平成 30 年度 日臨技中部圏支部医学検査学会（第 57 回）関連事業
学会前日 （11 月 23 日）

≪スキルアップ ＆ night セミナー≫

開催日

平成 30 年 11 月 23 日（金）（平成 30 年度日臨技中部圏支部医学検査学会前日）

主 催

一般社団法人 三重県臨床検査技師会

申込方法

参加費は講座によって異なります。

講座１、２、night セミナーは当日受付で参加していただけます。
その他の講座は、事前申し込みで定員に達した場合は当日受付ができない可能性が
ありますのでご了承ください。先着順となります。

受付開始

講座１

平成 30 年 9 月 1 日から事前申し込み開始予定です（講座４は 8 月 1 日より）。

第 6 回東海血管検査研究会

定員 200 名

血管診療技師（CVT）資格更新単位（5 単位）

時間 9：30～16：00

特別プログラム「これから始める！ハンズオン講習会」も開催!

講座２

魁！超音波塾
(JAMT)生涯教育専門 20 点のみ

講座３

臨床微生物部門研修会
認定臨床微生物検査技師制度 10 単位

講座４

心電図研修会
日臨技認定心電検査技師資格更新研修会 10 単位

講座５

第 30 回日本神経生理検査研究会中部支部研修会

定員 200 名
時間 16：30～18：30

定員名 70 名
時間 14：00～17：30

定員 100 名
時間 14：30～18：00

定員 100 名

日本臨床神経生理学会専門医・専門技術師更新 5 点 時間 13：40～18：00

講座６

血液検査研修会
認定血液検査技師 骨髄検査技師制度 5 単位

講座７

魅惑の night セミナー

定員 60 名
時間 14：00～18：00

定員 80 名
時間 19：00～20：45

講座１

第 6 回東海血管検査研究会

血管診療技師（CVT）資格更新単位（5 単位）、(JAMT)生涯教育専門 20 点
日時

：平成 30 年 11 月 23 日(金)

9：30（受付開始 9：00）～16：00

会場

：三重県総合文化センター 多目的ホール（学会第１会場）

参加費 ：2,000 円 事前登録の必要はありません。
定員

：200 名

＜内 容＞
教育講演１
教育講演２

演題

凝固・線溶検査からみる血栓症

講師

亀山 なつみ 先生（名古屋大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門）

演題

「超音波における大動脈・末梢動脈病変の標準的評価法」を臨床に活かす

講師

松田 真珠美 先生（三重大学医学部附属病院血管ハートセンター）

コメンテーター
教育講演３

松尾 汎 先生 （松尾クリニック理事長）

演題

CVT にも役立つ心エコー ～右心系を中心に～

講師

松林 正人 技師（三重ハートセンター診療支援部）

一般演題

5 演題程度を予定しています

問題提起

頸動脈プラーク評価 目合わせ
進行

高井 洋次 先生(藤田保健衛生大学病院放射線部)

～特別プログラム これから始める！血管エコーハンズオン講習会～
今回は特別プログラムとしてハンズオン講習会を開催いたします。
頸動脈・腎動脈・下肢動脈・下肢静脈のミニ講義＋ハンズオンを、これから始める初級者に当研究会の
CVT が分かりやすくレクチャーします。
当日受付の先着順で各 6 名が受講可能です。講演と合わせて、是非ご参加下さい。
※ 研究会の参加費（2,000 円）は必要ですが、ハンズオン自体は無料です。
※ ハンズオンは講演とは別会場で実施します。
9：30～10：30 これから始める！ 腎動脈エコー
講師

笹木 優賢 （名古屋大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門）

10：40～11：40 これから始める！ 下肢静脈エコー
講師

高井 洋次 （藤田保健衛生大学病院放射線部）

12：40～13：40 これから始める！ 頸動脈エコー
講師

深津 満

（岡崎医師会公衆衛生センター）

13：50～14：50 これから始める！ 下肢動脈エコー
講師

連絡先

神田 竜平 （愛知医科大学病院中央臨床検査部 生理機能検査センター）

東海血管検査研究会事務（http:// tokai-vascular.kenkyuukai.jp/）
高井 洋次（藤田保健衛生大学病院 超音波センター）
TEL：0562-93-2203 E-mail：gacha@fujita-hu.ac.jp
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講座２

魁！超音波塾
(JAMT)生涯教育専門 20 点

日時

：平成 30 年 11 月 23 日(金)

16：30（受付開始 16：00）～18：30

会場

：三重県総合文化センター 多目的ホール（学会第１会場）

参加費 ：500 円 （職種関係なし） 事前登録の必要はありません。
定員

：200 名

＜内 容＞
ねらい

超音波検査は、健診から日常診療まで必須の検査となっております。そこで、今以上にスキ
ルを向上したい方々の勉強の場として、医師、臨床検査技師をはじめ他職種の皆様と共に三
重県内で『超音波塾』を開催してきました。今回、県内で大人気の企画を『魁！超音波塾』と
題して中部の皆様と共に超音波学を極めたいと考えております。気軽に参加をして頂くことが
可能ですのでご興味がある方はぜひご参加をお願いいたします。

セッション①

診せます３症例（１例 15 分）

セッション②

シリーズ講義（60 分） 乳腺・肝臓領域
【乳腺領域】 済生会松阪総合病院乳腺センター

柏倉 由美 先生

乳房超音波検査を行うにあたり知っておきたいこと
他の画像診断との比較（特にマンモグラフィとの対比について）
【肝臓領域】 済生会松阪総合病院医療技術部

山本 幸治 技師

肝臓超音波検査を行うにあたり知っておきたいこと
他の画像診断との比較（肝細胞がん中心に）
セッション③

機器展示（16 時から機器メーカー対応）
協力企業

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
株式会社日立製作所
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講座３

臨床微生物部門研修会
認定臨床微生物検査技師制度 10 単位、(JAMT)生涯教育専門 20 点

日時

：平成 30 年 11 月 23 日(金)

会場

：三重県総合文化センター セミナー室 A・C（学会第２会場・第３会場）

参加費 ：3,000 円
定員

14：00（受付開始 13：30）～17：30

事前申し込みのみ

：70 名
受講対象者

微生物検査を担当しているが感染対策の経験が浅い技師
微生物検査を担当していない ICT 担当技師

＜内 容＞
テーマ

『 そこが知りたい！ICT で活躍するために 』
～ 感染制御に関わる技師として押さえておきたいこと ～
ICT のメンバーになったけど (・_・;)

いったい何をしたらよいのだろう？

感染情報レポートって、なぜ必要なの？どのようなレポートを作ればいいの？
感染対策の基本が分からない?！

●講演 『感染制御に必要な“検査室発”の帳票、感染週報、月報、アンチバイオグラム
どうやってつくってますか？』
講師
●実技実習

中村 明子 技師（愛知医科大学病院感染制御部）

学ぼう！感染防止の

あ ・ か ・ ふ ・ く

あウトブレイクのときには環境培養
かんせんに注意して汚物処理
ふだんから心がけよう手洗いの仕方
くオリティの高い PPE の着け方
４グループに分かれ、４つの実技実習プログラムを順番に回る予定です。
●ポスター掲示
感染情報レポート（週報）の作成例をポスターで紹介予定です。セミナー会場に掲示しています
空いた時間に閲覧してください。
【申込先】
所属、氏名、電話番号、会員番号を記載の上
mie2015saikin@yahoo.co.jp にメール送信してください。
☆申込み期間 ：平成 30 年 9 月 1 日 ～ 11 月 1 日（定員になり次第締め切り）
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講座４

心電図研修会

日臨技認定心電検査技師資格更新研修会 10 単位、(JAMT)生涯教育専門 20 点
日時

：平成 30 年 11 月 23 日(金)

14：30（受付開始 14：00）～18：00

会場

：三重県総合文化センター 視聴覚室（学会第４会場）

参加費 ：3,000 円

事前申し込み・当日参加

定員

事前申し込みで定員に達した場合は

：100 名

先着順となります。

当日受付ができない可能性がありますのでご了承ください。
＜内 容＞
テーマ

ペースメーカー異常心電図？正常？を見極める！
検査技師の業務？遠隔モニタリング

講演１

ペースメーカー不応期の影響による心電図パターン習得
市川 真嗣（伊勢赤十字病院 認定心電検査技師）

講演２

知っておかねばいけない自動閾値・感度測定時の心電図パターン習得
冨田 大使（安城厚生病院 認定心電検査技師）

講演３

検査技師の業務？ 遠隔モニタリングについて
小滝 真也（バイオトロニックジャパン株式会社 講師）
本研修会は三臨技主催、日臨技認定心電検査技師資格更新指定研修会です。
遅刻、途中退場などの場合は単位が付与できません。
認定心電検査技師以外の方も、受講可能です。

【申込要項】
所属先、電話番号、氏名、認定有無、有の方は日臨技認定心電検査技師番号を、
shindengishi＠yahoo.co.jp に送信してください。
定員内の場合、返信メールを送信させていただきます。
返信がなければ定員外にて受講できません。
申込み資格

：医療関係資格をお持ちのかた

申込み期間

：平成 30 年 8 月 1 日から 11 月 1 日まで（定員になり次第締め切り）
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講座５

第 30 回日本神経生理検査研究会中部支部研修会
日本臨床神経生理学会 専門医・専門技術師 更新点数 5 点（自己申請）
(JAMT)生涯教育専門 20 点

日時

：平成 30 年 11 月 23 日(金)

13：40（受付開始 13：00）～18：00

会場

：三重県総合文化センター レセプションルーム（学会第５会場）

参加費 ：日本神経生理検査研究会 会員 2,000 円 非会員 3,000 円
事前申し込み・当日参加
定員

：100 名

＜内 容＞
テーマ

「神経生理検査の基礎から実践まで」

講演１

好きになります！神経伝導検査
高橋 修

講演２

技師（慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室）

顔面神経麻痺の電気生理学的検査 ～ハンズオンを含めて～
久富 一毅 技師（名古屋市立大学病院診療技術部臨床検査技術課）

講演３

症例提示 ～脳波が有用であった症例を一緒に学ぼう～
渡邊 孝康 技師（三重大学医学部附属病院中央検査部）

特別講演

精神科における脳波・誘発電位 ～これまでとこれから～
元村 英史 医師（三重大学医学部附属病院精神科神経科）

★事前参加申込み方法：

日本神経生理検査研究会ホームページ

http://jsgn.umin.jp/

（注意：日臨技ホームページからは申し込みできません）

締め切り：平成 30 年 11 月 16 日(金)
当日参加も可能ですが、できるだけ事前参加申し込みをお願いいたします。
連絡先：日本神経生理検査研究会中部支部事務局
坂下文康 三重県立総合医療センター TEL 0593-45-2321
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講座６

血液検査研修会
認定血液検査技師 骨髄検査技師制度 5 単位、(JAMT)生涯教育 20 点

日時

：平成 30 年 11 月 23 日(金)

会場

：三重県総合文化センター 大会議室（学会第 6 会場）

参加費 ：3,000 円
定員

14：00（受付開始 13：30）～18：00

事前申し込み・当日参加

：60 名

＜内 容＞
テーマ

「実践に役立つ血液検査の知識」
知識があってもそれをどう活かすか･･･
実践に役立つ point を一緒に学びましょう!!

講演１

新 WHO 分類と形態異常の捉え方～MDS を中心に～
榎本 めぐみ 技師（愛知医科大学病院中央臨床検査部）

講演２

How to 体腔液 ～血液担当者のための体腔液入門～
杉澤 きよ美 技師（沼津市立病院臨床検査科）

講演３

リンパ腫の病理診断の実践
今井 裕 先生（三重大学医学部附属病院病理部 副部長 講師）

申込み要項
氏名・所属先・電話番号・技師会会員番号を sukiru6@yahoo.co.jp
に送信してください。返信メールを送らせていただきます。
期間

平成 30 年 9 月 1 日～11 月 1 日
【定員になり次第締め切ります】
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講座 7

魅惑の night セミナー

日時

：平成 30 年 11 月 23 日(金)

19：00（受付開始 18：30）～20：45

会場

：三重県総合文化センター内 RIZ CAFE

参加費 ：スキルアップセミナー参加者 500 円（その他は 1,000 円）
定員

：80 名 （当日参加のみ）
スキルアップ受付時より night セミナーの参加申し込みを開始します。
美味しい軽食・ドリンク付き

終了後、津駅までの送迎バスあり

＜内 容＞
テーマ

「肝臓をもっと知ろう！」
真面目に楽しく、MC 刑部が三重の夜を盛り上げます！

Master of Ceremonies
講演１

刑部 恵介 技師（藤田保健衛生大学）

肝細胞癌の検査データを読み解く
小林 千明 技師（伊勢赤十字病院医療技術部臨床検査課）

講演２

超音波で肝臓評価の新しい扉を開く
福本 義輝 技師（済生会松阪総合病院医療技術部検査課）

after-dinner speech

山本 幸治 技師（三重県臨床検査技師会 会長）
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学会 1 日目（11 月 24 日） ≪イブニングセミナー≫

魅力のイブニング（美食）セミナー
日時

：平成 30 年 11 月 24 日(土)

17：00～18：00（会場への入場は 16：40～）

会場

：三重県総合文化センター 生活工房（学会第９会場）

参加費 ：無料
定員

：40 名

＜内 容＞

24 日

テーマ

11 時 00 分より総合受付で整理券を配布します。

「動脈硬化と心疾患について」

オリーブオイルをたっぷり使った美味しいイタリアンを試食しながら
動脈硬化と心疾患について学べます。
Master of Ceremonies

宇城 研悟 技師（松阪市民病院中央検査室）

講師

内田 文也 技師（三重ハートセンター診療支援部）
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