
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7日 （日） 初心者のための末梢血液像鏡検実習

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日
10月25日
10月18日 （土） 第26回神臨技細胞診スライドセミナー「細胞の見方・考え方」

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

詳細はホームページを参照して下さい。

2014年 9月 7日　　（日曜日）   13時　00分 （受付　12時　30分） から　17時　00分　

 〒216-8511　川崎市宮前区菅生2-16-1

聖マリアンナ医科大学　1階微生物学・公衆衛生学実習室 　　TEL　045 （977） 8111

初心者のための末梢血液像鏡検実習

氏名　井本　清美　　他7名　　　 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　40名　

専門　20点

詳細はホームページを参照して下さい。

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）

連絡責任者　　井本　清美　 　  TEL（044）977-8111　（6209） 　FAX（044）977-3982

詳細

テ－マ

講師

参加費

受付方式

参加費

生涯教育研修

受付方式

申込方法

共催

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

受付方式

「初心者のための末梢血液像鏡検実習」を行います。日常検査の手順に沿った形で、血算の結果を提示した症例の特徴的な赤血球形態を観察していただきます。白血球
形態に関しては、①正常5分類の理解、②顆粒球成熟段階の理解、③初心者が迷う細胞の鑑別、④様々な症例の鏡検、の4コースに分かれてスキルアップを図ります。申
し込みは、8/11～20の期間内に血液研究班のホームページからネット上で事前申し込みとします。初心者の方だけでなく、昨年度3月に行った実習に参加された方もステッ
プアップの機会として是非、ご参加ください。

開催日時

会　場

血液研究班

生涯教育研修

詳細

血液研究班

部門別研究班・地区研修会

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

生理研究班
超音波専門グループ

「腹部超音波　腹部領域」（土）

講師

連絡責任者　　井本 清美　 　  TEL（044）977-8111　（6209） 　FAX（044）977-3982

開催日時

テ－マ

参加費



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　FAX 0463–80–2420  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。

①　2014年 10月 11日　（土 曜日）  15時　00分　から　19時　00分

①　2014年 10月 25日　（土 曜日）  15時　00分　から　19時　00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　福祉保健研修交流ｾﾝﾀｰｳｨﾘﾝｸﾞ横浜

 　　　　　 TEL  045 (847) 6666

「腹部超音波　腹部領域」

①　10月11日（土）：　1. 肝臓領域　　　横浜市立大学附属市民総合医療ｾﾝﾀｰ　柴田 尚美

　　　                     2. 消化管領域　　  東海大学医学部付属病院　山本 真一

②　10月25日（土）：　1. 胆道系領域　　大和市立病院　谷ヶ城 良太

　　　　　　　　　         2. 膵臓領域　　　 北里大学東病院臨床検査部　藤井 滋

　　　　　　　　　         3. 泌尿器領域　　 東海大学医学部付属病院　福本 恵美

会員　4,000　円　、　非会員　8,000円

事前申込　70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（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。）

☆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

2014年10月18日　　（土曜日）  9時　00分　から　17時　00分　

〒241-8515　神奈川県横浜市旭区中尾2-3-2

神奈川県立がんセンター 　　TEL　045 （520） 2222

第26回神臨技細胞診スライドセミナー「細胞の見方・考え方」

氏名　　三田 和博、　草苅 宏有、　加戸 伸明、　生澤 　竜、　酒井 麻衣

会員　3,000　円　、　非会員 8,000　円

事前申込　80名　

平成　26年10月 10日（金）　　申込順

〒252-0375　神奈川県相模原市南区北里1-15-1　北里大学病院　病院病理部　柿沼廣邦

http://www.jinringi.or.jp/kenkyuhan/saibou/　E-mail: hi-kaki@kitasato-u.ac.jp

専門　20点

詳細はホームページを参照して下さい。

受付方式

生涯教育研修

詳細

締切日

申込先

会　場

婦人科，呼吸器，消化器・泌尿器，体腔液・リンパ節・その他，乳腺・甲状腺を対象としたスライドセミナーを開催します．前半は，スライドを用いた75症例を設問形式で行
い，後半では設問の解答，解説および基本的な細胞の見方・考え方について，５名の講師による講義を行います．細胞診を始めたい方や初級者はもとより，細胞検査士資
格を有する方々の診断能力の自己評価にも最適です。よろしくご参集頂きますようお願い申し上げます。

開催日時

連絡責任者　　柿沼　廣邦　 　  TEL　042-778-8997　 　FAX　042-778-9371

内容・講師

テ－マ

講師

参加費

詳細

生理研究班
超音波専門グループ

申込方法

細胞検査研究班

超音波専門グループでは、計2回の講義講習会を開催します。今さら聞けない基礎も含め、経験豊かなベテラン講師陣がわかりやすく説明致します。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、是非ご参加ください。

会　場

テ－マ

開催日時

担当

申込方法

参加費

生涯教育研修

連絡責任者　　藤井　滋 　　  TEL 042-748-4230

生涯教育研修

会　場

テ－マ

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

開催日時

受付方式

関甲信支部・首都圏支部
微生物検査研修会

参加費

主催


