
7月11日 （金） 平成26年度診療報酬改定と臨床検査科の対応

7月11日 （金） 「血液ガス分析の基礎～データーの読み方について～」

6月28日
7月12日
7月26日
6月22日
7月13日
9月7日
10月5日
7月18日 （金） 髄液検査の基礎と症例検討

7月19日 （土） 採血トラブルとその周辺＆採血室の紹介

7月25日 （金） 聴力検査におけるマスキング法の基礎的考え方とＡＢＣマスキング法

7月26日 （土） 新しい肝胆膵の超音波カテゴリー分類の紹介（＋ライブデモ、症例検討、画像コンテスト）

7月31日 （木） 「培地学を学ぶ」「検体保存による塗抹所見への影響」

8月1日 （金） サーベイ結果を分析しよう

8月9・10日 （土・日） 2014年度日臨技関甲信・首都圏支部生理検査研究班研修会

8月23･24日 （土・日） 第25回首都圏支部・関甲信支部合同一般検査研修会

8月29日 （金） ミクロの世界でせまる血液細胞　～電顕による細胞の機能と構造～

9月28日 （日） 心電図検診ボランティア

9月28日 （日） 腹部超音波検査の基本走査（実技講習）

10月4・5日 （土・日） ｢今すぐ役立つ！　微生物検査技師のスキルアップをめざして｣

10月11・25日 （土・日） 「腹部超音波　腹部領域」

2014年 7月11日　　（金曜日）    　18時　30分　から　　20時　00分まで

〒194-0013　東京都町田市原町田4-10-20　　ぽっぽ町田　B1Ｆ　会議室1

　　　　　　　　TEL 042（723）8770

平成26年度診療報酬改定と臨床検査科の対応

氏名　松尾　久昭　 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

会員　1,000円　、　非会員　8,000円

会場受付・事前申込　40名
　〒252-0302　相模原市南区上鶴間7-9-1　　東芝林間病院　臨床検査科　工藤　貴之

　E-mail：kudou.trh@gmail.com ，Tel：042(742)3577(代表)

基礎　20点

「血液ガス分析の基礎～データーの読み方について～」基礎項目について焦点をしぼって解説していただきます。

2014年7月11日　　（金曜日）    18時　30分　から　20時　00分

〒254-0045平塚市見附町15-1　平塚市民センター

            TEL　0463 ( 32  ) 2235   

「血液ガス分析の基礎～データーの読み方について～」

氏名横山　稔　　　 肩書ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ（株）POC事業部

会員　500　円　

会場受付

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

講師

参加費

受付方式

申 込 先

生涯教育研修

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

講師

参加費

受付方式

開催日時

会　場

テ－マ

連絡責任者　　関口　博子    　TEL 0463-32-0015　　　　 FAX 0463-32-9199

講師

参加費

受付方式

会　場

テ－マ

生涯教育研修

湘南地区

申 込 先

今回の診療報酬改定は臨床検査については大きな変更はありませんでしたが、病院全体に関しては、2025年モデルと地域包括ケアシステムの実現に向けて２歩も３歩も前
進を余儀なくされる改定でした。臨床検査科としても検査の収支や業務改善から視点を広げて、病院全体の動きにどう貢献してゆけるかを全員で考えてゆく体制の構築が強
く求められます。病院全体の視点から見た今回改定のポイントと、検査科としての貢献の切り口について、シーメンスHCDの松尾久照先生をお招きしご講義頂きます。多数
の参加をお待ちしております。

開催日時

県央地区 連絡責任者　　　工藤　貴之　　　　TEL 042-742-3577　（代表）　FAX　042-742-6121　　

部門別研究班・地区研修会

（日） 心電図の判読演習と心エコー講演、症例検討等

（土） 脳波判読、神経伝導検査の基礎を学ぼう

テ－マ

mailto:kudou.trh@gmail.com


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

2014年 4月 18日（金）　17時　必着

専門　20点

2014年7月18日　　（金曜日）    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　2・3号室

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

髄液検査の基礎と症例検討

氏名　 奈良　豊　技師　　　　 肩書　係長

会員　1,000　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　80名

専門　20点

2014年 7月19日　　（土曜日）    15時　00分　から　16時　30分

〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー ウィリング横浜９Ｆ９０１研修室


　　　　　　TEL 045 (847) 6666

採血トラブルとその周辺＆採血室の紹介

氏名　佐藤　聖子　　肩書　　昭和大学藤が丘病院臨床病理検査部

氏名　棚橋　洋子　　肩書　　横須賀共済病院中央検査科副技師長

氏名　伊藤  隆 　　　肩書　　田部整形外科　副院長

会員　1,000　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　70名

専門　20点

2014年 7月25日　　（金曜日）    19時　00分　から　20時00分

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　 かながわ県民活動サポートセンタ－会議室304

            TEL　045 （312 ）1121

聴力検査におけるマスキング法の基礎的考え方とＡＢＣマスキング法

氏名　小幡　進　　　肩書　　北里大学病院　臨床検査部　

会員　1,000　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　

専門　20点

参加費

受付方式

申 込 先

締め切り日

生涯教育研修

参加費

会　場

テ－マ

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。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

生理検査研究班
循環器専門グループ

講師

受付方式

『採血トラブルとその周辺』と題して、整形外科医の伊藤隆先生にご講演いただきます。整形外科医の立場から採血に関する神経トラブルなどに関してご講演いただきます。
また、２つの施設から、各施設の採血室の紹介していただきます。多数のご参加をお待ちしております。

会　場

テ－マ

講師

参加費

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

生涯教育研修

受付方式

一般検査研究班では、埼玉医科大学総合医療センターの奈良　豊技師をお招きして、「髄液検査法2002」を中心に髄液検査の基礎から症例まで御講義いただきます。細胞
成分の算定や化学的検査法など一般検査担当者だけでなく、日当直の現場にも役立つ内容となっております。髄液検査の研修会は開催が少なく、貴重なご講演になると思
いますので、是非、皆様奮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

講師

生理研究班 連絡責任者　　谷ヶ城 良太 　  TEL 　046-260-0111

開催日時

テ－マ

会　場

開催日時

参加費

受付方式

生涯教育研修

聴力検査におけるマスキング法の基礎的考え方とＡＢＣマスキング法について説明いたします。

連絡責任者　　小幡　進　　　  TEL 　042-778-8522　　　　　 FAX 042-778-9575
平行聴覚専門

グループ

生涯教育研修



2014年 7月26日　　（土曜日）    14時　00分　から　17時　00分

〒221-0835　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２

かながわ県民センター　２Ｆホール （横浜駅西口・きた西口から徒歩５分）         

 TEL  045-312-1121

新しい肝胆膵の超音波カテゴリー分類の紹介（＋ライブデモ、症例検討、画像コンテスト）

氏名　岡庭信司　　　 肩書　　飯田市立病院　消化器内科

会員　1,000　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　100名

専門　20点

2014年　7月31日　　（木曜日）    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301

              TEL   045 ( 312 ) 1121

「培地学を学ぶ」「検体保存による塗抹所見への影響」

氏名　　新保　博美　　　 肩書　栄研化学（株）マーケティング推進部３部

氏名　　石垣　しのぶ　　 肩書　帝京大学医学部付属病院　中央検査部

会員　1,000　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　60名

専門　20点

2014年 8月 1日　　（金曜日）    19時　00分　から　21時00分

〒231-0023　神臨技研修センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

サーベイ結果を分析しよう

氏名　藤村　善行　　　　 肩書　北里大学病院　臨床検査部

会員　1,000　円　、　非会員 8,000　円

会場受付　

専門　20点

2014年 8月 9日（土曜日）～ 8月10日（日曜日） 

つくば国際会議場

『臨床医が求める生理検査とは何か？～中級者に向けて～』

会員　8,000　円　　　非会員　15,000　円（テキスト代を含む）

情報交換・懇親会への参加は、別途￥3,000円を徴収させていただきます。

定員150名

日本臨床衛生検査技師会会員を優先

１) 日臨技ホームページの会員専用ページよりログインし、生涯教育内の事前登録を選んでください。
２) WEB内の必要事項を入力してください。
３) 登録完了後、受講料の振り込み方法などについてメールいたします。
４）入金を確認後、受講手続完了の旨をメールで連絡いたします。

2014年6月2日（月）～6月30日（月）まで（ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。）

専門　30点

詳細はホームページを参照して下さい。

参加費

募集人数

臨床化学研究班

生理研究班 連絡責任者　　谷ヶ城 良太 　  TEL 　046-260-0111

今年も飯田市立病院の岡庭信司先生をお招きして、新しい肝胆膵の超音波カテゴリー分類の紹介と、膵・胆道の症例検討会、膵・胆道ライブデモ、膵胆道の画像コンテスト
を行います。ライブデモでは膵・胆道の描出のコツを教えていただきます。症例検討では膵・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るかを詳しく講演して頂きます。画像
コンテストは、珍しい症例や難しい症例だけではなく、正常例でもきれいに撮れたこだわりの一枚でも構いません。優秀賞に選ばれた方には、岡庭先生からプレゼントがあり
ますので、どしどし応募してください。症例検討会、画像コンテストについては、会員の皆様からメールにて事前申し込みを受け付けます。多数の参加をお待ちしております。

開催日時

臨床化学研究班の今年度第３回目の研修会は、外部精度評価（サーベイ）結果を自己評価・解析するために必要な基礎知識についてです。本年も9月初旬に行われる県の
サーベイを前に、トレーサビリティやサーベイの注意点などについて学び、日常検査へのサーベイ結果の効果的な活用法について学びましょう。また、昨年度の県サーベイ・
臨床化学分野の結果についても併せて報告します。

受付方式

開催日時

第2回目の微生物検査研修会は2本立ての内容となっています。培地学と検体保存による塗抹所見への影響についてです。それぞれ基礎的な内容となっておりますが、微
生物検査を行ううえで、知っておかなければならない重要な内容です。微生物検査をはじめたばかりの方からベテランの方までとても聞きやすい内容です。たくさんのご参加
お待ちしております。

会　場

テ－マ

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

開催日時

会　場

テ－マ

参加資格

申込期間

生涯教育研修

詳細

日臨技関甲信・首都圏支
部生理検査研究班研修会

連絡責任者　筑波大学附属病院　検査部　　中島　英樹

開催日時

会　場

テ－マ

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

連絡責任者　　 藤村　善行　　 TEL 　042-778-7725　　　　　　 FAX 　042-778-9575 

申込方法

会　場

テ－マ

参加費

受付方式

生涯教育研修

講師

微生物研究班

参加費

講師

生涯教育研修



2014年8月23日（土曜日）～ 8月24日（日曜日） 

〒274-8510　千葉県船橋市三山2-2-1

東邦大学理学部

第25回首都圏支部・関甲信支部合同一般検査研修会

【申込区分A】講義＋実習（2日間）・・・会員8,000円　非会員16,000円

【申込区分B】講義（1日目）のみ ・・・・会員4,000円　非会員8,000円

※意見交換会は別途3,000円 90名（講義＋実習）、　30名（講義のみ）
　※ 認定一般検査技師資格更新の方は、2日間の受講が必須となります

 下記必要事項を記載の上、メールにてお申し込みください。
① 氏名（フリガナも併せて）
② 会員番号（非会員の場合は“非会員”と記載）
③ 所属技師会
④ 施設名・所属部署
⑤ 施設住所（連絡先）・施設電話番号
⑥ 連絡用メールアドレス
⑦ 参加申込区分（AまたはB）
⑧ 意見交換会（参加または不参加）
申込先メールアドレス： byouri254@yahoo.co.jp
　　受講の可否や参加費の振込先などの情報をお申し込み時に記載されたアドレスに送信しますので、byouri254@yahoo.co.jp を迷惑メールになら
ないよう設定をお願いします。
※ 郵便でのお申し込みは一切受け付けません。
なお、参加費は前納制となっておりますのであらかじめご了承下さい。

　　本研修会の参加申し込みは会員優先とさせて頂きます。非会員の方の参加申し込みは確定次第、受講の可否をメールにてご連絡いたします。

平成26年5月8日（木）～平成26年6月27日（金）
　　　　　　定員になり次第締め切ります。
　　　　　　期日以前の申込は、全て無効となりますのでご注意ください。

専門　30点

詳細はホームページを参照して下さい。

2014年8月29日　　（金曜日）    19時　20分　から　21時　00分

〒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

ミクロの世界でせまる血液細胞　～電顕による細胞の機能と構造～

氏名　山崎　家春　　　　 肩書　　臨床検査技師　

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　90名　

専門　20点

2014年9月28日　　（日曜日）    9時　30分　から　14時　00分

 〒257-0006　秦野市菩提2058-2　（くず葉学園内）

             TEL 0463 ( 75 ) 3221  FAX  0463 ( 75 ) 2550

　        ◎集合場所：小田急・小田原線　渋沢駅

心電図検診ボランティア

事前申込　（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ　15名）　　　☆ その他：交通費、昼食を支給いたします （原則として神奈川県臨床検査技師会に加入者に限ります）

平成　26年 8月 15日（水）　　先着順

①施設名　②氏名（会員番号）　③連絡用電話番号　④E-mailアドレス　⑤現地への交通手段（渋沢駅から無料送迎バス有り）

⑥ 公共交通機関を利用した場合の現地(渋沢)までの現金交通費　　   上記①～⑥を明記の上、E-mailでご連絡ください。

【連絡先】

　〒252-0375　北里大学病院　臨床検査部　中崎　信彦

   TEL 042 (778) 9714　　E-mail　nakazaki@jinringi.or.jp

基礎　20点

（株）フクダ電子

参加費

参加費

血液研究班

首都圏支部・関甲信支部
合同一般検査研修会

会　場

開催日時

申込方法

申込期間

連絡責任者　　公立長生病院　検査科　西周 裕晃

テ－マ

講師

連絡責任者　　井本 清美　 　  TEL（044）977-8111　（6209） 　FAX（044）977-39821

募集人数

第25回首都圏支部・関甲信支部合同一般検査研修会を下記の要領で開催致します。今年度は、寄生虫および上皮細胞を中心とした尿沈渣について講演・鏡検実習を行い
ます。多数の方のご参加を心よりお待ちしております。

開催日時

生涯教育研修

詳細

生涯教育研修

今回は関東中央病院の山崎家春先生をお招きし、日頃、普通染色して鏡検している各細胞の構造と機能にミクロ（電顕）の世界からせまります！まず正常5分類、各分化段
階の細胞を説明していただき、造血器腫瘍の細胞と正常細胞との違いも教えていただきます。翌日から、細胞の見え方が変わるかもしれません。一緒に学びましょう！そし
て、今回も“本日の細胞”やります！3～5細胞を皆さんと一緒に考えて分類します。皆さんのご参加お待ちしております！※会場が前回とは異なりますのでご注意ください。

会　場

テ－マ

共催共催

連絡責任者　　中崎　信彦　 　  TEL 　045-974-6332地域保健事業部 連絡責任者　　中崎　信彦　 　  TEL 　045-974-6332

受付方式

開催日時

締切日

生涯教育研修

神奈川県臨床検査技師会では、地域保健協力事業として会員一人ひとりが一体感をもって社会貢献に取り組む活動を実施しています。多くの会員が、この活動を通じて貴
重な経験を得、また、新しい仲間が増えたり自分の新しい可能性を発見したりと仕事とは異なる充実感を得ることができます。今回は、表丹沢の豊かな自然にかこまれた障
害者支援施設です。知的に障害を持っている入居者とのふれあいや、会員間で情報交換を積極的に行うことにより、社会貢献活動に対する意識と関心も高まります。
今まで参加したことがない方、心電図未経験の方でもお気軽に参加宜しくお願いします。

受付方式

テ－マ

会　場

申込先



2014年 9月28日　　（日曜日）   9時　00分　から　17時　00分

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

 TEL  042 (754) 7111（代）

腹部超音波検査の基本走査（実技講習）

氏名　　三嶋　美穂、　吉原　英児、　栗田　修、　藤井 滋、　福田　枝美、　三浦　伶奈

会員　10,000　円　、　非会員 20,000　円

事前申込　15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。

「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。）

☆定員になり次第締め切り

【連絡先】

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

（日立アロカメディカル、東芝メディカルシステムズ、フィリップスエレクトロニクスジャパン、GEヘルスケアジャパン、シーメンス・ジャパン）

2014年10月 4日（土曜日）～ 10月 5日（日曜日） 

〒302-0119　茨城県守谷市御所ヶ丘4-3-1　デュープレックス　セミナーホテル

　　　　　　TEL:0297-21-1200　　　FAX：0297-47-8012

　　　　　　HP：http://www.duplex-g.co.jp/shinmoriya/main.html

 『今すぐ役立つ！　微生物検査技師のスキルアップをめざして』

一般会員　4,000　円　　　賛助会員　4,000　円　　　非会員　6,000　円

宿泊費　　　6,000円　　　意見交換会費　　　6,000円

日本臨床衛生検査技師会　関甲信支部

公益社団法人 茨城県臨床検査技師会　微生物検査研究班

必要事項を記載しE-mailまたはFAXにて下記まで送付してください。
①  必要事項　：　氏名、会員番号、性別、施設名、電話番号、E-mail、宿泊の有無、意見交換会参加の有無（宿泊の参加者は原則ご参加ください）
     交通手段（電車（①または②を明記）・自家用車） つくばエクスプレスで秋葉原駅から守谷駅まで快速で約32分
     ① 守谷駅より送迎バスあり　（事前申し込み）
     ② 関東鉄道常総線で守谷駅から新守谷駅まで約3分  新守谷駅から徒歩12分
②  申込先  　：　E-mail：biseibutsu@jinringi.or.jp   秦野赤十字病院　検査課　土田　孝信 宛
③　申込締切　：　平成26年8月15日（金）
④　参加費振込方法　：　＜ゆうちょ銀行＞
　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行　　記号１０２５０　　番号７４５３２３４１
　　　　　　　　　　店名　０２８（ゼロニイハチ）
　　　　　　　　　　口座名　　社）神奈川県臨床衛生検査技師会
　　　　　　　　　　＜その他金融機関ATM等＞
　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行
　　　　　　　　　　店名　０２８（ゼロニイハチ）
　　　　　　　　　　普通預金　　番号７４５３２３４
　　　　　　　　　　口座名　　社）神奈川県臨床衛生検査技師会
⑤　振込期限　平成26年8月29日（金）
【問い合わせ先】　〒257-0017　神奈川県秦野市立野台一丁目1番地
　 秦野赤十字病院　土田　孝信
 Tel：0463-81-3721　E-mail：biseibutsu@jinringi.or.jp

専門　30点

詳細はホームページを参照して下さい。

関甲信支部・首都圏支部
微生物検査研修会

参加費

主催

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

開催日時

会　場

連絡責任者　　藤井　滋 　　  TEL 042-748-4230

生理研究班超音波専門グループでは、例年通り「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

開催日時

会　場

テ－マ

講師

生理研究班
超音波専門グループ

テ－マ

参加費

生涯教育研修

受付方式

申込方法

共催

申込方法

担当

生涯教育研修

詳細


