
平成 26 年 7 月吉日

会員各位

日本臨床衛生検査技師会北日本支部

    支 部 長         伊藤 茂雄

（公印省略）

生理機能検査部門長 髙久田美江

平成 26 年度日本臨床衛生検査技師会北日本支部

生理機能検査部門研修会のご案内

謹啓

初夏の候、会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

この度、平成 26 年度日本臨床衛生検査技師会北日本支部生理機能検査部門研修会を下記日

程にて開催いたします。本研修会は『循環機能検査の知識を深めよう～診断からリハビリま

で～』をテーマとし、循環器領域における幅広い知識の習得を目的に企画いたしました。

また今回は、東北復興支援の一環として生理検査部門システムに関するプレセミナーを開

催いたしますので、情報ならびに意見交換の場としてご利用下さい。

つきましては、業務多忙とは存じますが奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。

謹白

記

 日 時；平成 26 年 9 月 13 日（土）～9 月 14 日（日）

１）13 日（土）10：40～12：40  プレ企画セミナー(生理検査部門システムについて)

２）13 日（土）13：20～14 日（日）12：40  北日本支部生理機能検査部門研修会

 会 場；コラッセふくしま 4F 多目的ホール

     〒 960-8053 福島県福島市三河南町 1 番 20 号 TEL 024-525-4089

 内 容；テーマ 『循環機能検査の知識を深めよう～診断からリハビリまで～』

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ プログラム ＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊

9 月 13 日（土）

10：10～   受付（プレ企画セミナー＆生理部門研修会）

10：40～12：40 生理機能検査部門研修会プレ企画セミナー（ランチョン）  ＊別添

『生理検査部門システムフォーラム in 福島 2014』
日本光電 PrimeVita 導入施設での先進的な事例の紹介



12：40～        受付（生理部門研修会）

13：20～       開講式

13：30～14：30  講演Ⅰ

『症例から学ぶ心電図検査の有用性』

太田綜合病院附属太田西ノ内病院 髙久田 美江 技師

（日臨技認定心電検査技師）

14：30～14：40 休憩（10 分）

14：40～15：40 講演Ⅱ

『心臓を音で診る：心エコー図検査の魅力』

医療生協わたり病院 副院長 渡部 朋幸 先生

15：40～16：10 展示案内・コーヒーブレーク（30 分）

16：10～17：10 講演Ⅲ

『日常診療における頸動脈エコーの有用性』

太田メディカルクリニック 院長 太田 昌宏 先生

9 月 14 日（日）

9：00～10：00 講演Ⅳ

『心疾患患者の疾病管理～心臓リハビリテーションを識る～』

太田綜合病院附属太田西ノ内病院 医長 遠藤 教子 先生

10：00～10：10 休憩（10 分）

10：10～11：10 講演Ⅴ

『睡眠検査を心臓病管理に活かす－睡眠時無呼吸症候群－』

     福島県立医科大学附属病院 准教授 義久 精臣 先生

11：10～11：30 展示案内・コーヒーブレーク（20 分）

11：30～12：30 講演Ⅵ

パネルディスカッション『こんな時どうする？～あなたの対応は～』

クレームや暴言・暴力、患者急変時の対応などについて日常業務の中で遭遇する

事例についてパネリストとともに考えましょう！

司会・コメンテーター

太田綜合病院附属太田西ノ内病院   山寺 幸雄 技師

パネリスト

        公益財団法人岩手県予防医学協会   相馬 明美 技師

         新潟県済生会三条病院        桑原喜久男 技師

          太田綜合病院附属太田西ノ内病院   松田美津子 技師

         小豆嶋胃腸科内科クリニック     村上 和広 技師    

12：30～12：40 閉講式



※本研修会は日臨技認定心電検査技師における認定更新のための講習会（認定番号 14-001）
に指定されています。（注；日本心電学会の認定更新の対象とはなりません）

 研修会参加費；会員 9,000 円 非会員 15,000 円

 情報交換会参加費；5,000 円

（参加される方は研修会参加費と合わせてお振り込み下さい。）

 募集人数；150 名

 申し込み方法；日臨技ホームページの会員専用ページから事前登録を行って下さい。

※非会員、またはホームページからの登録が困難な方は申し込み用紙に必要事項を記入の上、

FAX にてお申し込み下さい。FAX 番号；024-973-6041

※プレ企画セミナーおよび情報交換会の参加の有無を必ずご記入下さい。

※宿泊希望の方は別紙の「宿泊申し込み用紙」にて（株）JTB 東北まで FAX をするか、

もしくは各個人で確保して下さい。

 申し込み締切り；8 月 20 日（水）※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

 参加費振込み先；東邦銀行 桑野支店

        北日本支部生理機能検査部門研修会 口座番号；662245

問い合わせ先；〒963-8558 福島県郡山市西ノ内 2-5-20
太田綜合病院附属太田西ノ内病院 生理検査科 髙久田美江

TEL；024-925-8932
E-mail；takakuda@ohta-hp.or.jp  

日臨技ホームページ → 会員専用ページ → 生涯教育 → 事前登録





平成 26年度日本臨床衛生検査技師会北日本支部

生理機能検査部門研修会

参加申込書

FAX番号：024-973-6041

施設名・所属：                        

住所：                         

TEL（内線）：        

FAX：

Eメールアドレス：

会員番号 氏名 プレ講習会 情報交換会

参加・不参加 参加・不参加

参加・不参加 参加・不参加

参加・不参加 参加・不参加

参加・不参加 参加・不参加

参加・不参加 参加・不参加



□　変更　　□取消

※禁煙・喫煙はリクエストベースになります。ご要望にお応えできない場合もございますので予めご了承ください。
※請求書はご出発１か月前を目途にお送りいたします。

所属部署

9月12日（金） 9月13日（土）

　予約の為の関係諸機関への情報提供につきましてはご了承下さい。

勤務先住所
〒 ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

勤務先

旅行出発日の８日前までの取消の場合　宿泊代金の２０％
旅行出発日の２日前までの取消の場合　宿泊代金の３０％
旅行出発日の前日まで取消の場合　　　 宿泊代金の４０％
旅行出発日の当日の取消の場合         宿泊代金の100％

参加区分

氏名
男

女 才

フリガナ 性別 年齢

福島駅から

のアクセス

（徒歩）

領収書宛名

フリガナ TEL：

FAX：

ご希望のホテルおよびお部屋タイプ該当口に✔マークをつけてください。空欄の項目は設定がございません。

※取消料は下記の通りです。　取消基準日はFAXの通信日と致します。

※ご希望のホテル・お部屋タイプが満室の場合は、他ホテル・お部屋タイプをご案内させて頂く場合がございます。

※取消後のご返金は下記取消料ならびに振込手数料を差し引いた金額を、ご指定の口座へ大会終了後に送金致します。

※上記代金は、1泊朝食付税金・サービス料込のご旅行代金（宿泊）となります。

<<変更および取消について>>

※お電話での変更および取消はお受けできません。必ずFAXにてご連絡下さい。

※お申込み後の取消についてはお申出の時期により取消料を申し受けます。
※宿泊プランの当日の変更・取消については、ご宿泊予定のホテルへ直接ご連絡願います。

禁煙・喫煙希望

シングル シングル

福島リッチホテル ３分

□　禁煙希望　　　　　　　　　　　　　　　□　喫煙希望　

□　７，５００円

□　８，１００円

□　７，５００円

□　８，１００円

変更・取消
※変更・取消がある場合は

ご記入の上ご返信ください。

平成２６年度日臨技北日本支部生理機能検査部門研修会宿泊申込書

※各枠内の必要事項にご記入下さい。

ホテル名

福島ビューホテル

個人情報保護の観点から、申込書をFAXする際は番号の押し間違いにご注意頂き、送信後はお手数
★申込書をFAX送信する際の注意

ですが着信のご確認をお願い致します。

携帯：
住所

〒

※個人情報につきましては、弊社がお手伝い致します今大会にかかわる目的以外には利用致しません。

１分

申込先　　TEL番号：０２４－９３２－０６５７

FAX番号：０２４－９３３－６６２０

　（JTB東北　法人営業郡山支店　担当佐々木信一　行）　申込期限８月２２日（金）


