
特別企画一覧 

＜特別講演＞ 10 月 14 日（土）14：30~15：30  第 1 会場（４F 音楽ホール） 

地域のがん医療未来図を描くためにできること  

講師：本山 悟   秋田大学大学院医学系研究科医学専攻  

地域がん医療学講座 教授 

座長：高橋 一彦（学会実行委員長）  

 

 

＜公開講演＞ 10 月 15 日（日）13：30~14：30  第 1 会場（４F 音楽ホール） 

地域包括ケア  ～多様性を認め合う街づくりとケアリングマインド～  

講師：中村 順子  秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻  

地域生活支援看護学講座・地域看護学分野 教授 

座長：藤田 秀文（学会長）  

 

 

＜公開演奏会＞ 10 月 14 日（土）13：00~14：00  第 1 会場（４F 音楽ホール） 

    音楽の技と美に触れる  ～知ってる？楽器のしくみ～ 

      演奏： 磯部  保彦  東京フィルハーモニー交響楽団首席ホルン奏者 

酒井  貴   元聖霊女子短期大学講師 

酒井 あゆ子 秋田市在住 ピアニスト 

酒井 かおり フリーヴァイオリニスト 

     司会： 島田 幸栄(学会事務局長) 

 

 

 

＜教育セミナー＞           

1．血液 10 月 14 日（土）14:10~15:30       第 4 会場（2F 第 1 展示室 A） 

共催：ベックマン・コールター株式会社 

血液形態異常のメカニズムを考える   ～形態観察に疑問を抱くとき～  

講師：阿南 建一  福岡大学医学部腫瘍血液感染症内科学 非常勤講師 

座長：柳本 実   岩手医科大学附属病院中央臨床検査部  

 

2．微生物 10 月 14 日（土）14:10~15:30      第 5 会場（2F 第 1 展示室 B）  



AMR 対策アクションプランの実践に向けて  ～それぞれの立場から～ 

座長：豊川 真弘  福島県立医科大学新医療系学部  

1．感染管理医師の目線と現場医師の目線  

講師：奥山 慎   秋田大学医学部 血液・腎臓・膠原病内科 病院准教授  

2．他職種連携で実現する抗菌薬適正使用支援  

講師：佐々木 拓弥 岩手医科大学附属病院医療安全管理部 薬剤師 

3．薬剤耐性対策アクションプランを臨床検査技師として惟う  

講師：大石 貴幸  済生会横浜市東部病院感染対策室 副室長 

 

3．病理 10 月 15 日（日）10:00~11:00 第 6 会場（2F 第 2 展示室） 

悪性中皮腫の臨床と組織診断・細胞診断  

座長：石井 明   中通総合病院 病理部  

1．中皮腫の病理診断の重要性と難しさ  

講師：南條 博  秋田大学医学部附属病院病理部長・病理診断科長 病院教授 

2. 体腔液細胞診と免疫染色 ～悪性中皮腫の細胞診断とセルブロック作製法～  

講師：池田 勝秀  国際医療福祉大学成田保健医療学部医学検査学科講師 

 

 

＜教育講演＞  10 月 14 日（土）15：40~16：40 

1．一般   第 2 会場（4F ミニコンサートホール） 

 今年改訂された“一般検査技術教本”って何が変わったの？  

講師：石山 雅大   弘前市立病院臨床検査科  

座長：貝田 奈津子  市立秋田総合病院臨床検査科 

 

2．生理   第 3 会場（3F 展示室 ABCD） 

症例から学ぶ難解な不整脈  

講師：阿部 芳久 秋田県立脳血管研究センター 循環器内科診療部 部長 

座長：清水 盛也 JA 秋田厚生連能代厚生医療センター臨床検査科  

 

3．血液   第 4 会場（2F 第 1 展示室 A） 

末梢血液検査の見方・考え方  ～見逃さないために～  

講師： 安藤 秀実  日本大学病院臨床検査部  

座長： 菅原 新吾  東北大学病院診療技術部検査部門  

 



4．微生物   第 5 会場（2F 第 1 展示室 B） 

ローマは一日にして成らず ～臨床現場と AMR アクションプランの狭間で～  

講師：福家 良太  東北医科薬科大学病院感染制御部 助教  

座長：金田 深樹  市立秋田総合病院臨床検査科 

 

5．輸血   第 6 会場（2F 第 2 展示室） 

赤血球型検査ガイドラインの不規則抗体同定に係わる改訂のポイント解説  

講師：安田 広康  福島県立総合衛生学院教務部 臨床検査学科  

座長：加藤 亜有子 JA 秋田厚生連能代厚生医療センター臨床検査科  

 

6．生化学   第 7 会場（B1F 多目的ホール A・B・C） 

臨床検査医学とテクノロジー ～臨床検査医学の歴史と今日～  

講師：萱場 広之  弘前大学大学院 医学系研究科 臨床検査医学講座 教授 

座長：舛甚 満   東北大学病院診療技術部検査部門  

 

7．病理   第 8 会場（7F 研修室 1・2） 共催：サクラファインテックジャパン株式会社  

酵素および蛍光抗体法の基礎と応用  ～用手法におけるポイントを中心に～  

講師：鈴木 孝夫  サクラファインテックジャパン株式会社開発企画部  

座長：伊藤 智   秋田大学医学部附属病院 病理部  

 

 

＜Reversed Clinicopathological Conference (R-CPC)＞   

10 月 15 日（日）10:00~11:00  第 1 会場（４F 音楽ホール）  

  「検査が説明できる臨床検査技師」の時代に  

講師：廣川 誠  秋田大学大学院医学系研究科・総合診療・検査診断学講座 教授 

      面川 歩  秋田大学大学院医学系研究科・総合診療・検査診断学講座 助教 

   

パネリスト：高橋  祐輔   札幌医科大学附属病院 検査部 

金沢  聖美   東北大学病院診療技術部  検査部門  

花田  大輔  旭川医科大学病院 診療技術部 臨床検査・輸血部  

吉田 詠子  福島県立医科大学附属病院 検査部  

山田 幸穂  北海道大学病院 検査・輸血部  

伊藤 雅貴  JA 秋田厚生連大曲厚生医療センター臨床検査科 

      



＜シンポジウム＞          10 月 15 日（日）10:00～11:00 

1．生理検査室における感染対策の現状      第 3 会場（3F 展示室 A・B・C・D） 

座長：桑原 喜久男 新潟県済生会三条病院臨床検査科  

      相馬 明美  岩手県予防医学協会  

1．生理検査室感染対策状況に関するアンケート調査報告  

齋藤 和   北海道社会事業協会小樽病院臨床検査科  

2．生理検査室における電極等の細菌学的検討 
渡部 晃   JA 秋田厚生連雄勝中央病院中央検査部  

3．生理検査業務に伴う感染対策と当検査科の現状  

高久田 美江 一般社団法人  太田綜合病院附属太田西ノ内病院臨床検査部生理検査科  

 

2．北日本支部企画                  第 4 会場（2F 第 1 展示室 A） 

女性技師の美を活かし働きやすい職場環境の構築を目指す  

～年代別のライフステージとキャリアデザインから考えてみよう～  

座長：横山一二美  秋田県臨床検査技師会  

シンポジスト：椙山 広美  岡崎市医師会総務部・日本臨床衛生検査技師会 副会長 

女性活躍推進への取り組み ～日臨技女性部会を経験して～  

一戸 香都江  弘前大学医学部附属病院検査部 

伊東 貴美   国立病院機構  仙台医療センター臨床検査科  

三浦 宗子   秋田赤十字病院病理診断部  

  

 

＜日臨技企画 ＞  

１．日臨技会長講演  10 月 15 日（日）9:00～9:45   第 1 会場（４F 音楽ホール） 

     医療法・臨検法の一部改正に伴う今後の方向性  

～多様なニーズに対応できる臨床検査技師のあり方～ 

講師：宮島 喜文  参議院議員  

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 代表理事 会長 

座長：藤田 秀文（学会長）  

 

２．病棟業務ミニシンポジウム  

10 月 14 日（土）14:40～15:30 第 6 会場（2F 第 2 展示室） 

 

座長： 柴田 昭浩  医療法人養生会かしま病院 

＊病棟・救急外来業務に関する一般演題をまとめました  



 

3．学生フォーラム 10 月 14 日（土）13:15～14:30 第 7 会場（B1F 多目的ホール A･B･C） 

    語ろう！教えて！ 臨床検査技師への道  

 

司会進行 ：藤巻 慎一   東北大学病院診療技術部検査部門 臨床検査技師長  

鈴木 英明   北里大学保健衛生専門学院  臨床検査技師養成科  学科長 

学 生  ：佐藤 ゆかり  弘前大学医学部保健学科 検査技術科学専攻 4 年 

藤原 直也   弘前大学医学部保健学科 検査技術科学専攻 4 年 

鈴木 花純   東北大学医学部保健学科 検査技術科学専攻 4 年   

須田 彩夏   新潟医療福祉大学 医療技術学部臨床技術学科 4 年   

安田 怜平   新潟医療福祉大学 医療技術学部臨床技術学科 4 年 

阿部 隼也   北里大学保健衛生専門学院  臨床検査技師養成科  3 年 

石山 由和子  北里大学保健衛生専門学院  臨床検査技師養成科  3 年 

若手技師 ：淡路 祐介   JA 秋田厚生連 大曲厚生医療センター臨床検査科 

管理職技師：金田 深樹   市立秋田総合病院 臨床検査科技師長  

 

オブザーバー：千葉 満   弘前大学大学院保健学研究科 生体検査科学領域 講師         

高木 清司  東北大学大学院医学系研究科 病理検査学分野 講師 

池上 喜久夫 新潟医療福祉大学 医療技術学部 臨床技術学科 講師 

安田 広康  福島県立総合衛生学院 教務部 臨床検査学科 学科長 

 

 

 

４．高校生進学ガイダンス（職業体験・学会体験） 

10 月 14 日（土）10:00～14:00   第 9 会場 4F ホワイエ２ 

 

 

  



日臨技北日本支部医学検査学会（第 6 回）式典 

10 月 14 日（土）16:50～17:30    第 1 会場（４F 音楽ホール） 

 

＜表彰＞学術奨励賞  

「ベルリン青染色における染色液と染色性の経時的変化及び染色液凍結保存の検討」             

   池亀 央嗣     新潟大学医歯学総合病院 病理部  

「当院透析患者の運動療法と心肺運動負荷試験」  

高橋 翔子     医療法人社団恵仁会 三愛病院総合検査科    

 

「急性心筋梗塞における H-FABP 迅速定量の有用性および腎障害の影響」  

水竹 健斗     いわき市立総合磐城共立病院            

 

 

 

 

 

  



ランチョンセミナー一覧 

1 日目      10 月 14 日（土）11:50～12:50 

1．第 3 会場（3F 展示室 ABCD）   共催：東芝メディカルシステムズ株式会社 

超音波検査の進化  ～日常診療における超音波検査活用法～ 

講師：石田 啓介  仙台厚生病院 臨床検査センター  

座長：大山 葉子  JA 秋田厚生連秋田厚生医療センター臨床検査科  

 

2．第 4 会場（2F 第 1 展示室 A）   共催：セラビジョン・ジャパン株式会社  

効率的な血液検査のワークフロー構築 

講師：石垣 浩子  JA 秋田厚生連平鹿総合病院臨床検査科   

         伊藤 香奈子 JA 秋田厚生連大曲厚生医療センター臨床検査科  

座長：佐藤 尚之  JA 秋田厚生連雄勝中央病院中央検査部  

   佐々木 洋  苫小牧市立病院検査科 

 

3．第 5 会場（2F 第 1 展示室 B）   共催：シスメックス株式会社 

微生物検査における AMR 対策への取り組み～耐性菌検出法を中心に～ 

講師：口広 智一  公立那賀病院臨床検査科 技師長補佐  

座長：加藤 純   JA 秋田厚生連 由利組合総合病院検査科  

 

4. 第 6 会場（2F 第 2 展示室）    

共催：オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社  

輸血業務とコミュニケーション 

         ～臨床や医療スタッフ、輸血に係る方々との連携～  

講師：氏家 和明  大崎市民病院臨床検査部  副技師長  

座長：小塚 源儀  大館市立総合病院検査科  

 

5．第 7 会場（B1F 多目的ホール ABC）   共催：ニプロ株式会社 

地域医療構想における臨床検査の役割 ～臨床検査技師への期待～ 

講師：登 勉    三重大学名誉教授・日本臨床検査専門医会会長  

座長：藤澤 真一  北海道大学病院 検査・輸血部  

 

6．第 8 会場（7F 研修室 1・2）   共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社  

HE 染色の標準化への取り組みと精度管理 

講師：菅原 勲  日本赤十字社石巻赤十字病院病理部 病理検査課 病理組織係長  

座長：浅利 智幸 秋田赤十字病院病理診断部 



2 日目      10 月 15 日（日）12:20～13:20 

7．第 3 会場（3F 展示室 ABCD）   共催：日本光電工業株式会社  

認知症早期発見・予防の最新情報 

～もの忘れ相談プログラムと NAT を中心に～ 

講師：浦上 克哉 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座環境保健学分野 教授  
座長：渡辺 智美 市立秋田総合病院臨床検査科  

 

8．第 4 会場（2F 第 1 展示室 A）   共催：積水メディカル株式会社 

新しい DIC 診断基準と TAT の有用性 

講師：服部 和久  積水メディカル株式会社東北営業所 学術企画担当  

 

9．第 5 会場（2F 第 1 展示室 B）   共催：栄研化学株式会社 

薬剤耐性（AMR）対策アクションプランにおける臨床検査技師の役割 

講師：小松 方  天理医療大学医療学部 臨床検査学科 教授 

座長：小林 則子 秋田大学医学部附属病院中央検査部  

 

10．第 6 会場（2F 第 2 展示室）   共催：アイ・エル・ジャパン株式会社 

血液ガス分析の精度管理と現状の問題 

講師：安田 慶子  北海道大学病院 検査・輸血部  

座長：富谷 陽子  秋田大学医学部附属病院中央検査部  

 

11．第 7 会場（ B1F 多目的ホール ABC）  共催：アボットジャパン株式会社 

新しく保険適用されたバイオマーカー2 項目のご紹介 

～急性腎障害ﾏｰｶｰ尿中 N-GAL 卵巣がんﾏｰｶｰ HE4～ 

講師：土田貴彦   アボットジャパン株式会社学術情報部  

 

12．第 8 会場（7F 研修室 1・2）   共催：富士レビオ株式会社 

敗血症の新しい定義とプロカルシトニンの基礎から臨床的有用性について 

講師：吉尾 仁美  富士レビオ株式会社営業推進部 営業学術グループ  

 

     

 


