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２０１５年４月２０日 発行

第 53 回 岐阜県医学検査学会を終えて 
 

    揖斐厚生病院  関 敏秀

 

第53回 岐阜県医学検査学会 特集号

平成 27年 3 月 22 日、西濃地区、大垣市情報工房５階スインクホールにて、第 53 回岐阜県医学検査学

会が開催されました。当日は晴天にも恵まれ、多くの会員、賛助会員、市民の方々のご来場をいただき、

本当に有難うございました。 また、一般演題も、19 題の演題発表をいただき、若手のみならず、とても

充実した内容であったかと感じました。演題発表の先生方はもとより、各所属長様、各部門長様にも、

多大なご協力をいただき、本当に感謝しております。 

市民公開講座においては、大野町 竹中半兵衛顕彰会会長 竹中成嘉氏 にご講演いただきました。 地

元のアイドル、はんべえちゃん（パネル）にも応援に来ていただき、会場は、市民の方 60名と、会員の

方でほぼ満員となり、大盛況で終えることができました。  

また、教育講演は、大垣市民病院呼吸器内科医長 白木 晶先生に、『呼吸器疾患に対する臨床検査の役

割』、ランチョンセミナーは、富士レビオ株式会社とシスメックス株式会社の 2 社に、それぞれ、最新の

医療情報と現状の医療問題について、分かりやすくご講演いただきました。 

今回、私にとって、初めての地区理事、初めての学会事務局の大役

をいただき、最後まで全うできるか心配でありましたが、学会抄録集

の学会長挨拶の一文、“屈託のない意見交換や若手臨床検査技師の学会

発表の登竜門となればと期待しております。”を励みに、私にとっても、

これが技師会への登竜門だと思い、チャレンジ精神で務めることがで

きました。最後に、学会長はじめ、実行委員の皆様、座長の皆様、演

者の皆様、広告協賛企業の皆様、技師会役員の皆様、職場の皆様、そ

して、当日ご来場の会員の皆様に、無事に終えたことを、心より感謝

申し上げます。 

開催挨拶 兼子徹会長

平成27年3月22日（日）

大垣市情報工房5F スインクホール
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60 人以上の一般市民の来場者があり大盛況でした 

Menu
※ 一般演題 １９演題
※ 教育講演

『呼吸器疾患に対する臨床検査の役割』
大垣市民病院・呼吸器内科医長 白木 晶 先生

※ ランチョンセミナー
『慢性腎臓病（CKD)の現状と尿中バイオマーカーL-FABPの有用性』

富士レビオ株式会社 学術サービス部 福田 雅之介 氏
『コンパニオン診断薬についての話題提供』

シスメックス株式会社
ライフサイエンスプロダクトエンジニアリング本部 中村 健一 氏

※ 市民公開講座

『竹中半兵衛と竹中氏』 竹中半兵衛顕彰会 会長 竹中 成嘉 氏

はんべえちゃん
（大野町教育委員会）

竹中半兵衛顕彰会会長 

竹中成嘉先生 

市民公開講座 

「竹中半兵衛と竹中氏」 

多治見市民病院

   日置 奈緒美

 
岐阜県医学検査学会に参加し、自施設では経

験したことのない症例や他施設での現状や検討

を聞くことができ、普段の業務でも参考にして

活かしていきたいと思いました。特に印象に残

った発表は、岐阜大学医学部附属病院の血液培

養検査の臨床疫学的な検討です。血液培養検査

が適切に行われなければならないことは当然の

ことですが、自施設でそのような検討をしたこ

とがなかったため、とても興味深い内容でした。

また、他施設の発表を聞くことは自分にとって

も良い刺激となり、とても有意義な時間となり

ました。 

 

大垣市民病院

石井 辰弥 技師

松波総合病院

清水 莉恵 技師

東海中央病院

多和田 嘉明 技師

岐北厚生病院

加藤 愛 技師
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【一般演題】
病理･細胞部門
１ 「顎下腺に発生した脂腺癌の一例」 大垣市民病院 石井 辰弥
２ 「当院の病理検査室に提出されたEUS-FNA検体の現状」

松波総合病院 清水 莉恵
３ 「乳癌センチネルリンパ節転移検索に対するOSNA法の使用経験」

岐北厚生病院 加藤 愛
臨床血液部門
４ 「小球性赤血球(Microcyte)を考える」 東海中央病院 多和田 嘉明
５ 「当院におけるクロスミキシング試験の現状」 大垣市民病院 杉山 直久

臨床微生物部門
６ 「Vibrio choleraeO1毒素非産生株を分離検出した１症例」

(株)メディック 守田 直樹
７ 「当院における血液培養検査の臨床疫学的な検討」

岐阜大学医学部附属病院 丹羽 麻由美
８ 「質量分析法を用いた微生物迅速同定についての基礎的検討」

医療科学大学 高崎 昭彦
９ 「胸水を対象としたLAMP法による結核菌検索の検討」

大垣市民病院 粟野 佑子
臨床生理部門
10 「当院での睡眠時無呼吸症候群における

CPAP(在宅持続陽圧呼吸療法）治療患者への介入について」
大垣市民病院 澤村 聖子

11 「心・大血管疾患患者における運動負荷時の血圧と運動耐用能の関連性」
岐阜県総合医療センター 森 晴雄

12 「両側乳房に認めた原発の異なる浸潤癌の一例」 大垣徳洲会病院 田邉 誠
臨床一般部門・その他
13 「クリニテックノーバスによる尿中微量アルブミン測定の有用性」

岐阜県総合医療センター 建部 雅彦
14 「当院におけるｓERCの現状」 松波総合病院 尾畑 直美

輸血･細胞部門
15 「当院における不規則抗体検出の現状」 岐阜大学医学部附属病院 浅野 栄太
16 「血液型判定に苦慮した一例」 岐阜県立多治見病院 中薮 涼

生物化学分析部門
17 「汎用フェリチン測定試薬「FER-ラテックスNX」の透析患者による有用性」

東濃厚生病院 武藤 延秋
18 「C型肝炎患者を対象とした汗線維化マーカーの性能比較」

大垣市民病院 清水 みゆき
19 「HBｓAg-HQ臨床的有用性について」 (株)メディック 高本 晃

教育講演 

「呼吸器疾患に対する臨床検査の役割」 

講師：大垣市民病院 呼吸器内科医長 

白木 晶先生 （株）メディック

   守田 直樹

 
学会に参加するのは、この県学会が初めてだった

のですが、非常によい経験をさせていただきました。

学会というものを明確に把握出来ていなかった自分

にとって、全てが目新しく新鮮で勉強になりました。

また、自分と同じような若手からベテランの先生方

まで様々な発表を聞け、よい刺激となりました。こ

の学会をスタートラインとし、より多くの知識や経

験を積み、より大きな舞台で発表が出来るよう努力

したいと思いました。ありがとうございました。   

(株)メディック
守田 直樹 技師

岐阜医療科学大学

高崎 昭彦 教授

教育講演

質疑応答
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広報宣伝部では会員の方からの寄稿を募集しています！！

地区ごとのおすすめスポットなどありましたら岐臨技事務局までお寄せください。

会員カードを

お忘れなく！

臨床検査関連の学会案内
第 63 回日本輸血・細胞治療学会総会 

開催年月日 2015.05.28（木）-30（土） 
代表者 田所 憲治（日本赤十字社血液事業本部 中央血液研究所所長） 
会場 東京都新宿区  京王プラザホテル 

事務局連絡先 日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 
TEL：03-5534-7500     FAX：03-5534-7516 

開催案内 URL http://www.jstmct.or.jp/jstmct63/ 

備考 テーマ：輸血医学の高さと広がりを求めて ＜運営事務局＞メッド TEL：086-463-5344 
FAX：086-463-5345 E-mail：63jstmct@med-gakkai.org 

第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 
開催年月日 2015.05.29（金）-31（日） 

代表者 平田 一郎（藤田保健衛生大学教授） 
会場 名古屋市熱田区  名古屋国際会議場 

事務局連絡先 コングレ中部支社 
TEL：052-950-3369    FAX：052-950-3370 

開催案内 URL https://www.congre.co.jp/jges89/ 

備考 テーマ：内視鏡が切り拓く明日の医療 Endoscopy Advancing Medicine into the Future 
 

詳しくは

http://giringi.jp/~giringi3/
学術カレンダーで！

近日の
部門研修会

＜第 1 回臨床血液部門研修会＞  
 日 時：平成 27 年 5月 10 日（日）*事前登録制 

 時 間：9：30 ～ 16：00 

 場 所：岐阜大学医学部附属病院 検査部 

  血液細胞形態の基礎 「塗抹標本作製と染色の基礎および各施設の染色の現状」  

講師：土岐市立総合病院 山本 将毅 技師 

 「血液標本の見方」 

講師：岐阜市民病院 横山 裕子 技師 

 「末梢血液像、骨髄像鏡検実習」 

講師：岐臨技臨床血液部門 部門長、副部門長 

＜第 1 回臨床微生物部門研修会＞  
 日 時：平成 27 年 5月 9 日（土） 

 時 間：14 時頃開始予定 

 場 所：岐阜大学医学部 教育・福利棟 2 階 講義室 

 「薬剤感受性試験の基礎と結果の読み方」 

講師：住友病院 臨床検査技術科 幸福 知己 先生 


