを出すために～偽反応とその対応～

6月22日

7月13日

9月7日

10月5日

6月28日

7月12日

7月26日

2014年4月16日　　（水曜日）　19：00～ 20：30　まで

神臨技研修センター　〒231-0023 横浜市中区山下町75 萩野ビル5階

             TEL045-212-2862

見やすいスライドの作り方

間瀬浩安

会員　1,000　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　

基礎　20点

2014年4月25日　　（金曜日）    19時　00分　から　20時30分

〒231-8482 横浜市中区桜木町1-1　横浜市社会福祉センター（桜木町駅前） 

 TEL:045-201-2060 　FAX:045-201-6116   

小児科領域の心エコー

戸田　理恵子　　神奈川県立こども医療センター　検査科　　

会員　1,000　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　先着100名

専門　20点

2014年4月27日　　（日曜日）    13時　00分　から　16時30分

横浜市立みなと赤十字病院　3F　大会議室

　〒231-8682　神奈川県横浜市中区新山3-12-1　　 TEL  045 ( 628 ) 6100   FAX  045 ( 628 ) 6101

精度管理事業報告

柿沼廣邦　 　草苅宏有　 　加戸伸明　 　川井麻衣子

生澤　竜　 　宮崎小百合　 　坂下仁美　 　中村祐司

会員　500　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　40名

専門　20点

2014年5月27日　　（火曜日）    19時　00分　から　20時30分

 〒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　会議室４０２　　 TEL   045 ( 312 ) 1121

「2014年CLSI変更点」「平成25年度神奈川県精度管理調査報告〜微生物検査解説」

氏名　　大井成人　　シーメンスHCDサービス・サポート部細菌学術サービス

氏名　　田中洋輔　　聖マリアンナ医科大学横浜西部病院

会員　1,000　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　60名

専門　20点

（土）

参加費

受付方式

生涯教育研修

脳波判読、神経伝導検査の基礎を学ぼう

講師

（日） 心電図の判読演習と心エコー講演、症例検討等

会　場

テ－マ

開催日時

参加費

講師

部門別研究班・地区研修会

受付方式

生涯教育研修

微生物研究班 連絡責任者　　土田孝信　　　 TEL 0463−81−3721　　FAX 0463–80–2420

今年度　第１回目の研修会は毎年好評を頂いている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頂きま
す。また、平成25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

平成25年度に行われました神奈川県臨床検査技師会主催の細胞検査分野における精度管理事業の報告を行いたいと思います。各症例の解説および鏡検実習とし
て2例の教育症例を含む3症例の症例検討を加えた内容と致します。各症例のポイントや症例検討により、今後の精度管理に活かして頂けるような内容となりますの
で、どうぞ、皆様ふるってご参加ください。

会　場

テ－マ

細胞検査研究班 連絡責任者　　柿沼廣邦　　　 TEL 042-778-8579　　　　　　 FAX  042-778-9371

臨床化学研究班 連絡責任者　　間瀬浩安　　　 TEL 0463-93-1121（6909）　　 FAX 0463-93-3580

今回は、医学検査学会前に役立つ研修会「見やすいスライドの作り方」を行います。学会発表などでは、いかに聴衆に分かりやすく、見やすいスライドを作るかがポイントにな
ります。臨床化学領域に限らずスライド作りに参考になる研修会です、学会発表する方は是非参加ください。

開催日時

開催日時

会　場

大雪の為、延期になった2月14日に予定されていた勉強会のお知らせです。小児科領域の心エコーについて、神奈川県立こども医療センターの戸田技師に講演して
いただきます。成人の心エコーとは異なる点も多く、悩んでいる方も多いのではないでしょうか？小児エコーの描出のコツや小児特有の症例などを提示していただきま
す。この領域の勉強会はなかなかありませんので、小児科領域の心エコーに興味のある方は是非参加してください。(荒天時等には神臨技HPで中止や延期のお知ら
せをしますのでご確認ください。)

講師

受付方式

生涯教育研修

生理検査研究班 連絡責任者　　谷ヶ城　良太　　　 TEL 046－260－0111（2220）

会　場

テ－マ

講師

参加費

テ－マ

参加費

受付方式

生涯教育研修



2014年5月29日　　（木曜日）    18時　30分　から　20時00分

〒220-0011　　横浜市西区高島2-12-6　　　横浜ジャスト1号館　8Ｆ　1号室

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

正しい尿試験紙検査データを出すために～偽反応とその対応～

氏名　原　美津夫　　　　　

会員　1,000　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　80名

専門　20点

①２０１４　年　　６月　　２２日　（　日曜日）   ９時　００分　から１２時００分（予定）
②２０１４　年　　７月　　１３日　（　日曜日）   ９時　００分　から１２時００分
③２０１４　年　　９月　　　７日　（　日曜日）   ９時　００分　から１２時００分
④２０１４　年　１０月　　　５日　（　日曜日）   ９時　００分　から１２時００分　　　（全４回）

〒252-5201　神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71

麻布大学　 TEL  042-754-7111   

心電図の判読演習と心エコー講演、症例検討等

未定

会員　5,000　円　、　非会員 10,000　円　（年一括、振込方法は申込者に後日通知　　）

事前申込　　定員１５０名　（先着順）
　次の事項を明記の上、E-mail（件名に「平成２６年度循環器専門グループ入会申し込み」と記載下さい）にて、下記アドレスまでお送り下さい。
　①氏名（フリガナ要）　②会員番号　③施設名・所属　④郵便番号　⑤住所　⑥電話番号
⑦技師経験年数　⑧心電図検査経験年数　⑨心エコー経験年数　⑩E-mailアドレス
⑪循環器専門グループ会員歴（新規・継続・過去に参加）
注）自宅会員以外は、④～⑥は所属施設のものを記載してください。
注意事項：携帯電話から申し込まれる方で、迷惑メール対策としてドメイン指定受信をご利用の場合は、受付完了の確認メールが受け取れるよ
うにドメイン（@kitasato-u.ac.jp）を許可するにして下さい。
概ね、１週間以内に受付確認メールを送る予定ですが、もし２週間を経過しても返事がない場合、再度メール（件名に「再送平成26年度循環器
専門グループ入会申し込み」）を送信してください。また、お預かりした個人情報は当専門グループ内でのみ使用致します。
＊会員・非会員の扱いについて：原則的に、申し込み時点で会員でなければ非会員扱いとなりますが、新卒者など、その年の新入職員で技師
会員申請中での申し込みとなってしまう方や、やむを得ず申請中での申し込みとなる方は、取得した会員ＩＤを会期中（第４回講演まで）に申告
することを条件として会員扱いとさせて頂きます。申告がない場合には追加徴収を致します。

〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1　北里大学病院臨床検査部　槇田喜之

TEL  042-778-8575 (  直通 )      E-mail: y-makita@kitasato-u.ac.jp

  有（２０１４年　　４月　　１８日（金）　１７時　必着 ）

専門　20点

1回目　　平成　26　年　　6月　　28日　　（　土曜日）   　 15時　00分　から18時　00分まで
2回目　  平成　26　年　　7月　　12日　　（　土曜日）    　15時　00分　から18時　00分まで
3回目　　平成　26　年　　7月　　26日　　（　土曜日）　　　15時　00分　から18時　00分まで

〒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

脳波判読、神経伝導検査の基礎を学ぼう

岩﨑俊之先生  北里大学病院　小児科講師

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

会員　1回 2000　　　　円　、　非会員　1回 8000円　

事前申込　・　募集枠（1回目：40名、2回目：80名、3回目：60名）名

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 045-753-2859 （横浜脳血管医療センター 田中宛）

専門　20点

生理検査研究班
脳・筋専門専門グループ

連絡責任者　　　田中　理　　　TEL045-753-2500（内線）　　　　 FAX 045-753-2859　　　

1回目「筋電図実習」2回目「脳波及び筋電図講義」3回目「脳波判読実習」の3回です。1回目はクラス分けによる筋電図実技。2回目は医師による「てんかんと薬物治
療」の講義、技師による「神経伝導検査」の講義で、新人から中堅技師にも役立つ内容です。1回目は超初心者クラスを設けて機器の操作からみっちり指導します。申
し込み時に超初心者クラス希望の方は明記して下さい。申し込み時、希望の日にち、希望のクラス（超初心者クラス、初級、中級）等を明記してお送り下さい。各回開
催1週間前を締切日とし、定員になり次第締め切ります。

開催日時

会　場

テ－マ

参加費

受付方式

申 込 先

生涯教育研修

講師

生涯教育研修

開催日時

申 込 先

締め切り日

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

生理検査研究班
循環器専門グループ

連絡責任者　　　　　　森　貞浩    TEL 042-784-1101

生理研究班　循環器専門グループ　平成26年度（第23期）会員募集のお知らせ
生理研究班　循環器専門グループでは、心電図の判読演習と心エコー講義、症例検討などを中心にした勉強会を年全4回のシリーズで開催しております。今回、平成
26年度会員の募集を致します。受講希望者は下記の要領に従い、また、会場の都合により受講者数に定員がありますので、お早めに申し込み手続きをして頂きます
様お願い致します。尚、開始時間が例年と異なっていますのでご留意下さい。

一般検査研究班 連絡責任者　　小黒　徳也 　　　　 TEL 045-825-0426　　　 FAX 045-825-0426

一般検査研究班では、日本大学駿河台病院の原美津夫先生をお招きして、偽陰性・偽陽性反応など尿定性検査の基礎についてご講義いただきます。尿定性検査
は、日当直者など一般検査担当者以外の方も携わる検査ですので、皆様ふるってご参加ください。事前申し込みはありません。直接会場（横浜ジャスト１号館）へお越
しください。多数のご参加お待ちしております。

開催日時

受付方式

生涯教育研修

会　場

テ－マ

講師

参加費


