
住所 : 〒552-0007 
　　　大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイタワーオフィス7階
TEL： 06-7688-6960　FAX : 06-7688-6930

関西 超音波事業推進部
担当者 :  中井 駿・弟子丸 直樹
中井 TEL： 080-2241-1819 
弟子丸 TEL： 090-2531-4927

お問い合わせ先

2019年12月22日（日）13:00-17:00（開場12:30-）

2019
FUJIFILM MEDICAL SEMINAR

グランフロント大阪北館タワーC8階 ナレッジキャピタルカンファレンスルームタワーＣ
大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーC 8階／TEL：06-6372-6417

会 場

参 加 費

やまびこ塾会員限定 （会員登録は無料です。）

日 時

やまびこ塾会員 ／1,000円
一般 ／3,000円

定 　 員 150名

in 大 阪

PROGRAM

開演のご挨拶・製品紹介

※演題につきましては変更される場合もございますので、予めご了承願います。 　※会場には、実機と説明員を準備しております。

※参加費は事前クレジット決済となります。

13:00  13:10

質疑応答・アンケート記入 16:50  17:00

エコー下穿刺で失敗しないためのノウハウ ～ポイントと落とし穴～ 13:10  13:50基礎講演１

・ 穿刺について人見 泰正 先生講 師

ステップアップ講演 16:20  16:50

小林 大樹 先生／人見 泰正 先生 ・ 技師・技士が医師に希望すること、してほしいこと、期待されても困ること講 師

末光 浩太郎 先生 ・ 医師が技師・技士に期待していること、してほしいこと講 師

当院におけるVA診察、検査のルーチンワーク
～医師と技師がどの様な連携を組んで業務を行っているのか、医療チームを組んでいる2人の先生から学んでみませんか～

14:00  15:10
基礎講演２

末光 浩太郎 先生 ・ 医師が伝える診察の基礎講 師

小林 大樹 先生 ・ 技師が伝えるエコーの基礎講 師

実際に透析患者様にお越し頂き、診療から検査、診断までを再現、一連の流れを学ぶ 15:30  16:10ライブ

講 師 ・ 医師が診る視診、聴診、触診末光 浩太郎 先生
講 師 ・ 技師が診るエコーによるVA評価法小林 大樹 先生
講 師 末光 浩太郎 先生 ・ 医師がくだす診断

申込方法

富士フイルムメディカルエコー情報配信Webサイト
【 やまびこ塾　http://fms.fujifilm.co.jp/yamabiko/ 】 
から直接お申し込みください。
〈 やまびこ塾お問い合わせ先 ／ TEL : 03-6419-8050 〉
※詳しくは裏面をご参照ください。

ご所属紹介
・ 末光 浩太郎 先生 ／ 独立行政法人 労働者健康安全機構 関西ろうさい病院  腎臓内科 内科副部長
・ 小林 大樹 先生 ／ 独立行政法人 労働者健康安全機構 関西ろうさい病院  中央検査部  
・ 人見 泰正 先生 ／ 特定医療法人桃仁会病院 臨床工学部 部長

スマートフォンからの場合、
お申し込みページは
ここからもアクセスできます。



医師・透析施設のための超音波 
バスキュラーアクセス エコーセミナー

お客様個人情報取り扱いについて

富士フイルムメディカル株式会社
個人情報保護管理者 経営推進本部 本部長

TEL:03-6419-8020　FAX:03-5469-3425
弊社は、この度ご提供いただきましたお客様の個人情報を、以下の通りお取扱いたします。
1.利用目的
弊社取扱商品のお客様へのご案内のために使用させていただきます。
2.安全管理等
上記利用目的の範囲内で正確・最新の内容を保つように努め、不正なアクセス、改ざん、漏
えい等から守るべく、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
3.第三者への提供
法令に定める場合を除いてお客様の承諾なしに第三者に提供いたしません。
4.第三者への預託
上記利用目的のために必要な範囲で弊社特約店等に預託することがあります。この場合、
公共機関及び法令上守秘義務を負う公的資格者以外の預託先に対しては、弊社所定の守
秘義務契約を締結するなどして適切な取扱い及び保護を行わせ、第三者への開示・提供、
又は第1項の目的以外に利用することを禁止します。

【個人情報社外相談窓口】
富士フイルムメディカル株式会社　管理本部 総務グループ
住所：東京都港区西麻布二丁目26番30号　富士フイルム西麻布ビル
TEL : 03-6419-8020　FAX : 03-5469-3510
e-mail : fms-privacy@fujifilm.com

5.個人情報ご提供の任意性
ご提供は任意ですが、ご提供いただけない場合は弊社取扱商品のお客様へのご案内が
できない場合がございます。
6.苦情、通知、開示・訂正・追加又は削除請求、利用の拒否
お客様が弊社に対して苦情、通知、開示・訂正・追加又は削除請求、利用の拒否等をされる
場合は、下記連絡先へのお電話、FAX及びE-mailにより承っております。その場合、弊社所
有の個人情報をもとに、ご本人確認をさせていただきます。また、代理人からのご連絡の
場合、委任状等をもって権限を確認させていただきます。

【お問い合わせ先】

〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイタワーオフィス7階 
TEL： 06-7688-6960　FAX : 06-7688-6930
中井 TEL： 080-2241-1819 ／ 弟子丸 TEL： 090-2531-4927
担当者 :  中井 駿・弟子丸 直樹

関西
超音波事業推進部

※お申し込みは先着順とし、定員になり次第締切とさせていただきます。何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

富士フイルムメディカル
エコー情報配信Webサイト
「やまびこ塾」よりお申し込みください。

お申し込みは、こちらへ

http://fms.fujifilm.co.jp/yamabiko/

お申し込み方法

● 本ダイレクトメールのご送付につきましては、お客様個別のご了解を頂戴しておりません。  ● 本ダイレクトメールの宛先ならびにお客様のご所属及びご氏名は、
病院施設一覧より取得いたしました。  ● お客様の個人情報の利用目的等は下記の「お客様個人情報の取扱いについて」のとおりです。  ● 本ダイレクトメールに
ご同意いただけない場合は、お手数おかけして大変恐縮ではございますが、廃棄してくださいますようお願い申し上げます。   富士フイルムメディカル株式会社

ダイレクトメールによるセミナーのご案内について

受付期間:2019年10月10日(木)12:00～12月12日(木)17:00まで

アドレスバーに「http://fms.fujifilm.co.jp/yamabiko/」と入力し、「Enter」キーを押して、「やまびこ塾」を表示、
「セミナー」から「FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2019 in 大阪」の下の「申込」をクリックしてください。
お申し込みフォームにご入力いただき、完了後「受講票メール」が送られます。
「受講票メール」をプリントアウトし、当日ご持参ください。

http://fms.fujifilm.co.jp/yamabiko/

検 索
ウェブ 画像 動画 辞書 地図 一覧

アドレスバー

スマートフォンからの場合、
お申し込みページは
ここからもアクセスできます。

スマートフォンからの場合、
アクセス方法ページは
ここからもご覧いただけます。
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