
9月19日 （金） 尿定性検査の基礎とアルブミン（蛋白）/クレアチニン比の測定意義について

9月28日 （日） 腹部超音波検査の基本走査（実技講習）

10月11日 （土） 「プロセッシングの原理、現状と応用」

10月11日

10月25日

10月17日 （金） 尿沈渣検査法2010を踏まえた病態の捉え方

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」

10月24日 （金） リンパ腫の診断　　～病理医の視点から～

10月26日 （日） ピペット操作実習

10月29日 （水） 感染制御活動に必要な微生物検査データの読み方Ⅱ（Ｑ＆Ａ）、CLSI® M100-S24における変更点～今後の薬剤感受性試験について～

11月1日 （土） トランスファー（患者介助）研究会

11月8日 （土） 「頚動脈ライブデモ」

11月21日 （金） グラム染色実力試験

11月29・30日 （土・日） 平成26年度　微生物検査研究班実技講習会「腸管系感染症関連細菌の検査法・腸内細菌の薬剤耐性菌検査」

2014年 9月 19日　　（金曜日）   18時　30分 から　20時　00分　

 〒238-0066　横須賀市日の出町1-5　　ヴェルクよこすか

　　         TEL　046 （822） 0202   FAX  046 (824) 4462 

尿定性検査の基礎とアルブミン（蛋白）/クレアチニン比の測定意義について

氏名　若宮 健一　　肩書　　シーメンスHCD

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付

専門　20点

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

〒252-5201　相模原市中央区淵野辺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 11日　　（土曜日）  13時　00分　から　17時　00分

〒210-0013  川崎市川崎区新川通12-1　 川崎市立川崎病院　7階講堂

            TEL  044 ( 233 ) 5521

「プロセッシングの原理，現状と応用」

1.　各病院，検査センターの現状

2.　脱水・中間剤処理・パラフィン浸透プロセッシングの原理

3.　超音波を用いた自動固定包埋装置の原理と実例

4.　プロセッシングの応用と迅速化について（仮）

氏名　　島田 直樹、小山田 裕行、坂口 忍、横屋瀬 里香、郷田 敦史、高橋 洋一郎、古屋 周一郎　　　肩書　　臨床検査技師

氏名　　渡辺 明朗　　肩書　サクラファインテックジャパン、　　氏名　　薬袋 博信　　 　肩書　　株式会社　常光　

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付

専門　20点

テ－マ

生涯教育研修

参加費

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

申込方法

共催

生理研究班
超音波専門グループ

参加費

講師

受付方式

開催日時

参加費

横須賀地区

部門別研究班・地区研修会

連絡責任者　　島田　直樹　　　　　TEL 045-366-1111(2270)　　FAX  045-366-1220

生涯教育研修

尿定性検査は検査室にとどまらず病棟などでも手軽に行える検査ではありますが、意外と知られていないことも多いかもしれません。今回は測定時の注意点などを反応原理を
織り交ぜながらお話したいと思います。また、最近注目を浴びているアルブミン指数（アルブミン/クレアチニン比）や蛋白/クレアチニン比についても臨床的な測定意義や最新情
報などを解説できればと思います。

会　場

「腹部超音波　腹部領域」

受付方式

（土）

病理標本作成過程において，固定からパラフィン置換まで行なう「プロセッシング」はとても重要な作業と言えます．今日では，プロセッシングはすべて自動化され，機械に頼り
きっている部分もあります．今回は，その原理を知る良い機会です．また，各施設の現状を知り，さらに１day pathologyなどの迅速化や応用について講演していただき，各施設
で役に立つ研修会と思われます。会員皆様の参加をお待ちしております。

病理検査研究班

会　場

講師

連絡責任者　塩野谷　有美　　TEL　046-865-4105　FAX　046-865-9427

開催日時

生涯教育研修

受付方式

テ－マ



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 17日　　（金 曜日）   18時　30分 から　20時　30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

尿沈渣検査法2010を踏まえた病態の捉え方

氏名　宿谷 賢一　　肩書　　副臨床検査技師長

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付

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

受付方式

生涯教育研修

詳細

締切日

申込先

会　場

テ－マ

講師

細胞検査研究班

会　場

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、東京大学医学部付属病院の宿谷　賢一先生をお招きして、尿沈査検査法２０１０に沿って、病態の捉え方なども交えながら御講義いただきます。尿沈渣
を始めたものからベテランの技師まで日常の業務にお役立ていただける内容だと思います。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

会　場

テ－マ

講師

参加費

参加費

生理研究班
超音波専門グループ

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

連絡責任者　　藤井　滋 　　  TEL 042-748-4230

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。

生涯教育研修

受付方式

テ－マ

開催日時

申込方法

参加費



2014年10月24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

リンパ腫の診断　　～病理医の視点から～

氏名　干川　晶弘　　　　肩書　　医師

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10月26日　　（日曜日） 13時　00分　から　15時　30分　

〒252-1121 　綾瀬市小園1424-4　　湘央医学技術専門学校

 　　       TEL　0467 ( 77 ) 1234

ピペット操作実習

氏名　　（未定）　　　　　肩書　　エッペンドルフ（株）　学術担当

会員　2,000　円　、　非会員　8,000　円

事前申込　先着40名程度　（下記注意あり）　

平成　26年 10月 10日（金）　　申込順

①氏名　②会員番号　③施設名・所属　④電話番号　⑤メールアドレス

上記の内容を連絡責任者宛（　y-fujimu@kitasato-u.ac.jp  ）に、メールでお申し込みください。

申込者へは詳細を追って連絡いたします。

ただし、申込状況によっては一施設あたりの人数を３名程度に制限することがありますのでご了承ください。

専門　20点

2014年 10月 29日　　（水 曜日）   19時　00分 から　20時　45分　

〒210-0007　川崎市川崎区駅前本町12-1　ﾐｭｰｻﾞ川崎ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ研修室1～3

　　        TEL  044 ( 200  ) 1414

感染制御活動に必要な微生物検査データの読み方Ⅱ（Ｑ＆Ａ）、CLSI® M100-S24における変更点～今後の薬剤感受性試験について～

氏名　宮本 豊一　　　　　 肩書　川崎市立多摩病院　臨床検査部

氏名　高野 深雪　　　　　 肩書　シスメックスビオメリュー株式会社　臨床マーケッティング部

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付

専門　20点

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

聖マリアンナ医科大学病院の干川晶弘先生をお招きして、正常なリンパ節の構造とリンパ節病変の違いを示していただき、どのように考えリンパ腫と診断しているのか？病理
医の視点からお話していただきます。また、リンパ腫の骨髄浸潤の有無の確認に病理診断は欠かせません。病理学と血液検査のコラボ企画第一弾です！
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します。皆さんのご参加をお待ちしております。

開催日時

会　場

テ－マ

申込先

生涯教育研修

講師

参加費

受付方式

血液研究班

会　場

テ－マ

参加費

受付方式

生涯教育研修

講師

川崎地区 連絡責任者　冨樫　克巳      TEL  044-222-3255   FAX  044-222-8691

昨年６月開催の同テーマの続編として、微生物検査を外部委託している施設において微生物検査の経験のない技師が検査データをチェックする時や院内感染委員会等への
報告資料を作成する際に直面している問題や疑問点、対応に苦慮したエピソード等を事前に募り、Ｑ＆Ａ方式で解説します。また、2014年度版CLSI®M100における主な変更点
と用量依存性感性（SDD）が追加された背景および今後の感受性試験について概説します。

開催日時

講師

参加費

受付方式

締切日

生涯教育研修

臨床化学研究班 連絡責任者　　藤村　善行 　 　  TEL 　042-778-7725　　 FAX 　042-778-9575

臨床化学研究班の今年度の実技講習会は、ノック式ピペットの操作についてです。検体検査には関わりの深い器具ですが、正しい知識や教育に自信はありますか？　正確性
を疑ったことはありますか？使用方法だけでなく、構造やメンテナンスについても実際に手を動かしながら学べます。また、品質マネジメントに必要な秤量検定方法も習得しま
しょう。臨床化学に限らず幅広い分野からのご参加をお待ちしています。（各自の責任でピペットの持ち込みOKです。）

開催日時

会　場

テ－マ



2014年 11月  1日　　（土 曜日）   15時　00分 から　17時　00分　

〒241-8555　横浜市保土ヶ谷区岡沢町56　　横浜市立市民病院　リハビリテーション室　

　　        TEL 045 (331) 1961

トランスファー（患者介助）研修会

氏名　石田　由佳　　　　 肩書　　理学療法士　　　

会員　2,000　円

事前申込　30名

平成　26年 10月 13日（月）　　申込順

横浜市立市民病院　検査部　仲村麻美　 TEL 045-331-1961 内線5165

E-mail : jinringi_seiri@yahoo.co.jp

専門　20点

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

【申込先】

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

受付方式

生涯教育研修

申込方法

締切日

申込先

開催日時

会　場

連絡責任者　仲村　麻美      TEL  045-331-1961  (内線　5161）

介助を要する患者さんの検査を行う際の安全性の向上を目的とした『トランスファー（患者介助）研修会』を開催いたします。基本となる車イス、ベッド間の移乗方法を中心に、自
立度の不明な患者さんの自立度を見極めるコツや、点滴などのルートを有する患者さんの移乗方法など、講義、実技指導を交えた研修会です。

開催日時

会　場

テ－マ

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。

連絡責任者　　藤井　滋 　　  TEL 042-748-4230

テ－マ

講師

参加費

生理研究班
超音波専門グループ

生理研究班

参加費

受付方式

生涯教育研修

講師



2014年 11月  21日　　（金 曜日）   19時　00分 から　20時　30分　

〒221-0835 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 29日　　（土 曜日）   12時　30分 から　17時　00分　

2014年 11月 30日　　（日 曜日）   12時　30分 から　17時　00分　

〒252-1121 　綾瀬市小園1424-4　　湘央医学技術専門学校

 　　       TEL　0467 ( 77 ) 1234

平成26年度　微生物検査研究班実技講習会「腸管系感染症関連細菌の検査法・腸内細菌の薬剤耐性菌検査」

会員　10,000　円　、　非会員　20,000　円

事前申込（Ｅメール　biseibutsu@jinringi.or.jp ）　24名

平成　26年 10月 31日（月）　　申込み多数の場合、研究班のほうで参加の可否を決定。

①氏名 ②会員番号 ③施設名 ④Tel ⑤微生物検査経験年数

上記の内容を明記の上（E-mail： biseibutsu@jinringi.or.jp ）へ、お申し込みください。

専門　30点

受付方式

締切日

申込先

生涯教育研修

開催日時

微生物検査の初級者を対象として細菌培養検査の基礎技術習得のための実技講習会を開催いたします。腸管系病原菌を中心に分離培養、確認培地を用いた同定、血清型
検査、毒素検査などを行ないます。また，腸内細菌を対象とした薬剤耐性菌（ESBL，カルバペネマーゼなど）の講義・培地閲覧も行います．
（E-mailにて事前申込み制）申込み多数の場合は研究班のほうで受講者を選定させていただくことがありますのでご了承ください。

会　場

テ－マ

参加費

微生物研究班 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

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

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


