
10月3日 （土） 腹部超音波講義 腹部領域

10月10日 （土） 第27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16日 （金） 上皮細胞類を正しく判定するテクニック

10月16日 （金） 採血業務における基礎的な注意点

10月23日 （金） 『耐性菌に気づける技師になろう!!－ここがポイント耐性菌のスクリーニング－』

11月6日 （金） 症例からみた呼吸機能検査の診療への活用

11月7日 （土） 頸動脈エコーの基礎・症例　及びライブデモ

11月18日 （水） 心臓ペースメーカーについて

11月27日 （金） 「ペースメーカーの基礎から最近の話題まで」

11月29日 （日） 第18回　首都圏支部・関甲信支部合同輸血検査研修会　『臨床に学ぶ　母子医療と輸血検査』

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　ウィリング横浜

            TEL　045 ( 847 ) 6666   　 

腹部超音波講義 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

2015年10月10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27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　星野　夏那、 加戸　伸明、 生澤　竜、 酒井　麻衣、 三田　和博

会員　3,000円 、　非会員　8,000円

事前申込・募集枠（80名）

2015年10月 9日必着（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

2015年10月16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　　ヨコハマジャスト1号館　2,3号室

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

上皮細胞類を正しく判定するテクニック

氏名　横山　貴　　　　　 肩書　東京女子医科大学病院　中央検査部　検査技師

会員　1,000円 、　非会員　8,000円

会場受付

専門　20点

12月19日
12月20日

（土・日） 平成27年度 日臨技指定講習会・関甲信支部輸血検査研修会　『輸血検査の初級者への指導技術の標準化に向けて』

テ－マ

講師

参加費

一般検査研究班

会　場

受付方式

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

申込方法

受付方式

参加費

連絡責任者　　　森　合美　　TEL 　042-742-3577　　　　 FAX 　042-742-3585　　　 

　一般検査研究班では、東京女子医科大学病院　横山　貴　技師に尿沈渣の上皮細胞類を中心にご講演いただきます。尿中で認められる上皮細胞は、障害部位を把握する重
要な所見の１つです。また、基本とされる上皮細胞が鑑別できなければ、異型細胞を捉えられることはできません。今回のご講演では、上皮細胞類の鑑別ポイントをしっかりマス
ターしていただくことを目的に、ご講演をお願いしております。また、11月に開催されます首都圏支部学会で一般検査研究班では、異型細胞の鑑別をシンポジウム企画しており
ます。異型細胞の鑑別の前の重要なご講演ともなっておりますので、是非、皆様ご参加ください。事前申し込みはありません。当日、直接会場へお越しください。多数ご参加、お
待ちしております。

開催日時

開催日時

テ－マ

生理検査研究班
超音波専門グループ

内容・講師

開催日時

会　場

連絡責任者　　　藤井　滋　　　TEL 042-748-4230　　　　　　

テ－マ

講師

生涯教育研修

申込先

部門別研究班・地区研修会

細胞検査研究班 連絡責任者　　　柿沼　廣邦　　TEL 　042-778-8997　　　　 FAX 　042-778-9371　　 

　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．

参加費

受付方式

生涯教育研修

締切日



2015年10月16日（金曜日）　18時30分　から　20時00分

〒254-0045　平塚市見付町15-1　平塚市民センター　3F　大会議室

　　　　　　TEL　0463 ( 32 ) 2235　　　

採血業務における基礎的な注意点

氏名　那須　哲也　　　　 肩書　積水メディカル株式会社　マーケティング部　PASビジネスグループ

会員　500円 、　非会員　8,000円

会場受付

基礎　20点

2015年10月23日　　（金 曜日）   19時　00分 から　20時　30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　ホール2階

　　         TEL  045 ( 312 ) 1121

『耐性菌に気づける技師になろう!!－ここがポイント耐性菌のスクリーニング－』

氏名　富樫　真弓　　　　  肩書　昭和大学藤が丘病院　臨床検査科

会員　1,000　円　、　非会員　8,000　円

会場受付　80名

専門　20点

2015年11月 6日　（金曜日） 19時　00分　から　21時  00分まで　

〒252-0303　相模原市南区相模大野３丁目３ ユニコムプラザさがみはら　(bono相模大野ｻｳｽﾓｰﾙ3階）

 　　       TEL　042 ( 701 ) 4370　　　

症例からみた呼吸機能検査の診療への活用

氏名　　横場　正典　　　　 肩書　北里大学医療衛生学部　医療検査学科　臨床検査学　講師

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：30名）　

北里大学東病院　呼吸機能検査室　宮下　佳子

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

専門　20点

2015年11月　7日　（土曜日）　15時 00分　から　17時 30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　ウィリング横浜

            TEL　045 ( 847 ) 6666   　 

頸動脈エコーの基礎・症例　及びライブデモ

講師 氏名　森　美砂子　　　　  肩書　昭和大学藤が丘病院　

会員　1,000 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。

「頚動脈エコー勉強会申し込み」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　⑤超音波年数

申込み後、受付の確認と会場・振込先のご案内の返信をします。

一週間経ってもメール返信の無い場合は、下記連絡先までお問い合わせ下さい。　※（16時以降にお願いします。）

参加費は事前の銀行振り込みとし、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】　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11月18日　　（水曜日） 19時　00分　から　20時　45分まで　

〒212-8554　川崎市幸区大宮町1310　ミューザ川崎シンフォニーホール研修室

 　　       TEL　044 （ 520 ） 0100

心臓ペースメーカーについて

氏名　石森　絢三　　　　　肩書　日本メドトロニック株式会社　ＣＲＨＦ事業部横浜支店

氏名　武藤　宏典　　　　　肩書　日本メドトロニック株式会社　ＣＲＨＦ事業部横浜支店

会員　500 円　、　非会員　8,000 円

会場受付

専門　20点

生涯教育研修

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

　採血業務は患者とのトラブル、検査上のトラブルに関わる事が常に付きまとっています。そんなトラブルや不安を少しでも回避できるように学びましょう。

テ－マ

講師

参加費

受付方式

開催日時

　今年度、第3回目の微生物検査研修会は『耐性菌に気づける技師になろう!!－ここがポイント耐性菌のスクリーニング－』とのテーマで昭和大藤が丘病院　富樫真弓先生にご
講演いただきます。昨年から5類感染症に指定されたCREやMBL・ESBL産生菌などの耐性菌は微生物検査室が感受性パターンなどから気づくことから検査がスタートしますが、
気づけなかった場合、院内感染や患者の予後など多大な影響を及ぼす可能性があります。そこで現在問題となっている様々な耐性菌について、その特徴と気づきのポイント、
どのような検査を行って耐性機序を推定していけばいいのか、について解説していただきます。

生涯教育研修

講師

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

開催日時

会　場

テ－マ

参加費

受付方式

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　　　　　　

　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。たくさんのお申し込みお待ちしております。

開催日時

会　場

テ－マ

参加費参加費

受付方式

申込方法

生涯教育研修

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

　川崎地区第2回目の研修会は、心臓ペースメーカーについて講演頂きます。心臓ペースメーカーの基本的なことから、最新の話題まで、お話しして頂きます。
皆様奮っての参加をお願い致します。

開催日時

会　場

テ－マ

参加費

受付方式

生涯教育研修

講師

連絡責任者　　 宮下　佳子　　 TEL 　042-742-4234　　　　 FAX 　042-748-5492　　　　　 

　平成27年度第2回　呼吸器専門グループの研修会を開催します。『症例からみた呼吸機能検査の診療への活用』というテーマで、講演していただきます。講師に北里大学呼吸
器内科の横場先生をお招きします。日頃の呼吸検査結果の活用を症例を通して講義をしていただきます。是非、皆様のご参加をお願いいたします。（メールで事前申し込みをお
願いします。）

開催日時

会　場

テ－マ

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
呼吸器専門グループ



2015年11月 27日　　（金曜日） 19時　00分　から　20時　30分まで　

〒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

「ペースメーカーの基礎から最近の話題まで」

日本メドトロニック株式会社　技術担当

会員　500 円　、　非会員　8,000 円

会場受付

専門　20点

2015年11月29日（日曜日） 9時 30分　から　17時 00分

千葉大学　西千葉キャンパス　けやき会館　　千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

　　         TEL  043 ( 251 ) 1111（代表）　　　

※車による来場ができませんのでご了承下さい

『臨床に学ぶ　母子医療と輸血検査』

会員　3,000　円　、　非会員　6,000　円

280名　(webによる事前受付制）

平成27年9月1日～11月10日（但し定員に達し次第終了）

専門　20点

日本臨床検査技師会員専用ホームページの行事日程・参加申請より「第18回首都圏支部・関東甲信支部輸血検査研修会」を選択し、

「事前参加申請」にて登録を行ってください。メールによる連絡や資料送付を行いますので、PCメールアドレスを入力して下さい。

非会員およびweb登録が困難な方のみ郵送での参加申請を受け付けます。

A4レポート用紙等に「第18回首都圏支部・関東甲信支部輸血検査研修会事前参加申請」と記載の上、

氏名、会員番号（会員のみ）、施設名、電話番号、連絡先郵便番号・住所、PCメールアドレスを添えて下記まで封書でお申込みください。

〒270-1694　千葉県印西市鎌苅1715

日本医科大学千葉北総病院　中央検査室　　岡本　直人

TEL：0476-99-1111

詳細は日臨技ホームページを参照して下さい。

2015年12月19日（土曜日） 13:00 ～ 12月20日（日曜日）  16:00

獨協医科大学　　栃木県下都賀郡壬生町北小林880　（駐車場無料）

「輸血検査の初級者への指導技術の標準化に向けて」

5,000　円

定員50名　(先着順）

各施設において指導的立場の方

日臨技ホームページの会員専用サイト（事前参加登録）からお申込ください。

＊受領確認の返信メールのあと、後日研修会のご案内を送付します。

＊1週間以内に受領確認の返信メールが来ない方は、申し訳ございませんがお問い合わせください。

平成27年 9月15日（火）から平成27年10月31日（土）まで

宿泊の手配は参加者各自でお願いいたします。

獨協医科大学病院　輸血部　山川朋世

〒321-0293　栃木県下都賀郡壬生町北小林880

TEL：0282-87-2187　　　FAX：0282-87-2384

E-mail：tomoyo-y@dokkyomed.ac.jp

詳細は日臨技ホームページを参照して下さい。

詳細

日臨技指定講習会・関甲
信支部輸血検査研修会

連絡責任者　獨協医科大学病院　輸血部　山川　朋世

首都圏支部・関甲信支部
合同輸血検査研修会

宿　泊

申込期間

申込方法

開催日時

会　場

テ－マ

受講料

募集人数

対　象

詳細

研修会事務局

連絡責任者　日本医科大学千葉北総病院　中央検査室　岡本　直人

開催日時

問合せ先・送付先

会　場

生涯教育研修

テ－マ

参加費

定　員

受付期間

申込方法

連絡責任者　　難波　真砂美 　 　  TEL 　046-822-2710　（内2398）　　 FAX 　046-825-2103

参加費

受付方式

　生理検査研究班ではペースメーカーについて研修会を開催します。日頃の検査において、ペースメーカー波形に苦手意識を持っている方も多いのではないでしょうか。
ペースメーカーのモードや、ペーシング・センシング不全などの基礎から、最近の話題までわかりやすく説明していただきます。是非、多くの方のご参加をお待ちしております。

生理検査研究班

生涯教育研修

開催日時

会　場

テ－マ

講師


