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平成 29 年度「第 10 回血液浄化関連指定講習会」開催のお知らせ
当会では、平成 20 年度より血液浄化領域において専門知識の向上、質の高い医療の提供と
安全確保に寄与することを目的として講習会を開催しております。
第 6 回より更に公益事業にふさわしく受講対象者を広く医療職の方々にも参加できるよう
拡大しました。
また、本講習会の受講により、血液浄化領域の専門知識やチーム医療の一員としての専門
知識の履修度の評価目的として「血液浄化専門臨床工学検定試験」を受験することが出来ま
す。なお、指定講習会受講から５年を過ぎると受験のための指定講習会履修要件が失効し受
験ができません。受験を希望する場合は指定講習会の再受講が必要です。
ついては、以下の要領で「第 10 回血液浄化関連指定講習会」を開催します。臨床工学技士
に限らず、多くの医療職の方々が積極的に本講習会を受講されることを期待します。
※検定試験は非会員の方も受験可能ですが、専門臨床工学技士認定は当会正会員に限ります。

開催要領

１．開催日程・会場
開催日 ：
会 場 ：

平成 29 年 8 月 25 日（金）～8 月 27 日（日）
AP 秋葉原 ４Ｆ H+I+J ルーム

（東京都台東区秋葉原 1-1 秋葉原ビジネスセンター）
会場アクセス http://www.ap-akihabara.com/info/access.html

２．プログラム (予定)
【第１日目】 8/25(金)
9:45～10:15

受付

10:15～10:20

5分

10:20～11:00

40分

オリエンテーション
白鷺病院

講義1 透析にかかわる医療制度と医療経済

山川 智之 先生
11:10～12:10

60分

12:10～13:10

60分

13:10～14:10

60分

埼玉医科大学

講義2 各種透析療法

山下 芳久 先生
休憩
千葉大学大学院医学研究院
講義3 急性血液浄化療法
織田 成人 先生
14:20～15:20

60分

講義4 感染管理～透析医療に関連した感染症と院内感染防止策

関川病院
秋葉 隆 先生

15:30～16:30

60分

群馬パース大学

講義5 抗凝固薬

芝本 隆 先生
16:40～17:20

40分

神奈川工科大学

講義6 透析室管理と組織マネジメント

鈴木 聡 先生

【第２日目】 8/26(土)
受付

9:00～9:30

武蔵野赤十字病院
9:30～10:30

60分

講義7 血液浄化と薬剤
安藤 亮一 先生

10:40～11:40

11:50～12:30

60分

40分

講義8 透析療法と看護

水附 裕子 先生
善仁会

講義9 安全管理・事故対策

本間 崇 先生
休憩

12:30～13:30

60分

13:30～14:30

60分

講義10 透析機器システム管理

14:40～15:40

60分

講義11 急性血液浄化・アフェレシス

神奈川工科大学

15:50～16:50

60分

講義12 バスキュラーアクセスの管理

16:55～17:55

60分

講義13 短期合併症

山家 敏彦 先生
古賀病院２１
岩本 ひとみ 先生
JCHO千葉病院
室谷 典義 先生
江戸川病院生活習慣病CKDセンター
佐中 孜 先生

【第３日目】 8/27(日)
受付

9:00～9:25

みはま病院
9:25～10:25

60分

講義14 清浄化管理
内野 順司 先生

10:35～11:15

40分

講義15 透析室の設計・設備

11:25～12:25

60分

講義16 血液浄化理論

12:25～13:10

45分

13:10～14:10

60分

湘南藤沢徳洲会病院
高木 政雄 先生
東京女子医科大学
峰島 三千男 先生
休憩
JCHO仙台病院

14:20～15:00

15:10～16:10

16:10～16:50

40分

60分

40分

講義17 災害対策

木幡

宏実 先生

横浜労災病院

講義18 医療情報管理

田代 嗣晴 先生
つくば国際大学

講義19 長期合併症とデータ管理

篠田 俊雄 先生
帝京短期大学

講義20 関連法規

石田 等 先生
16:50～17:00

10分

※講習会終了後に修了証をお渡しします（5 分程度）。

ガイダンス

３．対象者及び受講料
１）対 象

者：
（公社）日本臨床工学技士会会員、非会員（他の医療職を含む）

２）受 講

料（
「テキスト」含む）
：

会員

30,000 円

非会員

40,000 円

※

※但し、10,000 円の差額は当会が開催する講習会・研修会事業への協賛金として取り扱う
３）受講者定員：180 名 （定員になり次第締め切ります。）

４．受講申込について
1）申込み期間および受講料の振込先
（1）受講申込み期間
平成 29 年 6 月 15 日（木）~平成 29 年 6 月 27 日（火）
（2）受講の申し込み方法
受講のお申し込みは、日本臨床工学技士会会員情報システム e-プリバドより、オンライ
ン決済システムをご利用下さい。受講のお申込みは、e-プリバドへログインし、
「講習会・
試験申込」よりお申込み下さい。
支払い方法は、クレジットカード支払・Pay-easy（銀行 ATM 支払）
・コンビニ支払のい
ずれかをお選びいただけます。
なお、e-プリバドの申込み方法の詳細につきましては、下記アドレスよりご確認下さい。
JSC ホームページ“講習会・セミナーのお申込み”
URL http://ja-ces.net/jsc/?page_id=19
※当会会員の方は、必ず「会員ログイン」よりお申込みをお願いします。会員の方が「非
会員ログイン」にてお申込みを行った場合、受講料は非会員料金のご案内となります。
さらに、その場合、マイページに「受講履歴」が反映されません。
ID・パスワードの案内をなくした場合は下記アドレスよりお問い合わせ出来ます。
（会員の方のみ） → http://ja-ces.net/jsc/?page_id=736
※e-プリバドの“登録情報”の内容で「受講票」
「受講修了証」の印刷を行いますので、
住所・郵送物指定送付先等に変更のある方は、
“登録内容変更”よりご自身で変更して下
さい。なお、変更は必ず申込み期間終了前に行って下さい（申し込み期間後の変更は反
映されませんのでご注意下さい）。

５．受講登録、
「受講票（ハガキ式）
」の送付
１）

お申し込み後、JACE 研修センターにおいて「受講資格要件の確認」を行い受講申
込者の受講登録を行います。

２）

受講登録が完了した方に「受講票」を開催約２週間前に発送致します。
開催日の約 1 週間前を過ぎても「受講票」がお手元に届かない場合は、JACE 研修セン
ターまで、ご連絡下さい。

６．キャンセルについて
１）受講申込み後のキャンセルおよび受講料の返金はできません。
２）受講当日の欠席による返金はいたしません。
欠席された方には、後日使用したテキストを送付します。
なお、天災、その他都合により日本臨床工学技士会が中止を決定したときは、
受講料全額を返金します。

７．その他注意事項
１）会場は申込み順を基本とした座席指定になります。
２）テキストは当日会場にて配布します。
３）代理人によるお申込みおよび出席は認めません。
４）遅刻、早退は認めておりません。(ただし遅刻した場合は、受講は許可します)
５）遅刻または早退された受講者に「受講修了証」は発行しません。
６）交通、宿泊等の手配は各自で行って下さい。
７）会場に駐車場はありません。公共交通機関をご利用下さい。
８）受講料に、昼食代は含まれておりません。
９）領収証は「受講票」と一体となっておりますので、別途発行は行いません。
１０） エアコンなどの温度設定に関し、ご要望にお応えできない場合もございますので、温
度調整のできる服装でお越し下さい。

８．問い合わせ

公益社団法人 日本臨床工学技士会 JACE 研修センター（ＪＳＣ）
※お問合せはＪＳＣホームページ上のお問合せフォームよりお願い致します。
お問合せは入力フォームより「お名前」
「研修会・講習会名」
「お問合せ内容」
「返信メー
ルアドレス」等を入力の上、送信して下さい。
お問合せいただいた順に回答しておりますが、お問い合わせの内容により返信に３日～
１週間程要する場合もございますので、その旨ご了承下さい（なお、土日祝日や年末年
始には対応致しておりません）
。
ＪＳＣホームページ

：http://ja-ces.net/jsc/
以上

