
日頃のご愛顧に感謝をこめて

※お申込み方法は裏面に記載しております。事前にお申込みの上、参加費をお振込ください。

ニューサンピア高崎（総合受付：2Fロビー）
〒370-0015 群馬県高崎市島野町1333

2,000円（税込）

2019年6月23日（日）  10：00～17：30（9：30開場）
当日は、
記念品を
ご用意して
おります（お弁当をご希望の方は別途500円で ご用意致しますので裏面へ記載下さい。）

機器展示一覧

心電計・ホルター心電計
睡眠評価装置
陽圧換気装置

※左記展示機器は、予告なく変更がある場合がございます。
　予めご了承ください。

スポットチェックモニタ
人工呼吸器
生体情報モニタ

超音波画像診断装置
血圧脈波検査装置
検体検査装置

除細動器・ＡＥＤ
ペースメーカ
PTCAカテーテル　他

ドリンクサ－ビス

9：30～17：30 2階 ロビー
記念品引換コ－ナ－

■後援： 公益社団法人 群馬県看護協会　一般社団法人 群馬県臨床検査技師会　一般社団法人 群馬県臨床工学技士会
         バイオトロニックジャパン株式会社　フクダ電子株式会社　フクダライフテック株式会社　フクダコーリン株式会社

■主催：
〒370-0018　高崎市新保町1684-1 〒371-0017　前橋市日吉町4-42-12

講師：日野原 宏 先生
群馬大学医学部附属病院 集中治療部 副部長 准教授

11：00～12：30 60名

「呼吸管理の基礎」

講師：鶴巻 寛朗 先生
群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 助教

14：00～15：00 40名

「非侵襲的呼吸管理」
～NPPV、NHFの現状とこれからの展望～

妙義 ２F
講師：西岡 正樹 先生

西岡医院 院長

15：30～16：30 40名

「実地医科が取り組む睡眠時無呼吸症候群」
～検査と治療～

榛名 ２F

セミナープログラム
13：15～13：45 60名

「呼吸機能検査」
医療従事者・患者向け スパイロメトリービデオ

講師：フクダ産業

「血圧脈波検査セミナー」

講師：三木 俊 先生

14：15～17：00 60名

東北大学病院 生理検査部門長

参加費のみで受講できます。 ※定員になり次第、締切らせていただきます。

別途有料プログラム

赤城 ２F

心電図講習会
 「心電図判読トレーニングの基礎Ⅱ」

心電図講習会
「心電図ステップアップ」

『虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）の心電図』～運動負荷心電図を含む～

本庄総合病院 内科
講師：草間 芳樹 先生

14：00～16：20 100名10：00～13：00 60名 ステップUPステップUP

受講料：2,500円（税込） 受講料：4,000円（税込）

※本セミナー出席により、日本不整脈心電学会
JHRS認定心電図専門士（認定心電検査技師）
更新の為の10点が認められます
（遅刻、早退による認定更新単位の取得には応じてお
りませんので予めご了承願います）

※下記プログラムは申込方法・受講料が別となります。詳細は、別紙またはWEBサイトをご覧ください。

講師：柄本 敦典 氏、杉内 真由美 氏
フクダ電子株式会社 営業企画室

フクダ電子はおかげさまで80周年

開催日時

会　　場

参 加 費

日本臨床衛生検査技師会会員の方は生涯教育専門20点が付与されますので、当日会員番号をお申し付け下さい。



14：00～15：00 40名

講師：鶴巻 寛朗 先生

11：00～12：30 60名

講師：西岡 正樹 先生

15：30～16：30 40名

群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 助教 西岡医院 院長

「呼吸管理の基礎」 「非侵襲的呼吸管理」
～NPPV、NHFの現状とこれからの展望～

「実地医科が取り組む睡眠時無呼吸症候群」
～検査と治療～

講師：日野原 宏 先生
群馬大学医学部付属病院 集中治療部 副部長 准教授

榛名 ２F

妙義 ２F

参加希望のセミナー□へチェックを入れてください

参加申込書

※定員になり次第締め切らせて頂きます。

第9回 呼吸循環セミナーin高崎

13：15～13：45 60名

「呼吸機能検査」
医療従事者・患者向け スパイロメトリービデオ

講師：フクダ産業

「血圧脈波検査セミナー」
講師：三木 俊 先生

14：15～17：00 60名

東北大学病院 生理検査部門長

フクダ電子
北関東販売株式会社 までFAX 027-352-8511

ご　　　施　　　設

ご　　　所　　　属

職　　　　　　　種

お　　　名　　　前

ご住所

電話番号

Eメールアドレス

該当の職種に○をお願い致します。
( 医師 ・ 看護師 ・ 臨床検査技師 ・ 臨床工学技士 ・ ディーラー ・ その他 )

＠

（　ふ　り　が　な　）

お申込みのFAXは1枚につき1名様のみご記入ください。
恐れ入りますが部数が足りない場合はコピ－の上お申込みくださいます様お願い申し上げます。

※恐れ入りますが定員になり次第、締切らせて頂きますのでご了承ください。

参加をご希望されるお客様は、必要事項を記入の上、FAXでお申込みください。
お申込み、お振込み確認後、FAXまたはEメールにて聴講票をお送り致します。 聴講票は必ずセミナー当日にお持ちください。

振込先：群馬銀行  前橋東支店  普通預金  16038
名義：フクダ電子北関東販売株式会社

今回、ご記入頂いた内容につきましては、当社グループ内でのマーケティング業務に利用する以外は、そのデータを第三者に転売・譲渡・開示することは一切ございません。
また、個人情報保護法をはじめとする法令法規を遵守し、第三者への漏洩なきよう、厳重な機密管理のもとで取り扱わせて頂きます。

連絡先の選択

TEL: FAX:

（ 勤務先 ・ 自宅 ）

連絡先の選択 聴講票送付先の選択

（ 勤務先 ・ 自宅 ）

【お問い合せ先】 フクダ電子北関東販売 高崎営業所　TEL:（027）384-8500　FAX:（027）352-8511
【 当 日 連 絡 先 】 TEL：080-2230-7492（担当：谷岡）

⃞ お弁当（500円）　    希望します
参加費振込先（2,000円） お弁当有りの場合は2,500円

お申込み後、受講料を10日以内に下記口座へ直接お振込ください。尚、受講日の7日前までにご入金がない場合はキャンセルとさせて頂きます。
※お振込みが遅れる場合はお電話にて必ずご連絡ください。 ※指定の振込用紙はございません。

お弁当を500円でご用意致しますので、ご希望の方は□へチェックを入れてください。

●振込手数料はお客様にてご負担願います。 ●ご入金はご受講者名にてお願い致します。施設名あるいは複数名を一度にご入金された場合は、FAX又はお問い合わせ先のメールにて受講される方全員のご氏名をお知らせください。

交通のご案内
●駒形方面から県道27号線（高駒線）を高崎市方面へ。「西島町」交差点
1つ先の信号右折、約650m先左側。

●東京方面より▶JR上越・長野新幹線　東京駅→高崎駅　約50分
●新潟方面より▶JR上越幹線　新潟駅→高崎駅　約１時間20分
●長野方面より▶JR長野新幹線　長野駅→高崎駅　約50分
●高崎駅より（東口）▶シャトルバス、タクシーで約15分。路線バス「ぐる
りん」京ヶ島線系統番号7で45分・系統番号8で約20分。

場所　ニューサンピア高崎
〒370-0015 群馬県高崎市島野町1333

当日、本会場は他イベントも行われ駐車場の混雑が予想されます。
お車でお越しの方はなるべくお乗り合わせいただきご来場ください。
公共交通機関でのご来場をおすすめ致します。
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