平成 30 年 2 月吉日

会員・賛助会員

各位
（一社）岐阜県臨床検査技師会
会
長
兼子 徹 ＜公印略＞
岐阜地区理事 後藤 浩 高木康雄
早川恭江 林 博之

（一社）岐阜県臨床検査技師会

第５６回岐阜県医学検査学会
晩冬の候、会員の皆様におかれましては益々ご活躍の事とお慶び申し上げます。
さて 来る３月２５日（日）に第５６回岐阜県医学検査学会を下記の要項で開催することとなり
ました。お忙しいとは存じますが、多数の会員の方々のご参加をお願い申し上げます。

記

【日 時】 平成 30 年 3 月 25 日（日）
午前９時 受付開始
【会 場】 OKB ふれあい会館 3 階 大会議室（302）
〒500-8384

午前９時 30 分 開催

岐阜県岐阜市籔田南 5-14-53

＜岐阜駅からバスを利用する場合＞
JR 岐阜駅（北口）より岐阜バスで 20 分
JR 西岐阜駅（南口）より「西ぎふ・くるくるバス」で１２分
＜自家用車の場合＞
名神高速道路岐阜羽島インターチェンジより車で 20 分（無料駐車場有

778 台駐車可能）

1,000 円

【参加費】

会員・賛助会員

【申込み】

準備の都合上、施設でまとめて別紙参加申込書にご記入の上

3 月 2 日（金）までに

岐阜県臨床検査技師会事務所まで FAX または郵送でお申し込み下さい。
事前申込みの方に限り、お弁当を用意させて頂きます。
（FAX


058-213-0220）

この研修会は日臨技生涯教育制度に事前登録してあり、研修会参加者には専門（20 点）が認
定されます。



バーコードスキャナーにて受付しますので「日臨技会員証（プラスチック製）」を必ずご持参
ください。



本研修会終了後、1 週間以降に各自で参加登録及び点数を確認していただくようお願いします。

【問い合わせ】

〒5０１－６２０６
羽島市新生町 3 丁目 246 番地
羽島市民病院 臨床検査科 高木 康雄
 058-393-0111

（内線 210）

 y_takagi1384@hashima-hp.net

学会長：

野久

実行委員長：

林

事務局：

高木

謙（岐阜大学医学部附属病院）
博之（公立学校共済組合東海中央病院）
康雄（羽島市民病院）

後藤 浩（JA 岐阜厚生連揖斐厚生病院）
早川

恭江（国立病院機構長良医療センター）

羽島市民病院
〒501 -6206
電話

：

E メール

臨床検査科

高木

康雄

岐阜県羽島市新生町 3 丁目 246 番地

058-393-0111 （代表）
：

y_takagi1384@hashima-hp.net

講演プログラム
教育講演
【10：50～11：50】座長：前田
『共用基準範囲導入のすすめ

悟司（岐阜医療科学大学）

～ガイドラインにおける脂質管理目標値との混同～』

岐阜大学大学院医学系研究科病態情報解析医学

教授

清島

満先生

ランチョンセミナ－
【12：00～13：00】
〈1〉『夜間・緊急検査時での免疫検査のピットフォール』
富士レビオ株式会社

営業学術グループ

福田 雅之助先生

〈2〉『内分泌検査の重要性』
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

カスタマーソリューション部門
山田

洋一先生

市民公開講座
【13：20～14：20】座長：内藤 斉（JA 岐阜厚生連 岐北厚生病院）
『

日本人のための健康法とは

』
講師

奥田

昌子先生

一般演題プログラム
【9：40～10：00】生物化学分析部門、病理細胞部門 座長：日高 祐二（東海中央病院）
1. 「高感度トロポニンＩの基礎的検討」
社会医療法人蘇西厚生会

松波総合病院

山口えりか

2.「体腔液中の悪性中皮腫細胞と反応性中皮細胞の形態的違いについて」
大垣市民病院

大角沙織

【10：00～10：40】臨床生理部門１ 座長：北川 大祐（大垣市民病院）
3.「最大 14 日間連続記録が可能なパッチ型のホルター記録器の使用経験」
大垣市民病院

石田優人

4.「糖尿病患者における OVI と DPN の関連性について」
岐阜大学医学部附属病院

篠田元気

5.「心筋梗塞患者における夜間高血圧と運動耐容能との関連性」
岐阜県総合医療センター

三田村有梨

6.「心筋梗塞患者における夜間高血圧と心臓足首血管指数との関連性」
岐阜県総合医療センター

野田理菜子

【14：30～14：50】臨床微生物部門 座長：森田 恵理（岐阜赤十字病院）
7.「血液培養検査と心エコー検査との相関が認められた感染性心内膜炎の一症例」
社会医療法人蘇西厚生会

松波総合病院

岡田絵里加

8.「当院における尿培養からの VRE 検出の検討」
社会医療法人蘇西厚生会

松波総合病院

田中健斗

【14：50～15：20】臨床生理部門２ 座長： 野村みどり（大垣徳洲会病院）
9.「当院外科における乳がん検診の現状」
羽島市民病院

河瀬慶子

10.「遷延性黄疸により当院に転院されてきた先天性甲状腺機能低下症の一例」
高山赤十字病院

松本信子

11.「超音波検査による表在性皮膚脂肪腫性母斑と脂肪腫の比較検討」
岐阜大学医学部附属病院

中山純里

【15：20～16：00】臨床生理部門３ 座長：渡邊 恒夫（岐阜大学医学部附属病院）
12.「腹部超音波検査が診断に有用であった胆嚢穿孔の１例」
社会医療法人蘇西厚生会

松波総合病院

市川純

13.「腹部超音波検査が有用であった膵・胆管合流異常の一例」
総合病院中津川市民病院

藤森真央

14.「測定部位と呼吸の程度による検査者間での肝エラスト値のばらつきについて」
大垣市民病院

宮地絵理

15.「C 型肝炎に対するインターフェロンフリー治療における肝線維化指標の推移」
岐阜県総合医療センター

仲村純奈

受付開始 13：00
開演 / 13：20

終演 / 14：20

会場
OKBふれあい会館 ３階 大会議
室

（302）

ご来場者から抽選で

7名の方に、血圧計、もしくは奥田先生著書、日本

人の「体質」・日本人の健康法のいずれかをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄいたします。
※一般市民の方が対象です。

昨年4月に、日本テレビ「世界一受けたい授業」に出演されました。その時、保険体育の授業で
「日本人の体質にいちばん合った最適な方法教えます」をテーマに、私たち日本人にとって普段
食生活に潜む危険因子や、正しい食事方法についてご指導くださいました。今回、奥田先生には
「日本人のための健康法とは」をテーマにご講演いただきます。私達日本人にとって健康で幸せ
な生活を送るためには何が必要なのか、是非学んでいただければと思います。皆さまのご参加、
お待ちしております。

問い合わせ先
〒500-8384 岐阜市藪田南3-5-10 コスタ岐阜県庁前603号室 （一社）岐阜県臨床検査技師会事務所
第56回岐阜県医学検査学会係 （℡058-275-5596）

（一社）岐阜県臨床検査技師会

第５６回岐阜県医学検査学会

参加申込書

３月２日(金)必着
施

設

名

参 加 者 名

会 員 番 号

昼食不要の方は、弁当欄に

×

弁
当

参 加 者 名

会 員 番 号

印を記入してください。

【連 絡 事 項】

送 付 先

岐阜県臨床検査技師会事務所
〒500-8384

岐阜市藪田南 3 丁目 5 番地 10
コスタ岐阜県庁前 603 号室

FAX ０５８－２１３－０２２０


０５８－２７５－５５９６

記入しきれない場合はこの用紙をコピーしてお申し込み下さい

弁
当

