
平成 29 年 2 月 6 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＞ 
地区理事    市川 浩良 棚村 一彦 

美濃輪 縁 
                               

 
 
 
 

 
 

向春の候、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 12 日（日）に第 55 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 29 年 3 月 12 日（日） 午前 8 時 45 分 受付開始 午前９時 20 分より開催 
【会 場】 セラミックパークＭＩＮＯ １Ｆ 国際会議場   
〒508-0801 岐阜県多治見市東町 4-2-5  TEL:(0572)28-3200  FAX:(0575)23-0884 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

＜ 公共交通機関の場合＞ 

・JR 中央本線 名古屋駅→多治見駅 

・JR 中央本線 中津川→多治見駅 

多治見駅下車後 多治見コミュニティーバス（ききょうバス）※土日祝 

        東濃鉄道バス（セラパーク・現代芸術美術館口下車 徒歩約 10 分） 

＜自家用車の場合＞ 

・東海環状自動車道 土岐南多治見 IC より約 5分 

・中央自動車道 多治見 IC（小牧 JCT 経由）より約 10 分 

・中央自動車道 土岐 IC より約 15 分分 

（一社）岐阜県臨床検査技師会 

    第 55 回岐阜県医学検査学会 



【参加費】  会員・賛助会員  1,000 円  

【申込み】  準備の都合上、ご参加の方は施設でまとめ、別紙参加申込書にご記入の上 
２月２８日（火）までに（一社）岐阜県臨床検査技師会事務所へ 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。受付にて会員カードをご提示下さい。 
 

 当会は会員証を使用したバーコードスキャナーにて受付しますので「会員証（プラスチック製）」を必ず

ご持参下さい。 

 
 

 
 

 学会長：   松井 明男 （岐阜県立多治見病院） 

 実行委員長： 美濃輪 縁 （岐阜県立多治見病院） 

 事務局：   棚村 一彦 （多治見市民病院） 

   市川 浩良 （中津川市民病院）  

   柴  千春 （岐阜県産業保健センタ－） 

 

 〒507-8511 多治見市前畑町 3—43  多治見市民病院 

第 55 回岐阜県医学検査学会 事務局 棚村 一彦 

Tel 0572-21-3735、Fax 0572-22-5219 

メール ：k-tanamura@kouseikai-tajimi-shimin.jp 



講演プログラム 
教育講演 

 【10：50～11：50】座長：松井 明男（岐阜県立多治見病院） 
  [認定資格試験突破の要点（コツ）] 
（1）病理・細胞診部門 

『認定病理検査技師制度について』 
ＪＣＨＯ 可児とうのう病院   川合直樹 先生 

  （2）微生物部門 
『認定臨床微生物検査技師試験の受験に挑戦しよう！』 
ＪＡ岐阜厚生連 中濃厚生病院  桂川晃一 先生 

  （3）血液部門 
『認定血液検査技師試験について』 
大垣市民病院          杉山直久 先生 

 
ランチョンセミナ－ 
【12：00～13：00】 
  〈1〉『新薬登場による肝炎治療の変化と新たなリスク』 

富士レビオ株式会社 学術サ－ビス部  福田 雅之助 
  〈2〉『バクテアラ－トバ－チュオによる血液培養の新展開』 

シスメックス株式会社 名古屋支店  
微生物ソリュ－ショングル－プ  白石 泰彦 

 
市民公開講座 
【13：20～14：20】座長：原 文明（国民健康保険 坂下病院） 

『 温泉学の最前線 』  
下呂発温泉博物館 名誉館長  古田 靖志 先生  

  



一般演題プログラム 

臨床化学部門 
【9：30～9：50】座長：吉田 浩晃（中津川市民病院） 

1. 「経管栄養患者における微量元素の投与量と血中濃度について」 
   医療法人香徳会 関中央病院 佐藤 恵彦 
2. 「当院における共用基準値採用に向けての基礎的検討」 
   地方独立行政法人 岐阜県立下呂温泉病院 伊藤 大樹 

 
生理部門 
【9：55～10：15】座長：長屋 貴文（岐阜県立多治見病院） 
 3. 「カテ－テルアブレ－ションが奏功した症候性心房細動の一例」 
    大垣市民病院 岡田 浩司 
 4. 「大動脈四尖弁の一例」 
    日本赤十字社 高山赤十字病院 堂田 多恵子 
 
微生物部門① 
【10：20～10：40】座長：秋山 美貴（中津川市民病院） 
 5. 「当院ＩＣＴラウンドにおける細菌検査技師の取り組み」 
    ＪＡ岐阜厚生連 久美愛厚生病院 岡村 明彦 
 6. 「プロテオミクス解析手法を用いた微生物迅速同定の基礎的検討」 
    岐阜医療科学大学 高崎 昭彦 
 
微生物部門② 
【14：30～15：00】座長：堀部 充代（土岐市立総合病院） 
 7. 「Aerococcus urinae による敗血症の一例」 
    総合病院 中津川市民病院 足立 大起 
 8. 「Staphylococcus aureus のペニシリン感性率と、ペニシリナ－ゼ産生について」 
    地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 関谷 怜子 
 9. 「当院の腹膜透析患者における腹膜炎原因菌についての検討」 
    JA 岐阜厚生連 東濃厚生病院 伊左次 真央 
 
病理・細胞部門 
【15：05～15：25】座長：吉村 晶昭（中津川市民病院） 
10. 「Gitter 染色において分別条件が染色性に与える影響」 
    大垣市民病院 井筒 萌香 
 

一般部門 
11. 「尿沈渣の異型細胞精査検査について」 
   JA 岐阜厚生連 揖斐厚生病院 関 敏秀 

 



血液部門 
【15：30～15：50】座長：棚村 一彦（多治見市民病院） 
12. 「EBV 初感染による伝染性単核球症及び急性肝炎に伴い出現した 

Smudge cell につて」 
JA 岐阜厚生連 岐北厚生病院 加藤 達拡 

 輸血部門 
  13. 「当院の輸血検査自主運営へのとりくみ」 

   社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 森本 剛史 
  



  

 

                ２月２８日(火)必着 

施 設 名 
 

 

 

参 加 者 名 会 員 番 号
弁

当
参 加 者 名 会 員 番 号 

弁

当

      

      

      

      

      

      

      

      

昼食不要の方は、弁当欄に × 印を記入してください。 

【連 絡 事 項】 

 

送 付 先   (一社)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 

       コスタ岐阜県庁前ビル 6 階 603 号室 

FAX ０５８－２１３－０２２０ 

 ０５８－２７５－５５９６ 

 

 

（一社）岐阜県臨床検査技師会 

第５５回岐阜県医学検査学会 参加申込書 


