
7月17日 （金） 精度管理基礎シリーズ　―第２回　外部精度管理の活用法―

7月17日 （金） 第21回湘南地区サーベイ報告会・意見交換会

１．遺伝子検出技術の現状と展望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２． 細胞診の冥利 内膜ポリープ由来発生癌の臨床病理と細胞像

３．子宮における腫瘍性病変の肉眼形態と切り出しのポイント　　　　４． 卵巣腫瘍の原点：組織発生と分類

7月25日 （土） 臨床医が求める膵胆道領域の超音波スクリーニング

7月25日
8月22日
7月31日 (金） 聴力検査の基礎と注意事項

8月6日 (木） 精度管理基礎シリーズ　―第３回　内部精度管理とその周辺―

8月7日 （金） 「血ガスの読み方」

8月29日 第26回関甲信支部・首都圏支部合同一般検査研修会　

8月30日 「異型細胞の検出感度を上げる」

9月5日
9月6日
9月12日 第28回関甲信支部・首都圏支部微生物検査研修会　　

9月13日 ｢感染症診療：基礎から臨床へのエスカレーション｣ 

9月13日 （日） 腹部超音波検査実技講習会

9月27日 （日） 第21回関甲信支部・首都圏支部合同血液検査研修会　　「ステップアップ講習会　～Part9～」

9月29日 （火） 聴力検査におけるマスキング法の基礎と計算によるマスキング量の決定法

10月3日 （土） 「腹部超音波　腹部領域」

2015年 7月 17日　（金曜日） 19時　00分　から　20時  30分まで　

〒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

精度管理基礎シリーズ　―第２回　外部精度管理の活用法―

氏名　　藤村　善行　　　　 肩書　北里大学病院　臨床検査部

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　　

専門　20点

2015年 7月 17日　（金曜日） 18時　30分から報告会　　20時  15分から意見交換会　

〒254-0047　平塚市追分9-11　平塚共済病院　6F大会議室

 　　       TEL　TEL  0463 (32) 1950　　　　

第21回湘南地区サーベイ報告会・意見交換会

会員　500　円　、　非会員　8,000　円　　（懇談会3，000円位）

会場受付　　

基礎　20点

2015年  7月 18日　（土曜日）  13時　00分　から　17時　00分

 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町 3-9 C棟　サーモフィッシャー　　サイエンティフィック株式会社

            TEL  045(　453 ) 9083

１．  遺伝子検出技術の現状と展望

２．  細胞診の冥利 内膜ポリープ由来発生癌の臨床病理と細胞像

３． 子宮における腫瘍性病変の肉眼形態と切り出しのポイント

４．　卵巣腫瘍の原点：組織発生と分類

氏名　　大滝　真作 氏 　 　 　肩書　サーモフィッシャーサイエンティフィック　　

氏名　　加藤　智美　技師　　 肩書　埼玉医科大学国際医療センター　

氏名　　梶原　博　先生　　 　 肩書　東海大学医学部病理診断学

氏名　　安田　政実　先生　　 肩書　埼玉医科大学国際医療センター

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

事前申込　80名

2015年 7月10日（金）　（申込順）

病理検査研究班のホームページの専用フォームから

専門　20点

（土・日） 平成27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」

（土・日）

 第21回湘南地区サーベイの結果報告及び解説を行い、報告会終了後意見交換会を行います。

開催日時

会　場

テ－マ

講師

受付方式

会　場

（土） 脳波判読、神経伝導検査の基礎を学ぼう

テ－マ

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

開催日時

参加費

(土）

参加費

受付方式

生涯教育研修

　精度管理をテーマとした研修会３回シリーズの第２回目は、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。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考えましょう。ぜひご参加をよろしくお願いします。

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

　病理・細胞の合同研修会は、２名の病理医の先生と１名の細胞検査士による婦人科領域の内容です。１回の研修会で、子宮頸部、体部、卵巣を網羅できる内容となっていま
す。また、病理検査において導入されつつある遺伝子検査について基礎から応用までご講演いただきます。会員みなさま、参加をお待ちしております。

部門別研究班・地区研修会

受付方式

参加費

開催日時

会　場

テ－マ

講師

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

生涯教育研修

（土・日）

7月18日

締 切 日

申 込 先

生涯教育研修

病理・細胞検査
研究班



2015年 7月 25日　（土曜日） 14時　00分　から　16時　30分まで　

〒231-0005　横浜市中区本町2丁目17番　みらいセンタービル　　（じんりんぎ研修センターのビルが面した通り沿いのビルです）

■みなとみらい線「馬車道」駅6番出口から徒歩3分■みなとみらい線「日本大通り」駅1番出口から徒歩3分■JR「関内」駅北口徒歩7分

 　　       TEL　045 （ 264 ） 4634    

臨床医が求める膵胆道領域の超音波スクリーニング

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　先着76名　　（13：30～受付開始）※席に限りがありますので予めご了承ください。

専門　20点

2回目　  2015年7月25日（土曜日）　15時　00分　から　18時　00分まで

3回目　　2015年8月22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

1・2回目は脳波筋電図専門グループスタッフ11名　

（3回目）　城倉　健　医師　　　　肩書　横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　副院長・神経内科部長・臨床検査部長

会員　1回　2,000 円　、　非会員　1回　8,000 円　

事前申込 ・ 募集枠（1回目40名、2回目40名、3回目80名）

2回目　2015年7月18日　　必着 定員になり次第締め切り7/25日分

3回目　2015年8月15日　　必着 定員になり次第締め切り8/22日分

北里大学病院臨床検査部　小野沢 裕也

申込画面は次のURLから入って申し込み下さい。　http://goo.gl/RUOuV9

専門　20点

2015年 7月 31日　（金曜日） 19時　00分　から　20時　00分まで　

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　　かながわ県県民活動サポートセンター会議室305

　　         TEL  045 ( 312 ) 1121

聴力検査の基礎と注意事項

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

2015年 8月 6日　（木曜日） 19時　00分　から　20時  30分まで　

〒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

精度管理基礎シリーズ　―第３回　内部精度管理とその周辺―

氏名　　藤村　善行　　　　 肩書　北里大学病院　臨床検査部

会員　500　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　　

専門　20点

2015年 8月 7日　（金曜日） 19時　00分　から　21時  00分まで　

〒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

「血ガスの読み方」

氏名　　伊藤　正仁　　　　 肩書　東海大学医学部付属大磯病院　助教

会員　500　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

TEL 　042-748-9111　 FAX 　042-748-5492　　Ｅ-mail：miyashita@kitasato-u.ac.jp

専門　20点

締切日

申 込 先

会　場

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

　1回目脳波判読実習、2回目筋電図実習、 3回目医師によるめまいと筋電図の講義の3回です。1回目2回目はクラス分けによる実習です。実習は新人から中堅技師にも役立つ
内容です。3回目は中枢性めまいの権威である城倉医師による「めまいと臨床検査について」の講義と技師による筋電図症例検討を予定しています。申し込み時、希望の日にち
と希望のクラス（超初心者クラス、初級、中級、年間の検査件数）等を明記してお送り下さい。締め切り日前であっても定員になり次第締め切ります。（1回目は終了しておりま
す。）

開催日時

講師

テ－マ

講師

参加費

受付方式

生涯教育研修

申込先

生涯教育研修

臨床化学研究班

受付方式

生涯教育研修

　精度管理をテーマとした研修会３回シリーズの最終回は、内部精度管理を中心とした内容です。
日常検査の精度を維持するための内部精度管理方法に加え、検査方法選択時のバリデーション、患者個別データ管理（リアルタイムデータチェック）などの基本についても説明
します。ぜひご参加をよろしくお願いします。

開催日時

参加費

生理検査研究班
呼吸器専門グループ

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

会　場

テ－マ

講師

連絡責任者　　 宮下　佳子　　 TEL 　042-748-9111　　　　 FAX 　042-748-5492　　　　　 

　平成27年度第1回　呼吸器専門グループの研修会を開催します。テーマは、例年好評をいただいている『血液ガスの読み方』です。講師には東海大学医学部付属大磯病院の
伊藤正仁先生をお招きして講演していただきます。血液ガスの検査結果の読み方の基本から、症例などを提示していただき解り易く講義していただきます。初心者にも解り易い
講義をしていただく予定です。（メールで事前申し込みをお願いします。氏名、施設名、会員番号）

開催日時

会　場

テ－マ

会　場

生理検査研究班
平衡聴覚専門グループ

連絡責任者　　　小幡　進　　　TEL  042-778-8522　　　　 FAX  042-778-9575　　　

　聴力検査の基礎的な原理と理論を解りやすく説明いたします。聴力検査を実施する場合に気を付ける内容や、測定法の理論について理解を深めることができる内容としました
ので、是非ご参加下さい。

受付方式

参加費

生涯教育研修

講師

生理検査研究班

講師

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、「臨床医が求める膵胆道領域の超音波スクリーニング」と題してご講演していただきます。また、膵・胆道の症例検討、膵・
胆道ライブデモ、画像コンテストを行います。症例検討では膵・胆道疾患の稀な症例や、先生に解説していただきたい症例を募集します。応募いただいた中から、膵・胆道疾患を
どう考えるかを先生に解説して頂きます。ライブデモでは膵・胆道の描出のテクニックを教えていただきます。画像コンテストでは珍しい症例でなくとも、これぞという1枚を応募く
ださい。症例検討、画像コンテストについては、会員の皆様から募集しますので、メールにてお申し込みください。多数の参加をお待ちしております。
※詳細は技師会ＨＰの生理検査研究班のページでご確認ください。

開催日時

会　場

テ－マ

受付方式

生理検査研究班
脳・筋専門グループ

生涯教育研修

参加費

テ－マ

参加費

受付方式

開催日時



2015年 8月29日（土曜日）午後 1時 ～  8月30日（日曜日）午後 3時15分 

〒350-1241　埼玉県日高市山根1397-1

埼玉医科大学保健医療学部　2Ｆ大講義室、実習室

「異型細胞の検出感度を上げる」　　

会員　7,000円 、　非会員　14,000円　　　（意見交換会　4,500円 、　宿泊費　6,400円）

96名

一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会　関甲信支部

臨床一般検査部門　部門長　山浦　久（さいたま市立病院　中央検査科）

公益社団法人　埼玉県臨床検査技師会　一般検査研究班

班長　川音　勝江（JCHO 埼玉メディカルセンター　臨床検査科）

Tel: 048-832-4951　　　mail: kawaoto.k@gmail.com

平成27年 6月20（土）～ 7月20日（月）

会員は日臨技ホームページの会員専用ページから事前参加登録を行ってください。

非会員およびホームページからの登録が困難な方は下記アドレスへメールを送信してください。

akikom@saitama-med.ac.jp　　室谷 明子（埼玉医科大学国際医療センター）

※ 受講票などをメールで送信しますのでakikom@saitama-med.ac.jpが迷惑メールにならないよう設定をお願いします。

※ 事前参加登録時に意見交換会と宿泊の予約が可能です。

※ 認定一般検査技師　認定更新指定研修会に申請中です。

〒330-0074埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3

JCHO 埼玉メディカルセンター　川音 勝江

TEL 048-832-4951(内線2131)　 FAX 048-834-3093

e-mail 　kawaoto.k@gmail.com

専門　30点

詳細はホームページを参照して下さい。

2015年　9月 5日　　（土曜日）    10時 00分　から　17時 00分

2015年　9月 6日　　（日曜日）    10時 00分　から　17時 00分

〒252-5201 神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71　　麻布大学　生命科学部棟　3階　微生物研究室

              TEL  042 ( 754 ) 7111

平成27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　12,000　円　、　非会員 20,000　円

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

2015年 7月 31日　※申込み多数の場合、研究班のほうで参加の可否を決定

E-mail : biseibutsu@jinringi.or.jp　へ

①氏名　②会員番号　③施設名　④TEL　⑤微生物検査経験年数　をお送り下さい。

専門　30点

2015年 9月12日（土曜日） ～  9月 13日（日曜日） 

〒183-0044　東京都府中市日鋼町1-40　　セミナーハウス　クロス・ウェーブ府中

             TEL　042 ( 340 ) 4800　　　FAX　042 ( 340 ) 4810

　　　　　 　HP：http://x-wave.orix.co.jp/fuchu/

 ｢感染症診療：基礎から臨床へのエスカレーション｣ 

一般会員　5,000　円　　　賛助会員　5,000　円　　　非会員　7,000　円

8,000　円

3,000　円

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・自家用車）

②   送付先   　：　E-mail：kensa@kinugasa.or.jp 　FAX : 046−852−149　　総合病院衣笠病院　小林昌子 宛

③   申込締切　：　平成27年 7月24日（金）

④   参加費振込方法　：　振込み先　＜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27年 7月31日（金）

【問い合わせ先】　〒238−8588 横須賀小矢部2−23−1　　　

     　　　　　　　　　総合病院衣笠病院　臨床検査科　小林　昌子

　　　　　　　　　　　 TEL：046-852-1493

　　　　　　　　　　 　E-mail：kensa@kinugasa.or.jp

専門　30点

詳細はホームページを参照して下さい。

受付方式

締 切 日

申 込 先

生涯教育研修

連 絡 先

申込期間

申込方法

生涯教育研修

テ－マ

参加費

首都圏支部・関甲信支部
合同一般検査研修会

連絡者　　　JCHO 埼玉メディカルセンター　臨床検査科　川音　勝江

詳細

研修会事務局

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

会　場

開催日時

参加費

生涯教育研修

宿泊費

詳細

申込方法

意見交換会費

関甲信支部・首都圏支部
微生物検査研修会

テ－マ

開催日時

会　場

テ－マ

定員

　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。

開催日時

会　場

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

参加費

責任者

mailto:akikom@saitama-med.ac.jp　　室谷%20明子（埼玉医科大学国際医療センター）


2015年 9月13日　（日曜日）　 9時　00分　から　17時　00分まで 

〒259-8501　相模原市淵野辺1-17-71　麻布大学

            TEL　042 ( 754 ) 7111（代）

腹部超音波検査実技講習会

氏名　吉原 英児、　栗田 修、　福田 枝美、　三樹 若菜、　石井 尚子、　藤井 滋

会員　1回　10,000 円　、　非会員　1回　20,000 円　

事前申込　・　募集枠　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。

「腹部超音波検査実技講習会申し込み」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⑥腹部超音波経験年数

＊申込み後、１週間以内に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

大和市立病院　臨床検査科　　谷ヶ城 良太

E-mail：jinringi_seiri@yahoo.co.jp　　　　TEL  046-260 －0111　（内線2220）

専門　20点

2015年 9月27日　（日曜日）　 9時50分　から　16時30分（受付　9時20分より）

〒400-0024　山梨県甲府市北口2丁目8番1号　山梨県立図書館　イベントスペース

　　　　　　TEL:055-255-1040（代表）

　　　　　　施設ホームページ　http://www.lib.pref.yamanashi.jp/index.html

ステップアップ講習会　～Part9～

会員　5,000　円

200名（先着順）

平成27年7月1日(水)～7月30日(金)

Webでの事前登録でお申込みください。

日臨技ホームページ（http://www.jamt.or.jp/）の「会員専用ページ」でログインし「会員情報」に自分のメールアドレスが記載してあるか確認してください。

（申込確認、当日緊急連絡先等の案内が返信されます）。メールアドレスの記載がない場合は、登録してください。

その後、「行事日程・参加申請～など」内の「事前参加申込」をクリックし、第21回関東甲信支部・首都圏支部血液検査研修会を選択して

「事前参加申請」ボタンから申込みをしてください。

※参加費の振込は申込後10日以内にお願い致します。振込後正式に登録完了となります。

ゆうちょ銀行振替口座【口座番号】10870- 7701481【口座名称】山梨県臨床衛生検査技師会血液研究班

振込取扱票の通信欄に、所属と名前を記入してください。

ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込の場合は、【店名】０八八（ｾﾞﾛﾊﾁﾊﾁ）【店番】088

【預金種目】普通【口座番号】0770148を指定してください。

一般社団法人山梨県臨床衛生検査技師会　血液検査研究班

山梨大学医学部附属病院検査部　風間　文智

〒409-3898　山梨県中央市下河東1110

TEL：055-273-1111(内線3084） メールアドレス：yamanashi0927@yahoo.co.jp

問い合わせはメールを使用し、件名「第21回血液研修会」でお願いいたします。

専門　20点

詳細はホームページを参照して下さい。

2015年 9月 29日　（火曜日） 19時　00分　から　20時　00分まで　

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

　　         TEL  045 ( 312 ) 1121

聴力検査におけるマスキング法の基礎と計算によるマスキング量の決定法

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

生理検査研究班
超音波専門グループ

　超音波専門グループでは、例年通り「腹部エコー実技講習会」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

連絡責任者　　　山梨大学医学部附属病院検査部　風間　文智

参加費

関甲信支部・首都圏支部
合同血液検査研修会

連絡責任者　　　藤井　滋　　　TEL042-748-4230　　　　

申込期間

開催日時

会　場

募集人員

参加費

テ－マ

開催日時

会　場

受付方式

テ－マ

生理検査研究班
平衡聴覚専門グループ

講師

申込方法

振込先

担当

問い合わせ

締切日

　聴力検査のマスキングは原理と理論を解りやすく説明いたします。マスキング法を理解していないと、間違った結果を報告する危険性もあります。今一度マスキングについて
理解を深める機会ですので、是非ご参加下さい。

開催日時

会　場

連絡責任者　　　小幡　進　　　TEL042-778-8522　　　　 FAX 042-778-9575　　　

生涯教育研修

詳細

申 込 先

生涯教育研修

参加費

受付方式

生涯教育研修

講師

テ－マ



2015年10月 3日　（土曜日）　15時 00分　から　19時 00分まで

〒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ｸﾞ横浜

            TEL　045 ( 847 ) 6666   　 

「腹部超音波　腹部領域」

1. 肝臓領域　　　　　伊勢原協同病院　　岩本 洋

2. 胆道系領域　　 　大和市立病院　　　 谷ヶ城 良太

3. 膵臓領域　　    　東海大学医学部付属病院　　山本 真一

4. 泌尿器領域　　 　東海大学医学部付属病院　　福本 恵美

会員　3,000 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23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】

大和市立病院　臨床検査科　　谷ヶ城 良太

E-mail : jinringi_seiri@yahoo.co.jp     TEL  046-260 －0111　（内線2220）

専門　20点

申込方法

受付方式

参加費

開催日時

内容・講師

生涯教育研修

　超音波専門グループでは、腹部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

生理検査研究班
超音波専門グループ

連絡責任者　　　藤井　滋　　　TEL 042-748-4230　　　　　　


