


平成 30 年度日臨技北日本支部
医学検査学会の開催にあたって

一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会
代表理事会長　宮島　喜文

　本学会が、一般社団法人青森県臨床検査技師会の齋藤浩治会長の下で、メインテーマ「挑戦
と飛躍」として盛会に開催されますことを会員の皆様とともにお慶び申し上げます。
　また、平素より一般社団法人日本臨床衛生検査技師会（以下、日臨技と略す）の活動に、ご
理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、日臨技の活動につきましては、「日臨技を新生させ、未来を拓く」を目標に掲げ、様々
な事業に取り組んで参りました。今年 5月には静岡県浜松市で第 67 回日本医学検査学会を山
口浩司学会長の下開催し、4,300 人程の参加者をいただき成功裏に終了することができました。
改めて、開催県はもとより、会員を始め、関係各位のご協力に感謝申し上げます。
　日臨技主催支部学会は、学術活動の一環として、会員の資質向上を図ることを目的として、
担当県の実行委員会が特色ある企画と運営で多くの会員の皆様が期待されているところです。
また、数年前から日臨技の当面の課題をテーマとする日臨技企画などを通じて、私たちを取り
巻く最新の医療情勢を踏まえた討議の場として重要な役割を果たしているものでもあります。
　急速に進む技術革新は近い将来、臨床検査の分野でも大きく変貌する要素を含んでいます。
例えば、インターネットや人工知能、そしてロボット開発について国を挙げて取り組んでいま
す。臨床検査へのAI（人工知能）の活用により、精度管理の判断や生理検査の判読などがAI
やロボットに置き換わるのではと考えていますが、臨床検査技師の仕事として、検査説明・相
談、採血、総合判断等が残ると思いますが、今後はオペレーターからコーディネーターへの転
換も必要ではないかと思います。
　今後も国民皆保険制度を基本とした、持続可能な社会保障制度を維持するために、国は医療
法規定の医療計画で都道府県毎に「地域医療構想」を策定し、2025 年問題に対処するために、「病
院完結型医療」から「地域完結型医療」へと介護を含めた政策の転換が図られます。今日、私
たち医療現場においても、「時代は変わり、仕事も変わり、私たちも変わらなければいけない」
状況にあるのではないでしょうか。
　臨床検査を通じて国民に対し、最良の医療を提供していくために、昨年 6月医療法等の一部
を改正する法律が成立し、医療法に「精度管理」の文言が初めて明記されました。今年 7月「医
療法施行規則」並びに「臨床検査等に関する法律施行規則」が公布され、臨床検査技師も精度
管理責任者として明記され、今年 12 月に改正法が全面的に適用されることから、医療機関並
びに衛生検査所等会員においては、施行に向けた準備が佳境に入っていることと存じます。
　本学会のメインテーマである「挑戦と飛躍」をテーマに進むべき方向性について考えていた
だくことは非常に有意義であり、あわせて学術活動の更なる発展と日頃の研究成果を発表する
場として参加される会員にとって実り多き学会であることを祈念申し上げます。
　最後になりましたが、本学会を運営するにあたりご尽力をいただきました齋藤浩治学会長、
石山雅大実行委員長をはじめ、青森県臨床検査技師会の皆様に心より感謝申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成 30 年 11 月 10 日
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Web 抄録参照のご案内

一般演題の抄録は学会ホームページ内の「Web 抄録」のページから
ダウンロード（PDF形式）できますのでご利用ください。

【学会ホームページURL】
　http://www.aoringi.org/kitanihon/index.html

開催地・学会長一覧

回 年次 開催地 学会長名

第１回 平成 24 年度（2012） 福島市 大花　　昇

第２回 平成 25 年度（2013） 仙台市 長沢　光章

第３回 平成 26 年度（2014） 盛岡市 安保　淳一

第４回 平成 27 年度（2015） 札幌市 東　　恭悟

第５回 平成 28 年度（2016） 新潟市 渡邊　博昭

第６回 平成 29 年度（2017） 秋田市 藤田　秀文

第７回 平成 30 年度（2018） 青森市 齋藤　浩治
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平成 30 年度日臨技北日本支部医学
検査学会（第 7 回）の開催にあたり

青森市民病院　臨床検査部
学会長　齋藤　浩治

　一般社団法人日本臨床衛生検査技師会北日本支部医学検査学会（第 7回）を担当いたします一般社団法
人青森県臨床検査技師会を代表しご挨拶申し上げます。
　まずは、6	月の大阪府北部地震、7	月の西日本豪雨災害、9月の台風 21 号、北海道胆振東部地震で被災
された地域の皆様には心よりお見舞い申し上げます。一日も早くいつもの生活に戻れるようお祈り申し上
げます。
　このような大きな災害の復旧には長期にわたる支援が必要です。そこで北日本支部の会員の皆様には、
それぞれができる時に、できる事を、できる形での被災地支援をしていただきたいと思います。我々が経
験した過去の災害時に支援していただいた温かい心への恩返しの気持ちを込めて、ご協力をお願いします。
　本学会は平成 30 年 11 月 10 日（土）、11 日（日）の二日間、リンクステーションホール青森（青森市
文化会館）で開催いたします。会員、学生の皆様には 130 を超える演題と、賛助会員の皆様の沢山のご支
援を賜り感謝申し上げますとともに、皆様をおもてなしできるよう、気を引き締めて準備を進めていきた
いと考えております。
　さて劇的に変化する医療情勢の中で、我々は社会の変化や要請に応えるため、臨床検査技師としてしっ
かりとその責務を果たす必要があります。新しいことへ挑戦する気持ちと、検査技術のスキルアップやコ
ミュニケーション術を向上させ、チーム医療へ貢献していかなくてはなりません。その中で臨床検査に係
る皆様のさらなる飛躍を遂げられるように願いを込め、学会テーマを「挑戦と飛躍」としました。
　学会の企画は変化する医療情勢への対応を念頭に考えております。
　公開講演は『現役脳外科医が伝える「脳卒中と認知症から身を守るコツ」とは？』と題して水戸ブレイ
ンハートセンター院長の畑山徹先生へご講演をお願いしております。水戸のスティーブ・ジョブズと自負
している先生のご講演は、素晴らしいプレゼンテーション技術と「グーパー体操」などを取り混ぜ、分か
りやすく楽しいご講演ですので、どうぞご期待ください。
　特別講演では仁邦法律事務所の墨岡亮弁護士より「チーム医療における臨床検査技師の法的地位につい
て」と題しご講演していただきます。業務の拡大に伴い臨床検査技師の責任も重くなってきたと実感して
いる方も多いのではないでしょうか。チーム医療の一員として活躍するためにもきちんと法律を理解して
いただきたいと考えます。
　シンポジウム「こう考えて、こう伝える～医療コミュニケーション・接遇と安全～」では、コミュニケー
ション能力は、対患者さんだけでなく、スタッフ間においても医療安全の視点から重要なスキルであり、
このスキルをどうとらえ、どのように身につけるかを考えていきます。
　学会企画講演では日臨技の滝野寿専務理事より「改正法等から読み解く今後の精度管理について
―	“ 精度管理 ”時代から “品質保証 ”時代へ	―」と題して、日臨技が考えている品質保証を念頭にいれた
精度保証施設認証制度などについてお話ししていただきます。
　若手実行委員企画は青森県内 6支部から若手技師が集まり、活発な意見交換を行いながら企画を考えて
準備を進めています。近くで見ていて大変頼もしく感じています。是非とも足を運んでいただき激励の声
をかけていただけると幸いです。その他 R-CPC、教育講演、教育セミナーなど盛り沢山で、タイトなス
ケジュールとなっておりますが、Web アンケートシステムを利用した会場参加型の部門企画も用意して
おりますので、楽しみながらご参加ください。
　例年より少し遅い 11 月開催にあたり肌寒い季節となりますが、この時期ならではの青森の旬の食べ物
と地酒も満喫していただければと思います。皆様方の多数のお越しを青森県臨床検査技師会会員一同、心
よりお待ちしております。
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開 催 要 項

会 期
開 催 地

主 催
開 催 担 当

学 会 長
実 行 委 員 長
事 務 局 長
事 務 局

ホームページ
テ ー マ

プ ロ グ ラ ム

学 会 参 加 費

学 会 式 典

情 報 交 換 会

後 援

平成 30 年 11 月 10 日（土）～ 11 日（日）
リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
〒 030-0812　青森市堤町１丁目４番１号
一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会北日本支部
一般社団法人　青森県臨床検査技師会

齋藤　浩治（青森市民病院）
石山　雅大（弘前市立病院）
藤田　絵理子（弘前大学医学部附属病院）
弘前大学医学部附属病院　検査部内
〒 036-8563　弘前市本町 53　　
TEL			：0172-33-5111（内線 7205）
E-mail：kitanihon2018aomori@gmail.com

http://www.aoringi.org/kitanihon/index.html
挑戦と飛躍

一般演題・公開講演・特別講演・教育講演・教育セミナー・Reversed-CPC
教育カンファレンス・シンポジウム・若手実行委員企画・日臨技企画・学会企画・
日本臨床検査自動化学会共催セミナー・ランチョンセミナー・機器展示

会員　5,000 円（非会員　15,000 円）

リンクステーションホール青森　１階　大ホール
11 月 10 日（土）　17：20 ～ 18：00

ホテルクラウンパレス青森　２階　奥入瀬
11 月 10 日（土）　18：30 ～ 20：30

青森県
青森市
公益社団法人　青森県医師会



【事前参加登録について】
　平成 30 年度	日臨技北日本支部医学検査学会（第 7回）は、会員専用サイトで学会・情報交換
会の事前登録が可能です。学会参加費・情報交換会参加費の払込方法は、「クレジットカード決済」
となっており、事前参加登録時に決済していただきます。

クレジットカード決済受付：　2018 年 4 月 1 日（日）～ 2018 年 10 月 20 日（土）

【事前参加登録方法】

平成 30 年度日本臨床衛生検査技師会北日本支部医学検査学会（第 7 回）

事前参加登録方法について

払込項目 事前参加費 当日参加費

学会 5,000 円 5,000 円

情報交換会 5,000 円 5,000 円

日本臨床衛生検査技師会の会員専用サイ
トに会員番号とパスワードでログインし
ます。

申込内容を変更する場合は「受講票・事前申込
済一覧」

「事前参加申込」をクリックしてください。

領収書を印刷する場合は「参加費請求書／領収
書」をクリックしてください。

右バナーの「行事日程・参加申請・受講
書類・参加費領収書など」にカーソルを
合わせます。



【新規申し込みをする場合】

	受領メールサンプル

検索条件の行事種別で「日臨技支部学会」を選
択し、リストから「平成 30 年度	日臨技北日本
支部医学検査学会（第 7回）」を選択。

>>事前参加申請　をクリックします。

必要事項を入力後、入力内容を保存して閉じる　
をクリックします。

申し込み後、受領メールを送信するのでメール
アドレスは確実に受信できるメールアドレス
を入力してください。

左のメッセージがでれば申請完了です。受領
メールをご確認ください。

以上で事前参加申請の受付はできましたが、事
前参加費の決済（入金）まで完了して、はじめ
て学会に参加できます。



	引き続き以下のメッセージの後、みずほファクター「決済ナビ」のサイトへジャンプしますので、「決
済ナビ」の画面に従ってクレジット決済を行ってください。

原則として事前参加費の返金はできません。

【申込内容を変更する場合】

会員メニューの「受講票・事前申込済一覧」を
選択し、リストから申込内容を変更する学会の	
編集	をクリックします。
上記【新規申込みをする場合】と同じ入力画面
が出ますので内容を変更してください。



【請求書・領収書を印刷する場合】

開催年度を入力し、リストから北日本学会を	選択	します。

	宛名は施設名で入力することも可能です。敬称は「様」または「御中」から選択してください。
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運営のお知らせ

Ⅰ．学会へ参加される方へ

１．学会参加費
会員　　　　　　　　　　　　　5,000 円
賛助会員、関連学会・団体　　　5,000 円
非会員（臨床検査技師）　	　		　15,000 円
学生　　　　　　　　　　　　　無　	料（臨床検査技師養成課程に在籍中の学生）
情報交換会参加費　　　　　　　5,000 円

２．受付
学会参加の受付は、2Ｆロビーにて行います。
11 月 10 日（土）　10：00	～	16：00
11 月 11 日（日）			08：10	～	14：00

　【当日の受付方法】

1）会員受付
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会会員証（以下「会員証」）で学会登録を行います。「会員証」を
受付に提示してください。学会事前参加登録を行われた方も「会員証」を受付に提示してください。

2）平成 30 年度会費納入済みで会員証が未着の会員または当日会員証を持参していない会員
「会員証不携帯者受付」で手続きを行ってください。

3） 賛助会員、関連学会 · 団体、非会員（学生含む）の参加者
「賛助会員、関連学会・団体、非会員受付」で手続きを行ってください。賛助会員、関連学会・
団体の参加費は 5,000 円です。日臨技非会員（臨床検査技師）の参加費は 15,000 円です。
※学生の方（無料）はこちらで受付を行い、必ず学生証を提示してください。

4） 日本臨床検査自動化学会会員
「日本臨床検査自動化学会共催セミナー」のみ参加可能です。
「賛助会員、関連学会・団体、非会員受付」で手続きを行ってください。

5） 情報交換会の参加希望者
情報交換会は事前参加登録と情報交換会会費の事前振込及びクレジットカード決済を行います。
情報交換会の参加費は 5,000 円です。
当日の情報交換会の受付は「会員受付と同時」に行い、参加の希望をお伺いしますのでお申し出く
ださい。
なお、参加人数に限りがありますので、完売した時点で締め切りとさせていただきます。

日臨技会員の方　＊日臨技会員証必須 賛助会員、関連学会・団体、
非会員（学生含む）の方事前参加登録済 当日登録の場合

「事前参加登録受付」へお立ち寄
りください。
参加証のお渡し、生涯教育点数の
付与をいたします。
参加証の記名は記名台でご記入く
ださい。

「当日参加受付」にお越しください。
参加費お支払後、参加証のお渡し、
生涯教育点数の付与をいたします。
参加証の記名は記名台でご記入く
ださい。

「賛助会員、関連学会・団体、非
会員受付」にお越しください。
記名、参加費お支払後、参加証を
お渡しいたします。
参加証の記名は、記名台でご記入
ください。

● 「会員証」は必ず持参してください。
● 学会会場内では、「会員証」、「学会参加証」をネームホルダーに入れ、常に明示できる状態にしておいてください。

＊抄録集は発行いたしません。学会ホームページにて Web 抄録を公開しておりますので、そちらをご活用ください。



Ⅱ．発表者、座長の方へ

１．一般演題発表者の方へ
一般演題は口演形式で行います。必ず受付を済ませてください。　
1） 発表データの作成・持ち込みについて
スクリーンは 1面で、PCによる発表のみとなります。
スライドプロジェクタや OHP、VTR ／ DVD デッキ等の準備はいたしておりません。ご注意く
ださい。
（1）発表データの作成については下記の点にご注意ください。
・会場で使用する PCの OSおよびアプリケーションは次のとおりです。
使用環境：Windows7		PowerPoint2016
※Mac	OS は使用できませんのでご注意ください。
・発表データのファイル名は【演題番号】【氏名】としてください。
・会場で使用する画面の解像度はXGA（1024 × 768）です。これ以外のサイズで作成した場合、正
確に表示できませんのでご注意ください。

・発表データに使用するフォントは、文字化けやレイアウトずれを防ぐため、特殊なフォントは使
用せずWindows	7 に標準搭載されているフォントのご使用をお勧めします。

・PowerPoint 上で動画を使用する場合は、標準のWindows	Media	Player（Ver.10 以降）で動作す
る形式にて作成し、PowerPoint にはり付けてください（ハイパーリンクなどを使用しますとリン
ク切れの原因になるためできるだけ避けてください）。なお、動画ファイルは、符号化や特殊な圧
縮（コーデック）をしたものは使用しないでください。また、動画の音声を会場で再生する必要
のある場合は、PC受付にてその旨を係員にお伝えください。
※動画データは、PowerPoint のデータと共に同一のフォルダ内に保存のうえご持参ください。
※動画再生に不安のある方は、念のためご自身の PCをご持参いただくことをお勧めします。
・会場に準備する映像システムでは PowerPoint の発表者ツール機能は使用できませんのでご注意
ください。ご自身の PCで発表される場合は使用できます。

（2）原則として、発表データはUSBメモリによる持ち込みとさせていただきます。
なお、発表データは当日持参してください。事前に郵送されても受付できませんのでご注意く
ださい。

・USBメモリをお持ちいただく際、混乱の元となりますので、USBメモリ内には他の関係ないデータは
保存しないでください。

・USB メモリは、各自にて必ずウイルスチェックを行ったうえでお持ち込みください。なお、
MO・FD・ZIP 等は受付できませんのでご注意ください。

・USBメモリはデータをコピーした後、すぐに返却いたします。
・バックアップとして、CD-ROM等での予備データをご持参いただくことをお勧めします。　
（3）PC持ち込みに関して

注意：特別な理由がある以外（動画再生に不安のある方等）は、PC 持ち込みでの発表は許可でき
ませんのであらかじめご了承ください。やむを得ず PC を持ち込む際は、下記の点にご留意
ください。

・PC持ち込みの際も、必ず PC受付にお越しいただき、出力のチェックをお済ませください。
・PC本体にモニター出力用のD-Sub	15	pin 端子がついていることを確認してください。一部小型
PCやMacintosh では、変換コネクタが必要な場合がございますので、必ずご持参ください。また、
電源アダプタも必ずご持参ください。

・発表中にスクリーンセーバーや省電力機能によって電源等が切れないよう、事前に設定の確認・
変更をお願いします。

・PC受付終了後、ご自身で PCを発表会場の会場責任者へ発表の 20 分前までにお渡しください。
発表終了後、会場責任者から PCのご返却をします。



（4）利益相反（COI）開示について
・日臨技主催の学会では、演題発表時、筆頭発表者における COI の開示が義務付けられています。
COI の有無に関わらず発表スライドにてCOI の開示をお願いいたします。

2） 発表データの受付について
受付場所：	２F	ホール　総合受付横
受付時間：11 月 10 日（土）10：00 ～ 16：00

　　　　　　　　　11 月 11 日（日） 8：30 ～ 14：00
・発表開始の 60 分前（朝一番のセッションは 30 分前）までにデータの受付・試写を済ませ、その
後発表会場に移動してください。尚、10 日（土）の 11 時前半の発表者を優先的に受付させてい
ただきますのでご了承願います。

・PC受付ではUSBメモリから発表データをコピーし、各会場へLAN経由で配信します。なお、コピー
した発表データは、学会終了後に事務局が責任を持って消去いたします。

・試写において、持参したデータおよびバックアップデータも動作せず修復できなかった場合は、
スライドなしで発表していただきます。発表者の責任において仕様に合致したデータの作成をお
願いします。

　3） 発表について
・発表会場の左前部に次演者席を設けますので、前演者が移動すると同時に着席してください。	
・前演者の質疑応答が終了次第、座長の演者紹介を待たずに登壇してください。
･発表は、ご自身で演台上のマウスとキーボードを操作して行ってください。その他、演台にはレー
ザーポインターもご用意しております。

・発表時間は、1演題につき発表 6分、質疑 3分、計 9分以内です。
・発表時間は口演を開始したときからでなく、「座長による演題紹介が開始された時」とします。	
・発表および質疑応答が延長した場合、途中であっても打ち切りますのでご注意ください。

２．一般演題座長の方へ
1）学会参加受付の中に「座長受付」のセクションを準備いたします。学会参加受付と座長の受付を同時に
行ってください。受付時に座長の参加チェックを行います。

2）各会場前の演者・座長受付はございません。会場右前部に次座長席を設けますので、前座長の登壇と同
時に次座長席へ着席してください。

3）一般演題の発表時間は「座長による演題紹介が開始された時」からカウントします。座長は、発表が延
長した場合には途中でも「そろそろ、まとめてください」と声をかけてください。

4）担当する演題の発表時間を厳守し、円滑な進行にご協力ください。

	特別企画とは以下になります。
1．公開講演　　	　	　2．特別講演　　　		3．教育講演　　　　　　　4．教育セミナー　　　
5．Reversed-CPC　　6．シンポジウム　		7．教育カンファレンス			　8．日臨技企画講演　
9．日臨技企画学生フォーラム　　　　　	10．学会企画講演　　　				11．若手実行委員企画

１．特別企画講師の方へ
1）	すべて口演発表で行います。
2）	講演時間は主催者から各演者の方にご連絡いたします。また、学会場での打ち合わせ会が開催される場
合は、時間・場所を別途連絡いたします。

3）	スライド作成方法および発表については、一般演題の「発表データの作成・持ち込みについて」をご
覧ください。

4）	PC 受付にてデータをコピーした後、USBメモリはその場で返却いたします。また、発表後の PCデー
タは主催者側が責任を持って削除いたします。

5）	当日は「特別企画講師・座長受付」へお越しください。

Ⅲ．特別企画の講師（演者）及び座長の方へ



２．特別企画座長の方へ
1）	講演時間は主催者側からご連絡いたします。また、学会場での打ち合わせが開催される場合は、時間・
場所を別途連絡いたします。

2）	担当される演題の発表時間を厳守し、円滑な進行にご協力ください。

1．本学会では、一般演題の追加発表は認めておりません。
2．質疑応答に関しては、座長の指示に従い、所属・氏名を述べてから発言してください。また、質疑応答
を有効に利用するために、質問内容は要点をまとめて簡潔に述べてください。マイク設置場所へ速やか
な移動にもご協力ください。

 １．クローク
　「リンクステーションホール青森 2 Ｆ	展示室」に設置します。貴重品のお預かりはお断りします。
お預かりは当日限りとし、翌日までのお預かりはいたしませんので、当日の閉鎖時間までに必ずお引き取
りください。
　11 月 10 日（土）：10：00 ～ 18：00
　11 月 11 日（日）：	 8：10 ～ 15：30

２．ランチョンセミナー
　ランチョンセミナーの事前申込は学会ホームページの「宿泊／バス／ランチョンセミナー申込」から
お手続きいただけます。
1）事前申込をされた方　　
　ランチョンセミナー参加券を持参し、ランチョンセミナー受付スタッフへお渡しください。　　　
お忘れになった場合は無効となり聴講いただけない場合がございますのでご留意ください。
2）当日受付の場合
　ランチョンセミナーの整理券配布は 10：00 ～ 11：30	の間、リンクステーションホール青森	２F　　
ロビーに場所を設置しております。参加受付を済ませた方から、ランチョンセミナー整理券配布場所へ
お並びください。
※整理券の枚数には限りがございます。予めご了承ください。	

３．駐車場
　ご来場の際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。当施設有料駐車場がございますが、お車で
お越しの際は会場周辺の有料駐車場をご利用ください。
	※一般の方も利用されているのでスペースに限りがあります。

４．喫煙および飲食
　喫煙は会場既設の「北側玄関横の喫煙所」のみ可能です。それ以外は全館禁煙となっておりますので、
ご協力をお願いいたします。また、発表会場内での飲食はランチョンセミナーを除き禁止いたします。

５．携帯電話等
　学会場に入場する際には、携帯電話等は必ずマナーモードにしてください。学会進行の妨げや、その他
の参加者の迷惑にならないようにご注意ください。

６．託児所
　会場内に設置いたします。詳細は学会ホームページにてご確認ください。

７．次期支部学会：山形県（日臨技北日本支部医学検査学会 第 8 回）PR コーナー
　「1Fホール展示会場」内に設置いたします。

８．書籍販売コーナー
　「4Fロビー」内に設置いたします。丸善雄松堂株式会社様による書籍販売があります。

９．学会本部
　平成 30 年度日臨技北日本支部医学検査学会（第 7回）事務局は「３F和室」に設置いたします。

Ⅳ．追加発表、質疑応答について

Ⅴ．学会場案内



平成 30 年度日本臨床衛生検査技師会北日本支部医学検査学会（第 7回） 日程表

会場名 PC受付 クローク 第1会場 第2会場 第3会場

部屋名 2Fホール 2F展示室 大ホール 3F小会議室 4F小会議室

10:30～10:40　開会式

10:45～11:45
一般演題　生理

1～6

13:10～14:10
一般演題　生理

7～12

13:10～14:20
一般演題　臨床化学

34～40

13:10～14:20
一般演題　細胞・病理

57～63

15:40～17:10
教育カンファレンス1
「輸血検査24時！

～スマホを用いたケースカンファレンス～」

15:40～17:10
教育カンファレンス2

「細胞診断へのアプローチ
～Webアンケートシステムを利用して～」

14:30～15:30
公開講演

「現役脳外科医が伝える『脳卒中と
認知症から身を守る』コツとは？」

15:50～16:50
学会企画

「改正法等から読み解く
今後の精度管理について」

17:20～18:00
学会式典

PC
受付
10：00～

16：00

クローク
受付
10：00～

18：00

11 月 10日（土）　1日目　10：00受付開始

18:30 ～ 20:30　情報交換会　　場所：ホテルクラウンパレス青森　2階　奥入瀬

10:45～11:45
一般演題　輸血
24～29

10:45～11:25
一般演題　一般
41～44

12:00～13:00
ランチョンセミナー1

ニットーボーメディカル株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー2

アイ･エル･ジャパン株式会社

会場名 PC受付 クローク 第1会場 第2会場 第3会場

部屋名 2Fホール 2F展示室 大ホール 3F小会議室 4F小会議室

8:40～9:40
一般演題　生理
13～18

9:50～11:20
教育セミナー1

「エコーガイドラインから
学ぶポイントとピットホール」

9:50～11:20
若手実行委員企画

「技師たちはどう生きるか
～若手とベテランに聞いた
検査室のこれから～」

11:30～12:30
ランチョンセミナー6
東ソー株式会社

11:30～12:30
ランチョンセミナー7
日本光電工業株式会社

12:40～13:40
教育講演1

「在宅医療における輸血療法について」

12:40～13:40
教育講演2

「子宮癌の最近の話題」

13:50～14:10
一般演題　病理
64～65

13:50～14:50
一般演題　一般・血液

51～56

12:40～13:40
日臨技企画講演

「日臨技を新生させ、未来を拓く」
「医療法等の一部改正における日臨技対応について」

15:00～15:10　閉会式

PC
受付
8：10～

14：00

クローク
受付
8：10～

15：30

11 月 11日（日）　2日目　8：10受付開始

8:40～9:40
一般演題　遺伝子・病理

66～71

8:40～9:20
一般演題　輸血
30～33

9:50～10:50
特別講演

「チーム医療における
臨床検査技師の法的地位について」

13:50～14:20

「日臨技法改正について（仮）」



第4会場 第5会場 第6会場 機器展示

4F中会議室 5F大会議室（国道側） 5F大会議室（海側） 2Fロビー

2Fロビー

10:45～11:45
一般演題　血液
72～77

13:10～14:20
一般演題

管理運営・チーム医療
95～101

13:10～14:00
一般演題　血液
78～82

14:10～15:40
　学生フォーラム
「将来なりたいのは

どんな臨床検査技師ですか？」

15:50～17:20
R-CPC

「ドキドキするR-CPC
～一般検査から何をどこまで伝えられるか～」

13:10～14:20
一般演題

微生物・公衆衛生
102～108

14:30～15:30
日本臨床検査自動化学会共催セミナー
「自動採血ロボットへの挑戦」

15:40～17:10
シンポジウム

「こう考えて、こう伝える
～医療コミュニケーション・接遇と安全～」

10:45～11:45
一般演題

免疫血清・教育・管理運営
89～94

10:45～11:45
一般演題　微生物
109～114 11:00～17:00

機器・試薬展示発表会

12:00～13:00
ランチョンセミナー4

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー3
積水メディカル株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー5

アボットジャパン株式会社

第4会場 第5会場 第6会場 機器展示

4F中会議室 5F大会議室（国道側） 5F大会議室（海側）

8:40～9:40
一般演題　血液
83～88

8:40～9:40
一般演題　一般
45～50

8:40～9:40
一般演題　微生物
121～126 9:00～14:00

機器・試薬展示発表会

9:50～11:20
教育セミナー3

「Webフォトサーベイに参加して
尿中細胞の鑑別方法を学ぼう」

11:30～12:30
ランチョンセミナー9

株式会社日立ハイテクノロジーズ

11:30～12:30
ランチョンセミナー10

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

12:40～13:40
教育講演4

「内分泌学的検査　解釈のコツ」

12:40～13:40
教育講演5

「POCTの市民への拡散は
医療スタイルを変えるのか？」

9:50～11:20
教育セミナー2
「芽球を学ぼう！

～見方と報告の仕方～」

11:30～12:30
ランチョンセミナー8
シスメックス株式会社

12:40～13:40
教育講演3

「今さら聞けない心電図
～波形判読を楽しもう～」

13:50～14:40
一般演題　生理
19～23

13:50～14:50
一般演題　微生物
115～120

13:50～14:50
一般演題　微生物
127～132

9:50～11:20
教育カンファレンス3

「中小病院での抗菌薬適正使用支援に
おける検査室の取り組みについて考える」



会場への交通案内

リンクステーション青森

情報交換会 会場
ホテルクラウンパレス青森

青森ベイブリッジ

文化会館前バス停

JR 接続列車をご利用の場合

青
森
駅

リ
ン
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
青
森

リ
ン
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
青
森

青
森
駅

新
青
森
駅

新
青
森
駅

JR 新青森駅から JR 青森駅へ

「青森駅」行き乗車。青森駅行きの乗車券をお求めいただく
か、青森駅まで通しの乗車券があれば、全ての列車（特急
は自由席のみ）をご利用になれます。

「青森駅前」行き乗車。 
(所要時間 約 20 分 310 円)

路線バスをご利用の場合

JR 新青森駅（南口）
市営バス１番乗り場

各路線に乗車。
（所要時間約10分 190円） 
※すべての路線が、「文化
　会館前」に停留します。

JR 青森駅正面口（東口）
市営バス２番乗り場

飛行機をご利用の場合

青
森
駅

青
森
空
港

青
森
中
央
I .C

（連絡バス）青森空港 JR バス４番乗り場

「青森駅前」行き乗車。 「青森駅前」停留所下車
(所要時間 約 35 分 700 円 )

( 所要時間 約 20 分 )
※当施設の地下駐車場が満車の場合は近隣駐車場をご利用  
　ください。
※詳しくはHPにてご確認ください。

東北自動車道をご利用の場合
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展示会場案内図
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機器・試薬展示出展社一覧

富士レビオ株式会社

日水製薬株式会社

東ソー株式会社

株式会社 LSI メディエンス

小林クリエイト株式会社

株式会社テクノメディカ

株式会社日立製作所

アイ・エル・ジャパン株式会社

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社

積水メディカル株式会社

株式会社エイアンドティー

栄研化学株式会社

シスメックス株式会社

ラジオメーター株式会社

富士フイルム和光純薬株式会社

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

株式会社ミズホメディー

協和メデックス株式会社

株式会社アイディエス

アルフレッサファーマ株式会社

アリーアメディカル株式会社

アークレイマーケティング株式会社

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

ニプロ株式会社

ビオメリュー・ジャパン株式会社

日本光電工業株式会社

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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展示・ドリンクコーナー：　4F　東洋羽毛北部販売株式会社（提供）

免疫発光測定装置 ルミパルス L2400 1 式 および パンフレット

全自動迅速同定感受性測定装置　ライサス S4

全自動化学発光酵素免疫測定装置AIA-CL1200

小型免疫装置および凝固機器、パンフレット類

採血管準備装置、採血業務支援システム

血液分注機実機展示

全自動輸血検査機器　オーソVISION

血液凝固自動分析装置、蛋白分析装置、デンシトメトリー分析装置

全自動血球分析装置、全自動尿中有形成分分析装置

尿中有形成分分析装置Atellica　UAS800＋企業紹介ビデオ

イムノリーダー　スマートジーン

検体検査システム LAVOWARE

全自動便尿分析装置 AA01 

輸血機器の映像上映　輸血検査用遠心機・恒温機

乾式臨床化学分析装置「ニプロスタットストリップ」の展示

全自動遺伝子解析装置「Film Array」

統合型生理検査システム Prime Vita Plus

会社名 展示内容

臨床検査情報システム、全自動糖分析装置１台、
血液凝固分析装置１台

採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID、
採血業務支援システムAssist More、RFID 検体情報統括管理システム TRIPS

血液ガスシステム ABL90
移動式免疫蛍光分析装置 AQT90

尿定性分析装置US-3500 およびUS-1200、
全自動グリコヘモグロビン 分析計HLC-723 G11

トキシノメーターＭＴ-6500、
ドライケムＩＭＭＵＮ０　ＡＧ２

糖尿病検査項目自動分析装置　DM-JACK Ex+、
グリコヘモグロビン分析装置A1c iGear Quick K

Alere リーダー（BinaxNOW肺炎球菌読み取り装置）、
C.DIFF QUIK CHEK コンプリート関連情報、その他製品資料
グリコヘモグロビン測定装置、
蛍光免疫分析装置（インフルエンザ測定試薬）

血液ガス分析装置GEMプレミア 5000
血液凝固分析装置 ACL TOP 550 CTS

展示位置順



特別企画一覧

◆ 公 開 講 演

◆ 特 別 講 演

◆ 教 育 講 演

◆ Reversed Clinicopathological Conference（R-CPC）

11 月 10 日（土）14：30 ～ 15：30　　第１会場（1F 大ホール）

現役脳外科医が伝える「脳卒中と認知症から身を守るコツ」とは？
講師：畑山　　徹　　　水戸ブレインハートセンター　院長
座長：齋藤　浩治　　　学会長

11 月 11 日（日）9：50 ～ 10：50　　第 2 会場（3F 小会議室）

チーム医療における臨床検査技師の法的地位について
講師：墨岡　　亮　　　仁邦法律事務所　弁護士
座長：石山　雅大　　　実行委員長

１．輸血　　11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40　　第 2 会場（3F 小会議室）

在宅医療における輸血療法について
講師：北澤　淳一　　　青森県立中央病院　臨床検査部　部長
座長：津嶋　里奈　　　青森市民病院　臨床検査部

２．病理　　11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40　　第３会場（4F 小会議室）

子宮癌の最近の話題
講師：渡邉　　純　　　弘前大学大学院保健学研究科　生体検査学領域　教授
座長：加井　丈治　　　公立藤田総合病院　臨床検査室

11 月 10 日（土）15：50 ～ 17：20　　第 4 会場（4F 中会議室）

ドキドキする R-CPC　～一般検査から何をどこまで伝えられるか～
症例解説・提示：
　　　　　油野　友二　　　北陸大学医療保健学部医療技術学科　教授
症例提示：阿部　紀恵　　　八戸赤十字病院　医療技術部　検査技術課
　　　　　金沢　聖美　　　東北大学病院　診療技術部　検査部門
座長：　　石山　雅大　　　実行委員長



◆ 教育カンファレンス

１．輸血　　11 月 10 日（土）15：40 ～ 17：10　　第 2 会場（3F 小会議室）

輸血検査 24 時！　～スマホを用いたケースカンファレンス～
パネリスト：
　　　岩橋　隆之　　　東北労災病院　中央検査部
　　　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
　　　渡部　和也　　　福島県立医科大学会津医療センター　臨床検査部　
座長：坂本　　忍　　　独立行政法人　労働者健康安全機構　青森労災病院　中央検査部
　　　津嶋　里奈　　　青森市民病院　臨床検査部

３．生理　　11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40　　第 4 会場（4F 中会議室）

今さら聞けない心電図　～波形判読を楽しもう～
講師：高久田美江　　　一般財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病院　臨床検査部　
座長：一戸香都江　　　青森慈恵会病院　臨床検査科　

４．生物化学　　11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40　　第 5 会場（5F 大会議室）

内分泌学的検査　解釈のコツ
講師：二川原　健　　　つがる総合病院　副院長
座長：鰐田ひとみ　　　つがる総合病院　臨床検査部

５．感染制御　　11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40　　第 6 会場（5F 大会議室）

POCT の市民への拡散は医療スタイルを変えるのか？
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：福元　達也　　　北海道大学病院　検査・輸血部　　

２．病理・細胞　　11 月 10 日（土）15：40 ～ 17：10　　第 3 会場（4F 小会議室）

細胞診断へのアプローチ　～ Web アンケートシステムを活用して～
出題・解説者：
１）婦人科：　八木橋祐弥　　　青森市民病院　臨床検査部
２）泌尿器：　柳沢佳代子　　　八戸赤十字病院　医療技術部　検査技術課
３）消化器：　熊谷　直哉　　　弘前大学医学部附属病院　病理部
４）脳脊髄液：及川　颯大　　　弘前市立病院　臨床検査科
司会：
１）婦人科・泌尿器担当：
　　　　　　　今川　　誠　　　国家公務員共済組会連合会KKR札幌医療センター　病理診断科
　　　　　　　浅利　智幸　　　秋田赤十字病院　病理部



◆ 教 育 セ ミ ナ ー

２）消化器・脳脊髄液担当：
　　　　　　　佐藤　正樹　　　東北医科薬科大学病院　病理部
　　　　　　　夛田　耕一　　　山形市立病院済生館　臨床検査室

３．感染制御　　11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20　　第 6 会場（5F 大会議室）

中小病院での抗菌薬適正使用支援における検査室の取り組みについて考える
座長：豊川　真弘　　　福島県立医科大学新医療系学部　設置準備室　教授
１）当院のAST（Antimicrobial	Stewardship	Team）活動について～臨床検査技師の立場から～
　　　　講師：佐藤　貴美　　　東北大学病院　診療技術部　検査部門
２）細菌検査担当技師でなくても解る！抗菌薬適正使用に役立つ細菌検査データの読み方
　　　　講師：高橋　俊司　　　市立札幌病院　検査部

１．生理　　  11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20　　第 1 会場（1F 大ホール）

エコーガイドラインから学ぶポイントとピットホール
講師：
１）心エコー領域　　　：藤田　雅史　　　みやぎ県南中核病院　検査診療部　検査部
２）頸動脈エコー領域　：船水　康陽　　　東北大学病院　生理検査センター
３）下肢静脈エコー領域：山本　哲也　　　埼玉医科大学国際医療センター　中央検査部
座長：田嶋　育子　　　青森県立中央病院　臨床検査部

２．血液　　11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20　　第 4 会場（4F 中会議室）

芽球を学ぼう！　～見方と報告の仕方～
講師：阿部まゆみ　　　山形市立病院済生館　臨床検査室
　　　佐藤　牧子　　　山形大学医学部附属病院　検査部
　　　千葉　拓也　　　岩手医科大学附属病院　中央臨床検査部　
座長：菅原　新吾　　　東北大学病院　診療技術部　検査部門
　　　櫛引美穂子　　　弘前大学医学部附属病院　検査部

３．一般　　11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20　　第 5 会場（5F 大会議室）

Web フォトサーベイに参加して尿中細胞の鑑別方法を学ぼう
講師：高杉　洋子　　　公益財団法人　鷹揚郷腎研究所弘前病院　臨床検査部
　　　小野　篤史　　　済生会新潟第二病院　臨床検査科
　　　坂牛　省二　　　平内町国民健康保険平内中央病院　臨床検査科
座長：高杉　洋子　　　公益財団法人　鷹揚郷腎研究所弘前病院　臨床検査部



◆ シンポジウム

 11 月 10 日（土）15：40 ～ 17：10　　第 5 会場（5F 大会議室）

こう考えて、こう伝える　～医療コミュニケーション・接遇と安全～
シンポジスト：
　　　鈴木　克治　　　青森県立中央病院　メンタルヘルス科　部長
　　　大河原侑司　　　さいたま赤十字病院　放射線部
　　　佐々木　昇　　　盛岡市立病院　接遇向上委員会副委員長
　　　新山　聖子　　　青森市民病院　臨床検査部
進行：野坂　亨治　　　青森市民病院　臨床検査部
　　　新山　聖子　　　青森市民病院　臨床検査部

◆ 若手実行委員企画

11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20　　第 3 会場（4F 小会議室）

技師たちはどう生きるか　～若手とベテランに聞いた検査室のこれから～
実行委員：
　　　秋山　怜美　　　八戸市立市民病院　臨床検査科
　　　阿部　紀恵　　　八戸赤十字病院　医療技術部　検査技術課
　　　及川　颯大　　　弘前市立病院　臨床検査科
　　　熊谷　有純　　　むつ総合病院　中央検査科
　　　佐藤　拓弥　　　弘前市医師会健診センター　検査課
　　　須藤　章裕　　　鯵ヶ沢病院　検査科
　　　岡嶋美紗子　　　三沢市立三沢病院　中央検査室
　　　高正　則幸　　　あおもり協立病院　臨床検査科
　　　長尾　祥史　　　弘前大学医学部附属病院　検査部
　　　野呂　美鈴　　　つがる総合病院　臨床検査部
　　　畑中　理紗　　　むつ総合病院　中央検査科
　　　前山　宏太　　　十和田市立中央病院　臨床検査科
　　　三上　悠輔　　　青森市民病院　臨床検査部



◆ 学 会 企 画

11 月 10 日（土）15：50 ～ 16：50　　第 1 会場（1F 大ホール）

改正法等から読み解く今後の精度管理について　
　　　　－ “ 精度管理 ” 時代から “ 品質保証 ” 時代へ－
講師：滝野　　寿　　　一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会　専務理事
座長：齋藤　浩治　　　学会長
　　

◆ 日臨技企画

１．日臨技企画講演　　11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40　　第１会場（1F 大ホール）
座長：齋藤　浩治　　　学会長

日臨技を新生させ、未来を拓く　
　　　－平成 30・31 年度日臨技事業展開（優先課題）－
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

医療法等の一部改正における日臨技対応について
講師：滝野　　寿　　　一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会　専務理事

２．学生フォーラム　　11 月 10 日（土）14：10 ～ 15：40　　第 4 会場（4F 中会議室）

将来なりたいのはどんな臨床検査技師ですか？
司会進行：
　　　藤巻　慎一　　　東北大学病院　診療技術部　検査部門　
　　　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
学生：高森　美里　　　東北大学医学部保健学科　検査技術科学専攻　４年
　　　林　　百音　　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻　４年
　　　齋藤　真帆　　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻　４年
　　　久保田　萌　　　福島県立総合衛生学院　臨床検査学科　１年
　　　倉田　和奏　　　福島県立総合衛生学院　臨床検査学科　１年
オブザーバー：
　　　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
　　　國井　　敏　　　福島県立総合衛生学院　臨床検査学科　専門教務主任
青臨技代表：
　　　石山　雅大　　　実行委員長
日臨技講師：　　　　　「医療現場が求める臨床検査技師像」
　　　深澤　恵治　　　一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会　専務理事



◆ 日本臨床検査自動化学会共催セミナー

11 月 10 日（土）14：30 ～ 15：30　　第 5 会場（5F 大会議室）

自動採血ロボットへの挑戦
講師：笹川　和彦　　　弘前大学　大学院理工学研究科　附属医用システム想像フロンティア　教授
座長：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

日臨技北日本支部医学検査学会（第 7 回）式典

◆ 学 会 式 典 · 表 彰

 11 月 10 日（土）17：20 ～ 18：00　第１会場（1F 大ホール）

＜ 表彰 ＞ 
「イヤホンとヘッドホン刺激による o-VEMPの比較検討」
　　　相馬　輝久　　　秋田赤十字病院
「侵襲性肺炎球菌感染症由来菌の血清型とその臨床像」
　　　奈良　昇悦　　　大館市立総合病院

「BMサブ条件を活用した異常反応の検出」
　　　柏崎　　優　　　ＪA秋田厚生連　秋田厚生医療センター



ランチョンセミナー一覧

◆１日目　11 月 10 日（土）　12：00 ～ 13：00

１．第 2 会場（3F 小会議室）

IgG4 関連疾患における臨床と診断
　～国内初の汎用自動分析装置用 IgG4 測定試薬開発を中心に～　
講師：菅野　光俊　　　信州大学医学部附属病院　臨床検査部　
座長：白田　　亨　　　山形大学医学部附属病院　検査部

２．第 3 会場（4F 小会議室）

血栓・止血検査のピットフォール
講師：野木岐実子　　　帝京大学医学部附属病院　中央検査部
座長：菊池　優子　　　秋田大学医学部附属病院　中央検査部

３．第 4 会場（4F 中会議室）　　　　　　　　　

夜間当直者と若手検査技師のための凝固検査の知っておきたい基礎知識
　～遭遇する可能性のある検査異常値とその対応を中心に～
講師：野上　里恵　　　積水メディカル株式会社　国内営業部　東北営業所　学術・技術担当　
　　　須永　宏行　　　積水メディカル株式会社　国内営業部　東北営業所　学術・技術担当
座長：橋本　幸男　　　青森労災病院　中央検査部　

４．第 5 会場（5F 大会議室）　　　　　　

代謝性骨疾患について　～ビタミン D を中心に～
講師：岩橋　伸剛　　　ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

ラボソリューション事業部マーケティング部クリニカルマーケティンググループ

５．第 6 会場（5F 大会議室）　　　

標準化された検査業務基盤構築の重要性
講師：奥山　竜平　　　アボットジャパン株式会社　診断薬・機器事業部マーケティング部
　　　　　　　　　　　プロダクトマネージャー

共催：ニットーボーメディカル株式会社

共催：アイ・エル・ジャパン株式会社

共催：積水メディカル株式会社

　共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

共催：アボットジャパン株式会社



◆２日目　11 月 11 日（日）　11：30 ～ 12：30

６．第 2 会場（3F 小会議室）

肝線維化とオートタキシン　
講師：丸尾　直子　　　東ソー株式会社　バイオサイエンス事業部　マーケティング部

７．第 3 会場（4F 小会議室）

生理検査部門システムについて
講師：松田美津子　　　福島県立医科大学附属病院　検査部　
座長：山寺　幸雄　　　福島県立医科大学附属病院　検査部　　

８．第 4 会場（4F 中会議室）

抗凝固療法を支える臨床検査の考え方・使い方
講師：家子　正裕　　　北海道医療大学歯学部内科学分野　教授　　　　　
座長：櫛引美穂子　　　弘前大学医学部附属病院　検査部

９．第 5 会場（5F 大会議室）

生化学自動分析装置のコツ
講師：井口　晃弘　　　株式会社日立ハイテクノロジーズ　アプリケーション開発部
座長：氏家　和明　　　大崎市民病院　臨床検査部　

10．第 6 会場（5F 大会議室）

心疾患バイオマーカーの最近の話題
講師：横山　知子　　　シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社　学術部学術グループ

共催：東ソー株式会社

共催：日本光電工業株式会社

共催：シスメックス株式会社

共催：株式会社日立ハイテクノロジーズ

共催：シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社



一般演題プログラム

◆第１会場（1F 大ホール） 11 月 10 日（土）

10：45　座長：藤谷　富美子（由利組合総合病院）
1　RFA治療における超音波ナビゲーションシステムの有用性

横浜　恵子　　　青森保健生活協同組合　あおもり協立病院　

13：30　座長：船水　康陽（東北大学病院）
9　超音波検査で高安動脈炎を経験した二例

相坂　瑞穂　　　青森市民病院

11：15　座長：幕田　倫子（福島県立医科大学附属病院）
4　当院における「膵がん検診」の現状

瀧澤　宏子　　　公立大学法人　福島県立医科大学会津医療センター　

13：10　座長：工藤　恵美（独立行政法人　労働者健康安全機構　青森労災病院）
7　乳腺組織に認められた急性骨髄性白血病髄外腫瘤（myeloid	sarcoma）の 1症例

佐藤　　舞　　　青森県立中央病院

2　腹部超音波検査で診断に苦慮した肝血管筋脂肪腫の一例
柳沢佳代子　　　八戸赤十字病院　

5　腫瘤様所見を呈する自己免疫性膵炎の辺縁高エコー帯について
～いわゆる capsule-like	rim に相当する所見はあるか、また膵癌との鑑別に役立つか～
阿部　武彦　　　宮城厚生協会　坂総合病院　

3　診断に苦慮した肝腫瘤の一例
松浦　史佳　　　みやぎ県南中核病院　　

6　診断に苦慮した男性下腹部嚢胞性腫瘤の１例
水戸　郁子　　　地方独立行政法人　市立秋田総合病院　

8　周術期における褥瘡エコー検査導入の取り組み
林　　理江　　　一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院

生　理

青森県

青森県

宮城県

福島県

宮城県

秋田県

青森県

福島県

青森県



◆第 2 会場（3F 小会議室） 11 月 10 日（土）

10：45　座長：小田原　聖（岩手医科大学附属病院）
24　当院における輸血後感染症検査実施率向上への取り組み

本田　昌樹　　　青森市民病院　

11：15　座長：小山内　崇将（弘前大学医学部附属病院）
27　当院で経験したBel 型の１症例

大久保亜紀子　　独立行政法人　労働者健康安全機構　青森労災病院　　

10　当院における周術期下肢静脈エコーの現状と課題
渡部さゆり　　　一般財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病院　　

11　鼠径部軟部腫瘍による二次性下肢静脈瘤の 1例
菊地　友紀　　　財団法人　厚生会　仙台厚生病院

12　浅大腿動脈の慢性完全閉塞に対する体表面エコーガイド下EVTの有用性
山岡　弘和　　　財団法人　厚生会　仙台厚生病院

25　輸血業務における I＆ A認証と ISO	15189 認定取得の重要性
星合　桂太　　　青森県立中央病院

26　ABO血液型二重確認実施率向上を目標とした青臨技の取り組み
津嶋　里奈　　　青森市民病院

28　東北大学病院におけるABO血液型検査異常判定の原因解析
岩木　啓太　　　東北大学病院　

29　血小板輸血後重篤なアレルギー反応を呈した１例
石井　沙紀　　　能代厚生医療センター

輸血・臨床化学

福島県

宮城県

宮城県

青森県

青森県

青森県

青森県

宮城県

秋田県



13：10　座長：上田　大輔（岩手医科大学附属病院）
34　好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリンキットU-NGAL・アボットの基礎的検討

新田　彬秀　　　小樽市立病院

10：45　座長：下川　波歩（岩手医科大学附属病院）
41　青森県における尿沈渣フォトサーベイの取り組み

～尿中赤血球形態における判定ポイントの検証～
高杉　洋子　　　公益財団法人鷹揚郷腎研究所　弘前病院　　

13：50　座長：梅森　祥央（札幌医科大学附属病院）
38　AIA-CL1200 を用いた CA125、CA19-9、SCC測定の基礎的検討

板倉　仁美　　　八戸市立市民病院

37　アルカリホスファターゼ測定における JSCC法・IFCC法の比較検討
後藤　好恵　　　東北大学病院

39　時間外緊急検査においてパニック値報告が有用であった症例
渡部　聖子　　　福島県立医科大学附属病院

40　新鮮血清を用いた外部精度管理調査の調査結果とその評価
菊地　　玲　　　北海道大学病院　

42　4 県共通設問尿沈渣フォトサーベイを実施して　～秋田県の新たな課題～
貝田奈津子　　　地方独立行政法人　市立秋田総合病院　

35　血糖・HbA1c 測定における更新機器の性能評価と導入効果
前山　宏太　　　十和田市立中央病院　

36　AIA- パック CL	インスリンを用いたインスリン製剤測定時の反応性に関する検討
熊谷　菜海　　　北海道大学病院　

北海道

青森県

北海道

宮城県

青森県

福島県

北海道

青森県

秋田県

◆第 3 会場（4F 小会議室） 11 月 10 日（土） 一般・細胞・病理



43　4 県共通設問で実施した尿沈渣フォトサーベイについて
小野　篤史　　　済生会　新潟第二病院　

44　4 県共通設問での尿沈渣フォトサーベイについて
～尿細管上皮細胞判別の正解率の動向～
坂牛　省二　　　平内町国民健康保険　平内中央病院　

58　当院における経気管支擦過細胞診の評価
中村　忠善　　　独立行政法人　労働者健康安全機構　青森労災病院

59　甲状腺未分化癌の１例
檜山美佐江　　　青森県立中央病院

60　甲状腺穿刺吸引細胞診検体でのセルブロック作製の有用性
戸村　弘樹　　　大崎市民病院　

62　前立腺生検を契機に発見された直腸GISTの一例
近藤　晴香　　　一般財団法人　脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

63　TAFRO症候群の一例
遠藤　輝美　　　一般財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病院

新潟県

青森県

学　生

青森県

青森県

宮城県

福島県

福島県

福島県

13：10　座長：吉田　幸司（八戸赤十字病院）
57　乳腺穿刺吸引細胞診における画像解析を用いた硬癌・小葉癌の判別分析

吾妻　優子　　　弘前大学医学部保健学科検査技術科学専攻

13：50　座長：野崎　昭浩（DPR 株式会社）
61　食道癌再発転移の治療中に細菌性心筋炎をきたして死亡した１例

加井　丈治　　　公立藤田総合病院　



◆第 4 会場（4F 中会議室） 11 月 10 日（土）

10：45　座長：小笠原　脩（弘前大学医学部附属病院）
72　臍帯血および骨髄由来造血幹細胞の造血系再構築に関する比較検証

川島健太郎　　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻　

11：15　座長：永沼　綾子（秋田大学医学部附属病院）
75　Quick-SOFAスコアの条件を満たした敗血症疑いに対するCPDの有用性

長土居和輝　　　小樽市立病院　

13：10　座長：伊東　貴美（独立行政法人　国立病院機構　仙台医療センター）
78　平均血小板成分濃度（MPC）を用いた採血管内凝固チェックの検討

結城　智嗣　　　医療法人　篠田好生会　篠田総合病院

血　液

学　生

学　生

北海道

北海道

岩手県

宮城県

山形県

福島県

福島県

73　致死量放射線暴露個体の自己造血機能回復に対する混合アロ臍帯血移植の有効性
牧　　優冶　　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻

74　多項目自動血球分析装置XN-9000 における hsAモードの基礎的検討
作田　泰宏　　　市立函館病院

76　末梢血リンパ球表面抗原検査における検体の経時変化と保存条件の検討
千葉　拓也　　　岩手医科大学附属病院

77　血液細胞観察で生じる主観の原因を探る　～認知科学的アプローチ～
菅原　新吾　　　東北大学病院

79　全自動血液凝固測定装置CS-5100 による血小板凝集能検査の基礎的検討
大槻　隼也　　　株式会社　江東微生物研究所　微研東北中央研究所

80　全自動血液凝固測定装置CS-5100 を用いた透過光血小板凝集能検査の検討
遠藤　武尊　　　福島県立医科大学附属病院



81　LPIA ジェネシスDダイマー試薬の基礎的検討
染谷　俊裕　　　岩手医科大学附属病院　

82　当院におけるD－ダイマーの傾向とその評価
照井健一郎　　　国立大学法人　弘前大学医学部附属病院　

90　当院におけるCMV抗原血症検査の状況
横田　亘弘　　　社会医療法人　北楡会　札幌北楡病院　　

93　ISO15189 認定取得への取り組み　～取り組みの効果検証～
小松　良一　　　ＪA北海道厚生連　帯広厚生病院　　

94　当院血液検査室における ISO15189取得に向けた品質マネジメントシステム
の構築

中村　浩三　　　ＪA北海道厚生連　帯広厚生病院　

91　汚染状況の『見える化』によって行動は変えられるか
～生理検査における感染教育～
木原　千明　　　八戸市立市民病院　　　

岩手県

青森県

青森県

北海道

青森県

宮城県

北海道

北海道

◆第 5 会場（5F 大会議室） 11 月 10 日（土） 免疫血清・教育・管理運営

10：45　座長：山本　沙織（津軽保健生活協同組合　健生病院）
89　検査科から発信する化学療法患者のHBV再活性化対策

前山　宏太　　　十和田市立中央病院

11：15　座長：工藤　真理子（青森県立中央病院）
92　当院における学生教育の取り組み　～プレ・ポストテストの評価～

佐々木克幸　　　東北大学病院　



◆第 5 会場（5F 大会議室）

◆第 6 会場（5F 大会議室）

11 月 10 日（土）

11 月 10 日（土）

13：10　座長：鈴木　宏（東北大学病院）
95　当院におけるパニック値報告体制の見直しと報告実施状況について

三上　悠輔　　　青森市民病院　

10：45　座長：品川　雅明（札幌医科大学附属病院）
109　当院のマイコプラズマ・百日咳の検査状況

後藤　孝則　　　秋田県厚生連　平鹿総合病院　

13：40　座長：田代　博美（八戸市立市民病院）
98　患者・職員から信頼され必要とされる開かれた検査室をめざして

阿部　美紀　　　岩手県立中央病院

管理運営・チーム医療

微生物・公衆衛生

青森県

岩手県

秋田県

岩手県

青森県

福島県

福島県

秋田県

96　パニック値の検証　年度比較
千葉　優希　　　岩手県立磐井病院

97　臨床検査統一共用基準範囲の県内導入 75％の実績について
～（一社）秋田県臨床検査技師会の取り組み～
鎌田　雅人　　　公益財団法人　秋田県総合保健事業団

99　透析導入時期予測図を用いた透析予防指導の取り組みについて
花田みさき　　　独立行政法人　労働者健康安全機構　青森労災病院

100　当院における臨床検査技師の業務支援
山田　太一　　　福島医療生活協同組合　わたり病院

101　検査科全員参加の病棟担当制
飯ヶ谷奈央子　　医療法人　養生会　かしま病院



110　当検査室における百日咳菌 LAMP法検査について
小杉　貴久　　　弘前市立病院　

111　ESBL 産生大腸菌における POT法の有用性
岩崎　澄央　　　北海道大学病院

113　MALDI-TOF	MS を用いた黄色ブドウ球菌における PSM-mec ペプチド
の検出
井上　文緒　　　国立大学法人　弘前大学医学部附属病院　

114　MALDI	Biotyper による同定で Score	Value2.00 以上の結果に含まれる
複数菌種の解析
須田那津美　　　地方独立行政法人　宮城県立こども病院　

103　弘前市周辺の河川等の水系における細菌の検出
工藤　美里　　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻

104　青森県内に生息するマダニの病原体保有状況
山屋　理樹　　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻　

105　環境由来Balamuthia　mandrillaris に内在する細菌の同定	
齋藤　真帆　　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻

青森県

北海道

青森県

青森県

宮城県

学　生

学　生

学　生

学　生

11：15　座長：勝見　真琴（東北大学病院）
112　MRSA分離状況と POT検査結果について

古里　聡子　　　青森県立中央病院　

13：10　座長：小杉　貴久（弘前市立病院）
102　下痢症患者由来大腸菌の検出に関する検討

吉岡　　翔　　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻　



13：50　座長：加藤　純（由利組合総合病院）
106　当院におけるCandida 属の薬剤感受性

～Candidemia 患者の臨床背景と治療状況を中心に～
石藤　宥人　　　八戸市立市民病院

8：40　座長：風間　知之（山形大学医学部附属病院）
13　心エコー検査で壁肥厚を呈した心サルコイドーシスの 1症例

今　　雅子　　　青森県立中央病院

9：10　座長：平賀悠里江（岩手医科大学附属病院）
16　胎児心臓スクリーニング検査における検出率向上にむけての検討

櫛引　　望　　　三沢市立三沢病院

青森県

青森県

岩手県

青森県

青森県

宮城県

青森県

青森県

宮城県

107　八戸赤十字病院と八戸市立市民病院における抗酸菌検出状況について
工藤　麻華　　　八戸赤十字病院

108　Clostridium	dif		cile 感染症（CDI）のMN基準を用いた重症度判定
下川真希枝　　　岩手県立磐井病院　

14　心エコーを契機に診断された原発性アミロイドーシスの 1例
飯田　真悠　　　国立大学法人　弘前大学医学部附属病院

15　脳梗塞発症を契機に三心房心を診断できた一例
工藤　仁美　　　仙台市立病院

17　当院での地域連携における胎児エコーの成績検討
千代谷裕子　　　青森市民病院

18　呼吸機能検査直前に患者の異変に気付き、脳出血拡大を防げた事例
情野　千文　　　東北大学病院

◆第１会場（1F 大ホール） 11 月 11 日（日） 生　理



◆第 2 会場（3F 小会議室） 11 月 11 日（日） 輸血・病理

山形県

福島県

秋田県

秋田県

宮城県

福島県

8：40　座長：雫石　宏美（八戸赤十字病院）
30　臨床検査部の内から外へ　～輸血部門編～

八矢　幸大　　　社会福祉法人　恩賜財団済生会　山形済生病院

13：50　座長：浅利　智幸（秋田赤十字病院）
64　鍍銀染色　渡辺法と岡本法の比較

村山　晴喜　　　公立刈田綜合病院　

31　臨床検査技師による血液製剤搬送の効果と課題
佐竹　奏一　　　一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院

65　リンパ腫におけるCD80、CD86 と CTLA-4 発現の免疫組織化学的検討
佐藤　　崇　　　公立大学法人　福島県立医科大学会津医療センター

33　検査科・産科・麻酔科・小児科合同産科危機的出血への対応シミュレー
ションを実施して
佐藤由里子　　　大曲厚生医療センター　

32　「赤血球不規則抗体保有カード」発行開始による輸血療法に対する意識
向上効果について
佐々木俊一　　　秋田県厚生連　平鹿総合病院　



◆第 3 会場（4F 小会議室）　

◆第 3 会場（4F 小会議室）　

11 月 11 日（日）

11 月 11 日（日）

8：40　座長：竹内　美華（地方独立行政法人宮城県立病院機構　宮城県立がんセンター）
66　非アルコール性脂肪性肝炎を発症した肝臓構成細胞における遺伝子発現の特徴

加藤　弓子　　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻

9：10　座長：丹治　広彰（一般社団法人大原記念財団　大原綜合病院）
69　CT	ガイド下生検採取時の精度管理について

高橋　一博　　　岩手県立中央病院

13：50　座長：松雪　咲身（長岡赤十字病院）
51　全自動尿中有形成分分析装置UF-5000 における体腔液細胞測定の検討

四釜　佳子　　　国立大学法人　弘前大学医学部附属病院　

遺伝子・病理

一般・血液

学　生

学　生

宮城県

岩手県

北海道

青森県

青森県

北海道

67　非アルコール性脂肪性肝炎の新規バイオマーカーとしての血清中マイクロ
RNAの探索
林　　百音　　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻

68　M1 に対する造血幹細胞移植後の異性間 FISH 法にてドナー由来の
XX/XYが認められた 1症例
安　久美子　　　東北大学病院　

70　北海道における calretinin 染色サーベイ報告
小山内翔祐　　　医療法人　王子総合病院　

71　当院における病理検体取り違え防止策について
長谷川多紀子　　青森市民病院　

52　UF-5000 における尿中赤血球形態確認方法としてのUD-10 の有用性検証
阿部　優香　　　社会福祉法人　北海道社会事業協会　帯広病院　　



53　尿蛋白試験紙と尿中BJP との反応性の検討
髙野　康之　　　青森県立中央病院　　 青森県

山形県

岩手県

青森県

北海道

宮城県

青森県

福島県

福島県

14：20　座長：植木　哲也（山形県河北病院）
54　皮膚病変を伴わない芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の一例

古澤　絵美　　　山形市立病院　済生館

8：40　座長：菅野　喜久子（福島県立医科大学附属病院）
83　診断に苦慮した形質細胞白血病の 1症例

後藤　裕太　　　ＪA北海道厚生連　帯広厚生病院　

9：10　座長：平井　直人（JA 福島厚生連　坂下厚生総合病院）
86　Major	BCR-ABL 陽性急性白血病 3症例について

鈴木　沙織　　　公立大学法人　福島県立医科大学会津医療センター　

55　DLBCL 治療後に発症した芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍（BPDCN）の一症例
境谷　真悟　　　盛岡赤十字病院　

84　院内遺伝子検査が確定診断に有用であったHairy	cell	Leukemia の一例
加賀　淑子　　　地方独立行政法人　宮城県立病院機構　宮城県立がんセンター

85　骨髄検査から見出された肥満細胞性白血病の 1症例
寺嶋　　駿　　　青森県立中央病院　

87　当院で経験したAML-cuplike の 3 症例
坂内沙耶佳　　　一般財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病院　　

56　末梢血と骨髄穿刺液に異常リンパ球の出現をみたALK陰性未分化大細胞
リンパ腫の一例
東谷　彩香　　　八戸赤十字病院　

◆第 4 会場（4F 中会議室） 11 月 11 日（日） 血　液



◆第 4 会場（4F 中会議室）　

◆第 5 会場（5F 大会議室）　

11 月 11 日（日）

11 月 11 日（日）

13：50　座長：佐藤　貴光（仙台市立病院）
19　当院の心房細動患者に対する抗血栓療法の介入状況

赤城　真央　　　市立函館病院

 8：40　座長：鈴木　富美代（整友会弘前記念病院）
45　尿沈渣中にマルベリー小体が見られた 2症例

河合　裕美　　　福島県立医科大学附属病院　

生　理

一般・微生物

岩手県

北海道

北海道

福島県

福島県

宮城県

福島県

北海道

青森県

20　上肢刺激 SEPの刺激方法の検討　～複数神経刺激に関して～
小野　誠司　　　医療法人社団　研仁会　北海道脳神経外科記念病院

21　神経伝導速度検査による正中神経遠位運動潜時と 2L-INT法の比較
武田　里彩　　　一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院

22　脳波にて周期性同期発射（PSD）がみられた 2症例
品田　佳位　　　太田綜合病院附属太田熱海病院

23　慢性頭蓋内脳波記録が重複病理を疑った後頭葉てんかんの診断に寄与した一例
櫻庭　理絵　　　東北大学病院　

46　尿沈渣を契機に血尿を伴わない膀胱癌が発見された 1症例
伊藤　敦巳　　　旭川医科大学病院　

47　腎原発小細胞癌の 1例
石鳥　純子　　　青森県立中央病院　

88　若年性骨髄単球性白血病（JMML）の一症例
工藤沙耶香　　　岩手医科大学附属病院　



宮城県

宮城県

宮城県

福島県

宮城県

宮城県

青森県

北海道

宮城県

9：10　座長：渡曾　通宜（地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院）
48　小児の尿沈渣中に薬物結晶を認めた一症例

金沢　聖美　　　東北大学病院　

13：50　座長：小池　祐史（北海道旅客鉄道株式会社　JR 札幌病院）
115　当院におけるCRE（KPC型）アウトブレイクについて

	大内　綾乃　　　一般財団法人　脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　

14：20　座長：遠藤　謙太郎（岩手医科大学附属病院）
118　繰り返すMRSA菌血症の治療中にVISAを検出した１症例

金澤　雄大　　　八戸市立市民病院　

49　組織懸濁液を使用した表面マーカー検索が診療の一助となった一症例
岩木　由紀　　　東北大学病院

50　髄液中に好酸球増多を伴った脊髄炎の 1例
白井　竜二　　　仙台市立病院　

116　カルバペネマーゼ鑑別ディスク Plus の有用性の評価
羽島　房子　　　東北大学病院

119　長期間検出されたChryseobacterium	indologenes の一症例
越崎　祐輔　　　ＪA北海道厚生連　帯広厚生病院　

120　Aggregatibacter	actinomycetemcomitans による動脈瘤を合併した感染性
心内膜炎の一例
鈴木　靖子　　　みやぎ県南中核病院

117　多剤耐性緑膿菌のブレイクポイントチェッカーボードによるスコアリング
システムの評価

舛甚　　満　　　東北大学病院



◆第 6 会場（5F 大会議室）　11 月 11 日（日）

8：40 座長：菊池　重寿（株式会社江東微生物研究所　微研東北中央研究所）
121　当院におけるインフルエンザ検査の検体採取への取り組みと実施状況

澤谷　泰子　　　青森市民病院

9：10　座長：千味　和宏（済生会新潟第二病院）
124　当院の細菌検査室における内部精度管理について

齋藤　峻平　　　ＪA北海道厚生連　帯広厚生病院　

13：50　座長：太田　玲子（山形大学医学部附属病院）
127　グラム染色像より推定し得たAspergillus	niger による鼻副鼻腔アスペル

ギルス症の一例
藤田　佳奈　　　市立旭川病院　

微生物

青森県

宮城県

青森県

北海道

宮城県

北海道

北海道

宮城県

青森県

122　小児病院における血液培養の迅速報告に関する検討
～質量分析器を用いた直接同定の有用性～
中村　一樹　　　地方独立行政法人　宮城県立こども病院　

123　当院における血液培養結果報告後の抗菌化学療法に関する解析
木村　正彦　　　国立大学法人　弘前大学医学部附属病院　

125　宮城県におけるアンチバイオグラム作成に関するアンケート調査
須田那津美　　　地方独立行政法人　宮城県立こども病院

126　北臨技微生物部門		平成 30 年第 2回微生物フォトサーベイ報告
小池　祐史　　　北海道旅客鉄道株式会社　ＪR札幌病院　

128　喀痰から分離された Exophiala dermatitidis の一例
深澤　純二　　　地方独立行政法人　宮城県立病院機構　宮城県立がんセンター

129　喀痰より分離された Bordetella bronchiseptica	の一例
田村　栄子　　　株式会社 LSI メディエンス　青森市医師会臨床検査センター



秋田県

福島県

北海道

14：20　座長：堀内　弘子（八戸市立市民病院）
130　血液培養からDesulfovibrio 属菌が分離された一例

岩谷　麻由　　　秋田大学医学部附属病院

131　血液培養より検出されたStreptobacillus	moniliformis による鼠咬症の一例
鈴木　博子　　　一般財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病院

132　血液培養からHelicobacter	cinaedi を分離した 8症例について
藤田　佳奈　　　市立旭川病院　　



一般演題座長一覧
第１日目　11 月 10 日（土）

第２日目　11 月 11 日（日）

会　場 部　門 演題番号 担当時間 氏　名 施設名

第１会場 生理 1～ 3 10：45 ～ 11：15 藤　谷　富美子 由利組合総合病院

第１会場 生理 4～ 6 11：15 ～ 11：45 幕　田　倫　子 福島県立医科大学附属病院

第１会場 生理 7～ 8 13：10 ～ 13：30 工　藤　恵　美 独立行政法人　労働者健康安全機構　青森労災病院

第１会場 生理 9～ 12 13：30 ～ 14：10 船　水　康　陽 東北大学病院

第 2会場 輸血 24 ～ 26 10：45 ～ 11：15 小田原　　　聖 岩手医科大学附属病院

第 2会場 輸血 27 ～ 29 11：15 ～ 11：45 小山内　　崇将 弘前大学医学部附属病院

第 2会場 臨床化学 34 ～ 37 13：10 ～ 13：50 上　田　大　輔 岩手医科大学附属病院

第 2会場 臨床化学 38 ～ 40 13：50 ～ 14：20 梅　森　祥　央 札幌医科大学附属病院

第 3会場 一般 41 ～ 44 10：45 ～ 11：25 下　川　波　歩 岩手医科大学附属病院

第 3会場 細胞 57 ～ 60 13：10 ～ 13：50 吉　田　幸　司 八戸赤十字病院

第 3会場 病理 61 ～ 63 13：50 ～ 14：20 野　崎　昭　浩 DPR株式会社

第 4会場 血液 72 ～ 74 10：45 ～ 11：15 小笠原　　　脩 弘前大学医学部附属病院

第 4会場 血液 75 ～ 77 11：15 ～ 11：45 永　沼　綾　子 秋田大学医学部附属病院

第 4会場 血液 78 ～ 82 13：10 ～ 14：00 伊　東　貴　美 独立行政法人　国立病院機構　仙台医療センター

第 5会場 免疫血清・教育 89 ～ 91 10：45 ～ 11：15 山　本　沙　織 津軽保健生活協同組合　健生病院

第 5会場 教育・管理運営 92 ～ 94 11：15 ～ 11：45 工　藤　真理子 青森県立中央病院

第 5会場 管理運営 95 ～ 97 13：10 ～ 13：40 鈴　木　　　宏 東北大学病院

第 5会場 管理運営・チーム医療 98 ～ 101 13：40 ～ 14：20 田　代　博　美 八戸市立市民病院

第 6会場 微生物 109 ～ 111 10：45 ～ 11：15 品　川　雅　明 札幌医科大学附属病院

第 6会場 微生物 112 ～ 114 11：15 ～ 11：45 勝　見　真　琴 東北大学病院

第 6会場 微生物・公衆衛生 102 ～ 105 13：10 ～ 13：50 小　杉　貴　久 弘前市立病院

第 6会場 微生物 106 ～ 108 13：50 ～ 14：20 加　藤　　　純 由利組合総合病院

会　場 部　門 演題番号 担当時間 氏　名 施設名

第１会場 生理 13 ～ 15 8：40 ～ 9：10 風　間　知　之 山形大学医学部附属病院

第１会場 生理 16 ～ 18 9：10 ～ 9：40 平　賀　悠里江 岩手医科大学附属病院

第 2会場 輸血 30 ～ 33 8：40 ～ 9：20 雫　石　宏　美 八戸赤十字病院

第 2会場 病理 64 ～ 65 13：50 ～ 14：10 浅　利　智　幸 秋田赤十字病院

第 3会場 遺伝子 66 ～ 68 8：40 ～ 9：10 竹　内　美　華 地方独立行政法人　宮城県立病院機構　宮城県立がんセンター

第 3会場 病理 69 ～ 71 9：10 ～ 9：40 丹　治　広　彰 一般財団法人　大原記念財団　大原綜合病院

第 3会場 一般 51 ～ 53 13：50 ～ 14：20 松　雪　咲　身 長岡赤十字病院

第 3会場 血液 54 ～ 56 14：20 ～ 14：50 植　木　哲　也 山形県立河北病院

第 4会場 血液 83 ～ 85 8：40 ～ 9：10 菅　野　喜久子 福島県立医科大学附属病院

第 4会場 血液 86 ～ 88 9：10 ～ 9：40 平　井　直　人 JA福島厚生連　坂下厚生総合病院

第 4会場 生理 19 ～ 23 13：50 ～ 14：40 佐　藤　貴　光 仙台市立病院

第 5会場 一般 45 ～ 47 8：40 ～ 9：10 鈴　木　富美代 整友会　弘前記念病院

第 5会場 一般 48 ～ 50 9：10 ～ 9：40 渡　曾　通　宜 地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院

第 5会場 微生物 115 ～ 117 13：50 ～ 14：20 小　池　祐　史 北海道旅客鉄道株式会社　JR札幌病院

第 5会場 微生物 118 ～ 120 14：20 ～ 14：50 遠　藤　謙太郎 岩手医科大学附属病院

第 6会場 微生物 121 ～ 123 8：40 ～ 9：10 菊　池　重　寿 （株）江東微生物研究所　微研東北中央研究所

第 6会場 微生物 124 ～ 126 9：10 ～ 9：40 千　味　和　宏 済生会新潟第二病院

第 6会場 微生物 127 ～ 129 13：50 ～ 14：20 太　田　玲　子 山形大学医学部附属病院

第 6会場 微生物 130 ～ 132 14：20 ～ 14：50 堀　内　弘　子 八戸市立市民病院



特別企画抄録
公開講演
特別講演

Reversed-CPC
教育講演

教育カンファレンス
教育セミナー
シンポジウム

若手実行委員企画
学会企画

日臨技企画
日本臨床検査自動化学会共催セミナー

　　ランチョンセミナー



◇公 開 講 演  第１会場（1F 大ホール）　 11 月 10 日（土）14：30 ～ 15：30

現役脳外科医が伝える
「脳卒中と認知症から身を守るコツ」とは？

水戸ブレインハートセンター　院長
畑山　　徹

　私達は平均寿命が世界最高レベルの国に住んでいますが、かといって喜んでばかりはいられません。
厚労省発表の「健康寿命」は平均寿命より 10	年以上短いようですから、寿命とともに「不健康寿命」
が延びているとしたら大変です。特に「寝たきり」ともなれば、せっかくの人生の終盤を楽しめなく
なってしまいますから、その原因の半分以上を占める「脳卒中と認知症」から身を守ることはご自身
にとってもご家族にとってもとても大切です。私も、現役の脳外科医として日頃から脳卒中と認知症
の治療に携わっていますが、医療は進歩しているもののこの「脳卒中と認知症」は発症してしまうと
元通りに回復することが簡単ではありません。ですから、治療以上に重要なことは発症しないように
予防することで、そのためにお勧めしたい日常生活での「コツ」をそれぞれ３つずつ講演でお伝えし
ます。キーワードは脳卒中が「一酸化窒素」、認知症が「海馬」です。それぞれを「増やす」ために
はどういう方法が効果的か、一緒に考えながら試しにやってみましょう！

畑山先生のご紹介 …「シンプル」である美しさを追求する脳神経外科医師

　畑山徹先生。今でこそ水戸市の脳神経外科医として地域住民のため日夜多忙な毎日を送っているが、
元々は青森市在住である。
　学生時代を青森県で過ごし平成 11 年からは青森市民病院に勤務。平成 24 年 11 月に惜しまれなが
ら退職するまでの 13 年間、青森市周辺地域にとどまらず北海道から関東エリアの広い範囲を網羅す
る脳神経外科医師として活躍してこられた。
　専門は「顔面神経痛」に対する微小血管減圧術でアメリカピッツバーグ大学のジャネッタ教授に師
事。またTVドキュメンタリーなどで神の手を持つ男として称されるデューク大学の福島孝徳教授の
もとで修行を重ね、愛弟子と言われるほどの実力を持つ。また自ら脳神経モニタリングを数多く実施
してきたことから術中モニタリングの重要性と繊細さについても認識が深い。
　「シンプルで確実な手術を行うためには入念な準備があってこそ」を常に自負しており、それに費
やす時間は惜しまないし、同立場からコメディカルスタッフへの知識・技術の教授や術中モニタリン
グ測定の配慮など、我々にとっても良き指導者である。
　日常生活においてもシンプルの持つ美しさを追求するスタイルは何ら変わらないが、その先生がプ
レゼンテーション術の目標と定める完成形がスティーブ・ジョブズである。
　畑山徹先生の講演は、伝えたい事がシンプルに届く仕掛けが随所にあり、結果聴衆を知識の虜にし
ている。
　今回の市民公開講演は我々臨床検査技師においてもプレゼンテクニックを習得する上で必見必聴で
あり、聴講しないと絶対損をするだろう。

青森市民病院　臨床検査部
野坂　亨治



◇特 別 講 演  第 2 会場（3F 小会議室）　  11 月 11 日（日）9：50 ～ 10：50

チーム医療における臨床検査技師の法的地位について

仁邦法律事務所　弁護士
墨岡　　亮

１　臨床検査技師とは、法律上「厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師

又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫

学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者」と定義さ

れている。

　他方で、臨床検査技師の業務内容は、医師又は歯科医師の指示のもと行われる、①各種の検体検査、

②厚生労働省令で定める生理学的検査、③採血、④検体採取、と定められている。歴史的には、当初、

衛生検査技師が行っていた検体検査だけではなく、直接、患者を対象とした検査や一部の処置が可能

となっていき、徐々に臨床検査技師の行う業務範囲が広がっていった。

　現在でも、医療の進歩は目覚ましく、様々な新しい検査がうまれている。同時に、医療自体の高度

化・専門化・複雑化にともない、チーム医療の推進は必須となっている。厚労省が発表した平成 22

年 3 月 19 日「チーム医療の推進に関する検討会	報告書」では、「近年の医療技術の進歩や患者の高

齢化に伴い、各種検査に関係する業務量が増加する中、当該業務を広く実施することができる専門家

として医療現場において果たし得る役割が大きくなっている。」とされ、その後実際に、②生理学的

検査の内容が拡張し、④検体採取が認められるなど、その業務範囲は広がってきた。

　さらに今日の我が国における超高齢社会の急激な進行から、在宅医療におけるチーム医療の一環と

して、臨床検査技師の役割の重要性も指摘されている。

２　他方で、こうした業務範囲の拡大や役割の増大に伴い、医師・看護師その他医療専門職の業務と

の関係があいまいになり、その業務内容の確定と責任の所在が不明瞭となることがある。例えば、細

胞診検査や超音波検査などと（医師の行う）診断との関係、内視鏡検査における介助範囲など、臨床

検査技師はどこまでの業務及び責任を担うのかなど、法的に解釈が困難な問題が少なくない。

　また、現在では検体検査のみならず、患者を対象とした生理学的検査、さらには一定の処置が可能

となっており、従来よりも患者と接する機会が増大し、さらには一定の侵襲的な行為が可能となって

いる。こうした状況は、臨床検査技師の行為によって、患者に危害が生じることがあり、そのような

場合には、法的責任として「民事責任」「刑事責任」「行政責任」が問われ得る。また、患者と接する

ことが増加することにより、患者に対する検査や処置についての説明、トラブルが生じた場合の対応

等を身につけていく必要が生じてきている。

　こうした点を踏まえて、現在の臨床検査技師の業務に関して、法的な業務範囲及び生じ得る法的責

任の内容を中心として、具体的な事例に則して解説をしていく。



◇ Reversed Clinicopathological Conference（R-CPC）
 第 4 会場（4F 中会議室）  11 月 10 日（土）15：50 ～ 17：20　

ドキドキする R-CPC
～一般検査から何をどこまで伝えられるか～

〈症例解説・提示〉
北陸大学医療保健学部医療技術学科　教授　油野　友二

〈症例提示〉
八戸赤十字病院　医療技術部　検査技術課　阿部　紀恵
東北大学病院　診療技術部　検査部門　金沢　聖美

R-CPC では、尿ならびに体腔液の 3症例を呈示し、会場の皆様と検討したいと思います。

〈症例〉90 歳代　男性　
　　発熱にて施設より紹介入院、身長 152cm、体重 34kg

入院時検査結果

１）この患者さんの病態についてどのように推測されますか？
２）この患者さんの腎機能評価は？
３）このような症例について検査部からどのような情報発信が必要と思いますか？

臨床化学検査
AST　　  44 　IU/L
ALT　　  34  　IU/L
LDH　　 229 　IU/L
CK　　　100 　IU/L
BUN　　14.9 　mg/dL
Cr　　　0.32 　mg/dL
CysC　　0.99 　mg/L
TP　　   3.2　　　　g/dl
ALB　　 1.7　　　　g/dl
CRP　  11.68　　  　mg/dL

血液検査 
WBC　 11.7 × 103　  / μ L
RBC　  398 × 104　  / μ L
Hb　　  10.4         　g/dL
Ht　　　32.0       　  %
Plt　　  15.2 × 104　 / μ L   

尿定性検査
ｐ H　　　 7.0
比重　 　 1.015
混濁　    （2+）
蛋白　    （2+）
尿糖　    （―）
潜血　    （1+）
白血球　 （3+）
亜硝酸塩（2+）　

尿沈渣検査
白血球　100　個以上 / HPF
赤血球　5-9　個　　/ HPF
尿路上皮細胞　
　　　　1-4　個　　/ HPF
細菌　　（3+）　



◇教 育 講 演 １ 第 2 会場（3F 小会議室）　  11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40

在宅医療における輸血療法について

青森県立中央病院	臨床検査部　部長
北澤　淳一

　我が国の人口の大きな構成員でもある第 2次世界大戦後のベビーブーマー以前の世代が 75 歳以上
となる 2025 年に医療提供体制が不十分になると言われる「2025 年問題」への対応策が 6年前から進
められてきた。2025 年問題は、高齢人口増加に対応する医療提供体制の崩壊にある。そのため、厚
生労働省では、患者はできる限り在宅での医療を行える体制を整備することで、医療機能、特に急性
期病院機能、を保持する施策を進めている。
　日本輸血・細胞治療学会は、厚生労働省からの委託を受けて「日本における輸血療法の実態調査」
を実施し、我が国の輸血療法の実際を継続して評価してきた。その中で、中規模・大規模医療機関（こ
こでいう中規模・大規模医療機関の定義はそれぞれ病床数 300 床以上 499 床以下、500 床以上）の輸
血管理体制・実施体制は、厚生労働省が示した血液製剤の使用指針、輸血療法の実施に関する指針（以
下、「両指針」と略）に則り、整備が進んでいる。しかし、小規模医療機関における輸血管理体制・
実施体制は、両指針を規範とすると、不備な状況があると指摘されてきた。小規模医療機関では、両
指針に則る輸血療法を実施するにあたり、ヒト的資源に関しては圧倒的に不利である。100 床未満の
医療機関、特に診療所、では、臨床検査技師が在籍しない施設の割合が増加することから、検査に関
する項目に課題が多い。そこで、日本輸血・細胞治療学会では、平成 27 年 6 月に、ガイドライン委
員会の下部組織として小規模医療機関（在宅を含む）輸血ガイドライン策定タスクフォースを組織し
た。小規模病院、診療所、外来、在宅輸血について、輸血ガイドライン策定を目指し、活動を開始した。
　在宅医療は終末期医療と考えられていた時期もあるが、現在では様々な疾患の患者が様々な病態・
ステージで在宅医療を受けている。点滴や人工呼吸器が在宅で使われる医療はすでに確立しているが、
臨床検査技師が在宅で超音波検査を行っている施設や、生体モニターを装着し、透析中の観察や終末
期医療（看取り）に対しての遠隔医療を利用している場合もある。このように在宅における医療内容
が多様化している今、輸血療法も在宅で実施されている。容易に想像できるように、医療従事者が十
分そろっていない、医療機器がそろっていない環境、また常時観察できない環境で輸血療法が実施さ
れているが、今までは特に在宅医療に特化した輸血療法に関する指針はなく、各医療機関で工夫を凝
らして輸血を実施してきたのが実情である。
　学会で作成した在宅赤血球輸血ガイドは、厚生労働省「血液製剤使用適正化方策調査研究事業」と
して山形県合同輸血療法委員会が作成した「在宅輸血の手引き（案）」を中心として、小規模医療機
関への研究事業を実施していた東京都輸血療法研究会、石川県合同輸血療法委員会、青森県合同輸血
療法委員会、山梨県合同輸血療法委員会、福岡県合同輸血療法委員会から委員の参加を得て草案を作
成し、在宅医療関連学会からも広く意見を伺い修正し、平成 29 年 10 月に学会誌に公表した。
　ガイドを上梓してから約 1年が経過し、様々な意見交換の場を得て、改訂を目指した研究もおこな
われている。訪問看護ステーションで輸血を実施している学会認定・臨床輸血看護師、訪問診療専門
クリニックにおける輸血療法の現状、在宅医療としての輸血療法の診療報酬から見た問題点、血液専
門医・輸血認定医が実施している遠隔医療システムを応用した輸血療法など、議論が深まってきた。
在宅医療も含めた小規模医療機関の輸血療法の問題点を解決する方策を検討するための厚生労働科研
も始まり、厚労省も力を入れ始めている。
　本講演では最近の在宅輸血や小規模医療機関の輸血の課題を示し、臨床検査技師とともにどのよう
に貢献していくか、その方向性を考えたい。



◇教 育 講 演 ２ 第３会場（4F 小会議室）　 11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40

　子宮癌の最近の話題

弘前大学大学院保健学研究科　生体検査学領域　教授	
渡邉　 純

	子宮癌には、子宮体癌と子宮頸癌がある。それぞれの発生機序や組織像が全く異なるので、別々に扱わなければなら
ない。
	現状は、いずれも日本では増加している。特に子宮体癌の増加は著しく、2008 年には子宮頸癌の数を上回り、10 万人
当たりの罹患率は 20 人余りに達している。今回の教育講演では、子宮体癌と子宮頸癌の最近の話題について講演する。

Ⅰ．子宮体癌
	 	子宮体癌には、子宮内膜由来の子宮内膜癌と間葉系組織由来の肉腫があるが、ここでは大部分を占める子宮内膜癌に
焦点を絞る。	
１．子宮内膜癌の現状と将来予測
性ステロイドホルモン標的腫瘍である乳癌や前立腺癌と同様、今後さらに増加することが予想される。
２．子宮内膜癌の遺伝子解析
１）子宮内膜癌の I 型、II 型：エストロゲン依存性の I 型（Endoetrioid	carcinoma）とエストロゲン非依存性の II

型（Serous	carcinoma）の 2種類に分類され、前者が大部分を占める。I型はエストロゲンの増殖刺激により癌
化に関与する遺伝子の異常が蓄積することによる多段階発癌、II 型は p53 遺伝子異常による de	novo 発癌と考
えられている。

２）総合的ゲノム解析：2013 年に子宮内膜癌の総合的ゲノム解析結果が報告され、4 種類（POLE	ultramutated,	
MSI	hypermutated,	Copy	number	low,	Copy	number	high）に分類されることが明らかになった。

３）個別化治療戦略：他の臓器（肺癌、乳癌、脳腫瘍、血液がんなど）と同様に、子宮内膜癌での遺伝子異常の解
析が進み、がんゲノム医療が普及することで、分子標的治療薬による個別化治療が発展することが期待される。

３．子宮内膜細胞診
１）構造異型の導入：細胞異型に加えて、腺の構造異型（拡張腺管、偽乳頭状、乳頭状、腺密集など）が評価がな

されるようになり、診断精度が向上した。
２）子宮内膜液状化検体細胞診　（Liquid-based	cytology：LBC）の導入：良質な標本作製が可能となり、形態評価

の標準化への道が開かれ、記述式内膜細胞診報告様式も世界に向けて発信された。さらに、標本を複数作製が
できることから、免疫染色や遺伝子検査などの応用も可能となった。

３）画像解析：LBC標本を用いることにより、画像解析が可能となった。これにより、デジタル細胞画像の自動解析、
In	situ での遺伝子診断	（DISH,	FISH,	ISH	etc.）、遠隔細胞診のネットワーク構築、細胞診断の標準化や国際化
などの道が開かれた。	

		子宮内膜に限られたことではないが、細胞診はMolecular-Digital	Cytology として高度先進医療にふさわしい診断シ
ステムとして発展し、さらに個別化治療の開発へと貢献していくことが期待される。
	
Ⅱ．子宮頸癌 
１．WHO新分類	（2014）	の変更点	
１）扁平上皮：前駆病変として、異形成ではなく軽度扁平上皮内病変（CIN1）と高度扁平上皮内病変（CIN2,3）が

取り入れられた。
２）腺上皮：粘液癌が、通常型内頸部腺癌と粘液癌に分離され、新たにHPVと無関係な胃型粘液性癌が取り入れられた。

２．HPVと発癌
			HPVによる子宮頸癌発癌のメカニズムの概要について解説する。
３．HPV検出法	
　ハイブリッドキャプチャー２法、PCR 法、ジェノタイピング法、in	situ	hybridization 法などがある。in	situ	
hybridization 法による感染様式判定と癌化のリスクについて解説する。
４．HPVと無関係な病変
			分葉状頸管腺過形成と胃型粘液性癌の形態像と鑑別について解説する。
５．子宮頸癌の予防と将来予測
			ワクチン接種によりどこまで予防できるかについて言及する。

Ⅲ．弘前大学医学部保健学科細胞検査士養成課程の紹介



◇教 育 講 演 ３ 第 4 会場（4F 中会議室）　 11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40

今さら聞けない心電図
～波形判読を楽しもう～

一般財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病院　臨床検査部
高久田　美江

【はじめに】
		心電図法は、1903 年にウィレム ･アイントホーフェンにより発明された。さらに、1905 年には田
原淳が刺激伝導系を発見し、房室結節（田原結節）やヒス束がその一部であることを解明した。
　この研究が功を奏し、心電図は初めて医療に役立つものに発展したと言われている。今日、循環器
疾患における診断技術は様々な検査の登場により著しく進歩しているが、心電図検査は現在も変わる
ことなく活用されている。本教育講演では、心電図所見を読み取るために必要な基本事項と心電図検
査の有用性について述べる。
【心臓の特性と基本事項】
〔刺激伝導系〕
　自動能を有する特殊心筋である。洞結節から始まり、房室結節、ヒス束、左右脚およびプルキンエ
繊維となって乳頭筋や心内膜下に分布し、最終的には固有心筋に繋がっている。
〔電気生理学的特性〕
　心臓には自動性、伝導性、興奮性、収縮性、拡張性の 5つの電気生理学的特性がある。この中で心
電図は刺激伝導系における電気活動の自動性、伝導性、興奮性を記録した波形である。
〔波形判読における基本事項〕
　心電図は P波、QRS 波、T波、U波で構成されている。各波の幅や振幅、間隔、また ST部分の上昇、
低下についてそれぞれ形状を含めチェックする。さらに、調律やQRS 波の電気軸ならびに移行帯を
併せて確認し正常と異常を区別する。実際には、これらのポイントを一定の手順で判読することが重
要である。
【心電図検査の有用性】
〔不整脈について〕
　不整脈において心電図検査は唯一の診断法である。基本的には 12 誘導心電図検査や 24 時間ホルター
心電図検査を行い、症状の出現頻度が低い場合は最長 2週間の連続記録が可能なイベント心電図検査
を活用している。その他、不整脈の誘発に運動負荷心電図検査、失神の精査に植込み型心電図検査、
頻脈性不整脈の発生起源同定や徐脈性不整脈の確定診断には電気生理学的検査などが適宜選択されて
いる。また、ホルター心電図は 2誘導、3誘導とは別に 12 誘導を記録できるタイプもあり、心室期
外収縮の発生起源推定やブルガダ症候群における ST変動の評価に用いられている。さらに、最近は
心臓突然死の予知に有用な心室遅延電位、T波オルタナンス、自律神経のバランスを見るパラメータ
を同時に計測し、植込み型除細動器の適応を判断する際の目安として利用している。
〔急性冠症候群；ACSについて〕
　本症候群は、プラークの破綻とそれに伴う血栓により冠動脈が高度狭窄もしくは閉塞をきたし、急
速に心筋虚血を生じる病態であり、臨床的に不安定狭心症（UAP）、ST上昇型急性心筋梗塞（STEMI）、
非 ST上昇型急性心筋梗塞（非 STEMI）に分類されている。特に、STEMI は心筋壊死を生じること
から一刻も早く冠動脈形成術などの再潅流療法を行う必要があり、12 誘導心電図における ST上昇
の有無は急性期の診断に重要な役割を果たしている。
【結語】
　心電図は心臓の電気現象を表しており、不整脈においては絶対的な存在である。また、ACS に関
しても緊急対応を要するか否かの判断に用いられるなど検査の意義は非常に大きい。本検査は我々検
査技師の専門領域である。心電図所見を正確に読み取るためには、基本を押さえ繰り返し判読するこ
とが大切であり、その継続が知識の向上に繋がるものと考える。



◇教 育 講 演 ４ 第 5 会場（5F 大会議室）　  11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40

内分泌学的検査　解釈のコツ

つがる総合病院　副院長
二川原　健

　内分泌学的検査の結果を解釈する際の最大の留意点は、「いわゆる正常値」を適用してはならない
場合があることである。低ナトリウム血症において分泌が抑制されるはずの血中バゾプレシンが「正
常値」にある場合は、SIADH（抗利尿ホルモン不適切分泌症候群）を疑う必要がある。発熱・感染・
外傷などのストレス下では上昇しているはずの血中コルチゾールが「正常値」（の特に下半）にある
場合は、副腎不全を疑う必要がある。高カルシウム血症において分泌が抑制されているはずの血中
intact	PTHが「正常値」にある場合は、原発性副甲状腺機能亢進症を疑う必要がある。
　内分泌疾患の鑑別には、同時に採取された検体で上位ホルモンと下位ホルモンを測定し、ホルモン
の各系統の階層支配およびネガティブフィードバック機構を当てはめて病態を検討する必要がある。
いずれか一方の測定のみでは、病態を見逃すおそれがある。例えば血中コルチゾールが「正常値」に
あっても、同時に測定された血中ACTHが 10	pg/mL を下回る低値であれば、それはコルチゾール
の自律性過剰分泌によるACTHの抑制を示唆し、副腎性クッシング症候群を疑った精査が必要とな
る。同様の所見を呈する鑑別診断として血中コルチゾールアッセイと交差反応のあるステロイド（プ
レドニゾロン、あるいはヒドロコルチゾン =コルチゾール自体）の使用によるACTH抑制がある。
ステロイドの影響は経口、吸入、点鼻、肛門内、皮膚への外用など、いずれの投与経路によっても見
られる。患者がステロイドの使用を医療者側に申告せず、不用意に中断することによって副腎不全（ス
テロイド離脱症候群）を発症する場合があり、このような病態が疑われる場合には薬剤使用歴の聴取
が非常に重要となる。
　イムノアッセイの陥穽として、異好抗体が存在するときの検査値異常がある。甲状腺ホルモンや
TSHの測定系に異好抗体が干渉する場合は、見かけ上 SITSH（TSH不適切分泌症候群）を呈するこ
とがある。これは 1-step 法の測定系で時折見られ、同じ検体を 2-step 方のアッセイにかけると正常
化することから鑑別できる。SITSHが本物であればTSH産生下垂体腺腫やRefetoff 症候群（甲状腺
ホルモン不応症）の除外が必要となり、その診断作業は非常に煩雑であるため、まず異好抗体を除外
することは臨床上有益性が高い。SITSH 様の検査所見を呈する稀な疾患に familial	dysalbuminemic	
hyperthyroxinemia がある。また一部の Cushing 病や異所性ACTH産生腫瘍では、ACTHのプロホ
ルモン（POMC）からのプロセシングが不十分な場合があり、生物活性を持たない大量の big	ACTH
が測定値に反映されるという現象が見られる。
　コルチゾールの測定においては、低濃度域の標準化が行われた。以前は異なるアッセイ系の使用に
よりデキサメサゾン抑制試験の解釈が変わり、Cushing 症候群の診断にぶれが生じることが問題とさ
れていたが、LC-MS/MS を gold	standard とした標準化により、この問題が小さくなった。
　以上のような点を含め、内分泌内科医はどのような点に注意してホルモン測定値を解釈しているの
かを、本講演では概説する。



◇教 育 講 演 ５ 第 6 会場（5F 大会議室）　 11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40

POCT の市民への拡散は医療スタイルを変えるのか？

弘前大学大学院医学系研究科　臨床検査医学講座　教授
萱場　広之

はじめに
　科学と客観性に裏打ちされた検査医学の発達は医療スタイルを変化させてきました。限られた人々の特殊技
能、勘、経験、権威による部分は縮小し、標準的な医療を広く提供できる部分が拡大してきました。診療上の
情報は患者とその家族に共有され、最終的な診療上の決定は、患者及びその家族の同意なしには行われません。
近年、Point	of	Care	Testing（POCT）は、質・量ともに増大し、Artificial	 Intelligence（AI）も急速に発展
しています。この機会に POCT、AI と検査医学のかかわりについて考えたいと思います。
POCTの発展
　POCTは臨床化学分野や感染症診療分野において急速に発達しています。前者は小規模診療所や災害時の
医療において重用され、後者はインフルエンザなどの流行性疾患の診断に繁用されています。インフルエンザ
流行期には、医師の見立てではなく、いわゆる証拠として検査が必要という方も来院するほどです。しかし、
検査の感度・特異度・罹病率などが正しく理解されているとは限りません。プラス・マイナスのみで白黒をつ
けるのは万人受けするかもしれませんが、危険と混乱を招きかねません。検査情報が市民に広く提供される場
合には正しい解釈の仕方の啓発が必要ですし、情報提供にも工夫が要求されます。

誰が検査をするのか
　POCTが市民に普及するなら、誰が検査をするのかが問題となります。乱暴な言い方かもしれませんが、
安全で簡便なものであれば、行きつくところは「市民自身による検査」ということになるでしょう。妊娠診断
薬は今すでにインターネットやドラッグストアで購入可能なのです。POCTの Cは Care と Customer の２つ
の意味を持つようになってきたのだと思います。今後、同様の経過をたどる POCTもあるのではないでしょ
うか。
精度管理の問題
　精度管理は検査医学の根幹です。POCTが専門家の手を離れて社会に広く拡散する場合に精度管理はどの
ように担保されるのでしょうか。検査精度管理については本年末には医療法の一部改正で盛り込まれる予定で
すが、POCT拡散などに今後どのように対応していくのか、各論については今後の議論が必要と思われます。
AI の洗練
　近年のAI の発達には目を見張るものがある。プロ棋士との将棋の対戦、小説や絵を創作し、ディベートで
はプロのディベーターと論戦を交わします。疾患の診断でも専門病院でなかなか診断がつかなかった稀な疾患
をものの 10 分で診断したというニュースには驚かされました。ひと昔前まで「単純労働は機械に、知的労働
は人間が…」と言っていましたが、それも怪しくなってきました。市民に POCTが普及し、AI 利用も解放さ
れれば、市民は混雑した病院で何時間も待つことはなくなるでしょう。医療費用が問題になるかもしれません
が、国民医療費が急騰し、国家的な問題となっているのですから、うまく制度設計をすれば医療費抑制にもつ
ながるかもしれません。実際、インターネットを利用したAI 診断システムとFamily	Doctor 制度を連動させ
ている英国では医療費は抑制されたと言われています。
個人の医療情報は誰のものか？
　医療情報はプライバシーの塊です。管理には相応のセキュリティーが必要です。POCTを含め、検査デー
タは医療情報です。AI も個人の医療情報を扱います。ひと昔前のパターナリズム的医療では、医療情報はむ
しろ医療者側のものであったかもしれません。しかし、「個人の医療情報は誰のものか？」と改めて問われれば、
それは患者のものであって、医療者はそれを共有し管理する立場であると言えます。AI や POCTの発展に加
えて、医療情報管理システムの発展も医療スタイルの変化に関与すると考えられます。
人間を必要とする患者
　医療スタイルの変化は不可避と思われますが、医療で患者が医療スタッフによって尊重され、快適に愛護的
に医療を受けることを望むことには変わりはないと思われます。より正確で、患者や社会にとって利点の大き
い医療、検査システムを工夫し、また、それに備えることが求められています。



◇教育カンファレンス１ 第 2 会場（3F 小会議室）　 11 月 10 日（土）15：40 ～ 17：10

　輸血検査 24 時！
～スマホを用いたケースカンファレンス～

【症例 1】
東北労災病院　岩橋　隆之

【症例 2】
ＪA秋田厚生連　能代厚生医療センター　加藤亜有子

【症例 3】
福島県立医科大学会津医療センター　渡部　和也

　平成 30年度日臨技北日本支部医学検査学会（第 7回）では輸血部門教育カンファレンスとして症例検討会を
企画致しました。輸血検査は兼任や、時間外で輸血検査を実施する場合でも、状況に応じて迅速な対応が求め
られます。「困ったな。こんなとき他の病院ではどうしているのだろう？」と感じることが多いのではないでしょ
うか。今回は３症例について、会場の皆さんに考えていただき、スマートフォンで投票して頂きます。ぜひご
参加ください。日常の業務に活かしていただき、安全な輸血医療向上の一助になるよう期待しております。
【症例 1】
当直勤務時に緊急輸血の指示！そんな時あなたはどう対応する？
　日常的に手術を行う病院や救急医療に従事する病院で必ず起こりうるのが危機的出血であり、そんな時に
我々臨床検査技師が対応を余儀なくされるのが緊急輸血対応です。しかし、一言で緊急輸血と言っても出血の
状況や在庫血の有無、血液センターから病院までの距離や患者の輸血前検査の結果によって考えられる選択肢
は多岐にわたり、その中から私達は常に最適な対応を選択する事が求められます。今回は 1つの緊急輸血症例
をもとにどのように対応すべきなのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
【症例 2】
ABO血液型オモテ・ウラ不一致…不規則抗体陽性？「臨床的意義ある抗体」って何！？
　ABO血液型オモテ・ウラ不一致となり、教科書や参考書を開いて原因をアレコレ考え、オーダーには無かっ
たけど不規則抗体検査を実施したら、生理食塩液法で陽性、PEGを用いた間接抗グロブリン法で陽性。これ
は不規則抗体陽性なのでは？不規則抗体検査のオーダーは無いけど、結果報告ってしたらいいの？という経験
をしている若手技師の皆さん、ずっと昔に経験したベテラン技師の皆さんいらっしゃいませんか？こんな時、
自施設でどこまで精査できるのでしょう？不規則抗体を検出したら全て報告していますか？「臨床的意義のあ
る抗体」って？不規則抗体にばかり気を取られてABO血液型はどうしましょう？	
　なんとなく分かるけど今更誰かに聞けない、他の施設はどう検査を進めているのか知りたい、そんなモヤモ
ヤが少しでも晴れるよう、みんなで考えてみましょう。
【症例 3】
不規則抗体が陽性！
　60 歳、女性、内科受診患者。本日の採血にてHgb6.0g/dL と貧血を認めたため、臨床から血液型検査と不
規則抗体検査に加え、RBC-LR 輸血のオーダーがありました。検査を進めていくと、血液型はO型 RhD陽性
と判定できました。が、不規則抗体スクリーニング赤血球パネルとの反応がすべて陽性でした。こんなときど
う対応しますか？スクリーニング赤血球が汎凝集反応を起こす原因を調べていきましょう。さらにはO型と
判定して良かったのか…。検査技師のスキルは検査技術のみならず、ときに臨床とのコミュニケーションも必
要となることも。本症例をもとに、汎凝集反応が起こる原因、その対応法や検査法を一緒に考えて解決してい
きましょう。

※質問への投票方法につきましては、事前に配布されるQRコードをスマートフォンで読み取っていただき、各
質問に対して正解と思われる選択肢を選んで頂きます。ガラケーからの回答はできませんのでご了承ください。



◇教育カンファレンス２ 第 3 会場（4F 小会議室）　 11 月 10 日（土）15：40 ～ 17：10

細胞診断へのアプローチ
～ Web アンケートシステムを活用して～

【婦人科】
青森市民病院　臨床検査部　八木橋祐弥　　

【泌尿器】　
八戸赤十字病院　医療技術部　検査技術課　柳沢佳代子　　　

【消化器】　
弘前大学医学部附属病院　病理部　熊谷　直哉　　　

【脳脊髄液】
弘前市立病院　臨床検査科　及川　颯大　　　

スライドカンファレンス 1（婦人科）
症例　50 代、女性
臨床経過　1年前から続く悪臭を伴う帯下、不正出血を主訴に受診。
　　　　　画像上骨盤に達する 120 × 110 ｍｍ大の腫瘤がみられ、皮膚転移、膵転移
　　　　　骨盤内および縦隔内リンパ節転移が疑われた。肉眼的に膣内を充満する
　　　　　腫瘤を認め同部位より擦過細胞診が施行された。
検　　体　子宮頚部擦過標本

スライドカンファレンス 2（泌尿器）
症例　40 代、男性
臨床経過　主訴は腹痛、無尿。CTにて腹腔内リンパ節腫脹あり、悪性リンパ腫疑いで
　　　　　他院入院するも精査加療せずに退院。その後全身状態不良となり当院血液内科
　　　　　受診、入院となる。
検　　体　カテーテル尿

スライドカンファレンス 3（消化器）
症例　60 代、男性
臨床診断　膵腫瘍疑い
臨床経過　尿管結石の精査の際、偶発的に膵尾部腫瘤を指摘された。
検　　体　EUS-FNAで採取された膵組織の一部を圧挫

スライドカンファレンス 4（脳脊髄液）
症例　40 代、女性							
臨床所見　意識消失発作、後頚部痛、嘔気　
臨床経過　当院にて癌の化学療法治療中であった。今回意識消失があり当院に
　　　　　緊急搬送となる。髄膜炎が否定できず、腰椎穿刺施行。
検　　体　髄液



◇教育カンファレンス３ 第 6 会場（5F 大会議室）　 11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20

中小病院での抗菌薬適正使用支援における検査室の取り組みについて考える
当院の AST（Antimicrobial Stewardship Team）活動について

～臨床検査技師の立場から～

東北大学病院　診療技術部　検査部門
佐藤　貴美　

　平成 30 年度の診療報酬改定で、厚生労働省により抗菌薬適正使用の観点から感染防止対策加算要
件の見直しが行われ、新たに抗菌薬適正使用支援加算が新設された。抗菌薬適正使用支援加算の算定
要件には、院内にASTを設置し、その役割として感染症治療の早期モニタリングとフィードバック、
微生物検査・臨床検査の利用の適正化、抗菌薬適正使用に係る評価や教育などを掲げ、抗菌薬適正使
用を推進することが求められた。ASTには、特定の抗菌薬を使用する患者、特定の感染症兆候のあ
る患者、早期から感染症に対するモニタリングを必要とする患者などの対象者を設定後、適切な検査
と抗菌薬の選択など治療方針への活用状況を経時的に評価し、主治医にフィードバックしていくこと
が要求される。
　東北大学病院では 2017年 8月よりASTが発足し、抗菌薬適正使用推進に向けた活動を行っている。
構成メンバーは医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師の４職種からなり、感染症患者の抗菌薬治療を
専門的に監視し、必要に応じて処方医へ支援を行うことを目的としている。当院の活動内容は、カル
バペネム系抗菌薬および抗MRSA薬の特定抗菌薬使用中の全患者について、必要な細菌検査が実施
され、結果に基づいて de-escalation などの適正使用化が実践されているか、血中濃度測定（TDM）
が適切に実施されているかなどの診療内容を、電子カルテで確認している。さらに、血液培養陽性者
や耐性菌検出例に対して感染症治療の内容を確認し、助言を行っている。また、特定抗菌薬の使用届
け出状況、耐性菌の検出情報を毎日確認してアウトブレイクの予兆の無いことを確認し、毎週行われ
るASTカンファレンスで報告している。その中で電子カルテ記載では不十分であると思われる場合
についてはラウンドを行い、抗菌薬適正使用や培養検査実施の相談をしている。
　臨床検査技師としてのASTへの取り組みは、血液培養陽性例など感染が探知された患者について、
検査結果を迅速かつ正確に現場に還元することが挙げられる。また、正確な検査結果を得るためには
適切な検体採取と培養検査が必要不可欠であり、採取容器に関する ICTニュースの発行や検体採取
マニュアルを作成し、病棟や外来に配布している。また、血液培養複数セット提出率や汚染率のプロ
セス指標、耐性菌発生率のアウトカム指標の集計や、アンチバイオグラムを作成し、定期的に情報提
供をしている。
　当院のASTにおける今後の課題としては、個々の症例に対しどの程度深く関わっていくべきか、
AST活動の中でリストアップされた患者の治療経過をどこまで観察し、支援を続けていくかについ
て模索中である。また独自の電子カルテシステムを使用している病棟や手書き記載で運用している病
棟があり、特定抗菌薬使用患者の検索が困難となっていることも挙げられる。さらに当院では ICT
メンバーがASTメンバーも兼任しており、各職種の連携と役割分担についても今後考えていかなけ
ればならない課題である。



◇教育カンファレンス３ 第 6 会場（5F 大会議室）　 11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20

細菌検査担当技師でなくても解る！
抗菌薬適正使用に役立つ細菌検査データの読み方

市立札幌病院　検査部
高橋　俊司

　抗菌薬の繁用を背景として薬剤耐性菌が世界的に増加する一方、新たな抗菌薬開発は減少傾向に
あり、国際社会でも大きな課題となっている。	2013 年の耐性菌に起因した死亡者数は低く見積もっ
て 70 万人とされ、そして対策を講じない場合、2050 年には世界で 1000 万人の死亡が想定され、が
んによる死亡者数を超えるという報告がある。2015	年 5 月の世界保健総会では、薬剤耐性（AMR：
Antimicrobial	resistance）に関するグローバル・アクション・プランが採択され、加盟各国へ薬剤耐
性に関する国家行動計画策定を求めている。	
　これを受け、我が国の厚生労働省においても 2016 年 4 月、同関係閣僚会議においてAMRアクショ
ンプランが決定され、活動が開始されている。日本の薬剤耐性（AMR）対策アクションプランでは、
薬剤耐性の発生を遅らせ、拡大を防ぐために、2016 年からの 5年間で取り組んで行き、医療におけ
る抗菌薬の使用量を減らすこと、主な微生物の薬剤耐性率を下げることに関する成果指標（数値目標）
が設定されている。
　従来から耐性菌（院内感染）を減らすための感染対策として、ICT（感染制御チーム）が標準予防
策や感染経路別予防策を中心に管理して耐性菌の伝播（保菌圧）の抑制を目指してきた。しかし、抗
菌薬の繁用による耐性菌の出現（選択圧）を抑制するために、さらに症例毎に抗菌薬適正使用を支援
（導く）する感染対策が必要不可欠になってきている。
　日本における抗菌薬適正使用の推進に向けて感染症関連 8	学会から、2016 年に提言「抗菌薬適正
使用支援（Antimicrobial	Stewardship：AS）プログラム推進のために」を発表、また、2017 年には「抗
菌薬適正使用支援プログラム実践のためのガイダンス」を発行した。これらはASを実践するチーム
（AST）を組織化し、医師、臨床検査技師、薬剤師、看護師、各職種の専門性を活かした適正使用支
援の実現を目指している。そして、今回の診療報酬改定において「抗菌薬適正使用支援加算（100 点）」
が新設されて、臨床検査技師の専従化の選択肢も開けてきた。
　抗菌薬適正使用を担保するのは、正確な微生物学的診断である。臨床検査技師の役割は、細菌検査
から「感染症の原因菌」と「最適な抗菌薬」を決定できる情報を迅速に提供することである。しかし、
中小の病院などでは、普段、細菌検査を担当していない、また、細菌検査を外注委託化している施設
の臨床検査技師がASTの一員として細菌検査データを提供（結果の判読）しなければならないのが
現状であろう。
　これから耐性菌を減少するためには感染対策チーム（ICT）と抗菌薬適正使用支援チーム（AST）
が両輪で活動しなければならず、細菌検査データの判読や解釈する知識は臨床検査技師にも一層、求
められる時代に入ってきた。
　ここでは、ASを実践する臨床検査技師（とくに細菌検査を担当していない）に必要である基本的
な知識（なぜ適正使用が必要か・感染症診療のながれ・細菌検査の判読と提供）を得ることを目的に
して、解りやすく講義をすすめたい。



◇教育セミナー１ 第 1 会場（1F 大ホール）　 11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20

エコ－ガイドラインから学ぶポイントとピットホール

みやぎ県南中核病院　検査診療部　検査部
藤田 雅史　

～ 心エコ－領域 ～

　心エコー図検査において参考とするガイドラインはアメリカ心エコー図学会（ASE）から出版さ
れるものを使用するのが一般的である。その中身は心腔計測方法から収縮機能、拡張機能、弁膜症、
ストレスエコー検査など様々である。我々はこのガイドラインのチャートやアルゴリズムを参考に
し、得られた計測値を用いて心臓の状態把握を行っている。そのなかで左室拡張機能ガイドラインは
2009 年に出されていたが、多くの指標があり拡張評価を複雑化させているとともに検者の手技に依
存する指標もあった。このガイドラインは 2016 年に 7年ぶりに改訂、指標が簡素化され、左室駆出
率が正常な例において、E/e' ＞ 14、中隔側の e’ ＜ 7cm/sec ないし側壁側の e’ ＜ 10cm/sec、三尖弁
逆流ピーク速度＞ 2.8m/sec、左房容積係数＞ 34ml/m2	の 4 つの項目となった。左室充満圧（左房圧）
推定のアルゴリズムでは左室流入血流速波形のE波と E/Aを最初の分類に用いている。これらの指
標を当てはめれば左室拡張機能や左室充満圧などを簡単に分類できそうに思えるが実際の臨床と合致
しない場合があり、正確な計測を行わなければより一層正しい評価は困難となる。そこでこれらの項
目の正確な計測方法とピットホールを解説していく。	

～ 頸動脈エコー領域 ～

　日本超音波医学会と日本脳神経超音波学会が合同で作成した「超音波による頸部病変の標準的評価
法 2017」のポイントとピットフォールについて解説する。【基本体位】仰臥位で頭部の傾斜は 30 度
以内とする。【画像の表示】左右は問わない。現在は施設によって異なる。【IMT-C10】総頚動脈と
頸動脈洞の移行部より中枢側 10㎜の遠位壁における IMTを IMT-C10 と呼称し計測部位を固定する。
【mean	IMT】ルーチンでは計測不要であり、必要な場合は trace 法を推奨する。【max	IMT】総頸動
脈での最大内中膜厚（IMT-Cmax）、頸動脈洞の最大内中膜厚（IMT-Bmax）、内頸動脈の最大内中膜
厚（IMT-Imax）のうち、最大のものをmax	IMTとして代表値とする。【プラーク】1.1㎜以上の限
局した隆起性病変をプラークと総称し、性状評価は IMTが 1.5mm超のプラークとし 1.5mm以下で
は評価不要である。【狭窄例】PSVの計測を必須とする。ドプラ入射角度の設定には注意する。【注
意すべきプラーク】これまでの「不安定プラーク」ではなく「注意すべきプラーク」と称する。【そ
の他】プラーク・狭窄評価のフローチャート、ルーチン検査フローチャート、頸部血管疾患の評価お
よび診断などについても解説する。

「超音波による頸部病変の標準的評価法 2017」のダウンロード
https://www.jsum.or.jp/committee/diagnostic/pdf/jsum0515_guideline.pdf

東北大学病院　生理検査センター
船水　康陽



埼玉医科大学国際医療センター　中央検査部
山本　哲也

～ 下肢静脈エコー領域 ～

　新ガイドラインに基づいた静脈エコー実施上のポイントや注意点について解説する。
【深部静脈血栓症】
１）検査範囲：下肢全体を検索する全下肢静脈エコーと、鼠径部から膝窩部までの中枢側の

みを圧迫する検査法がある。総大腿静脈と膝窩静脈の 2 箇所に限定して圧迫する 2	point	
compression	ultrasonography 法は主に救急診療に利用され、1週間後の再検が必要となる。

２）DVTの確定診断：圧迫による静脈非圧縮性や血栓エコー像などの直接所見と、静脈内の血流
欠損や血流誘発法での反応不良などの間接所見がある。直接所見が得られれば、静脈血栓の
確定診断とされ、間接所見しか得られない場合、静脈血栓疑いと診断する。

３）診断のポイント：①部位診断②性状診断③血流診断。これらを総合的に判断して急性期か慢
性期かを判定する。

【下肢静脈瘤】
１）検査体位：立位を基本とし、バルサルバ法やミルキングなどにより逆流を誘発する。
２）検査手技：①静脈径の計測②血流評価③血管走行の確認④血栓の有無を確認する。
３）診断のポイント：表在静脈では 500	ms、大腿～膝窩静脈では 1000	ms を超える逆流。穿通枝

は潰瘍周囲に存在し、3.0 ～ 3.5	mm以上の径、負荷にて 500	ms 以上持続する表在側への血流
を有意な弁不全と診断する。

◇教育セミナー１ 第 1 会場（1F 大ホール）　 11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20



◇教育セミナー２ 第 4 会場（4F 中会議室）　 11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20

芽球を学ぼう！
～ 見方と報告の仕方 ～

山形市立病院済生館　臨床検査室　阿部まゆみ
山形大学医学部附属病院　検査部　佐藤　牧子

岩手医科大学附属病院　中央臨床検査部　千葉　拓也

　「芽球」と言うとなんとなく白血病を連想させることが多いですが、いわゆる無秩序に増加する悪
性細胞（白血病細胞）と、これから元気に造血機能が復活する期待の芽球もあります。しかしなが
ら、正常な反応でありながら異型性を伴っているものもあり、その形態をどう表現し報告したらよい
か日々悩んでいらっしゃるのではないかと思います。「芽球」を鑑別する仕事は、職人のごとき細胞
を見ている者としてはいつも苦労させられます。たとえば、
<白血病治療後の骨髄抑制からの立ち上がりに見られる芽球は善か悪か？>
基礎は大切なのでテキストを参照するものの、何冊かのアトラスを探しても答えが見つからない非典
型的な形態に出会うこともしばしば経験します。初回の診察で発見されるさまざまな芽球の起源を想
定しながらどのように報告するのか、治療に伴う変化や情報をどう伝えるか、あるいは、余談ですが、
芽球様細胞が出現したときのM/Eはどう計算している？これは意外と統一されていないのではない
でしょうか。
　今回の血液部門セミナーは、経験豊富な検査技師 3名の方に講師をお願いし、骨髄球系、単球系、
リンパ球系と分けてみました。実際にどのように判断し報告に工夫しているのかを学びましょう。

【骨髄球系】
　正常芽球の形態をしっかりと認識し、腫瘍細胞と判断できる目が必要となります。ＦＡＢ分類はな
じみが深く、基本となるギムザ染色標本を観察するにはとても重要な分類方法です。さらに、一昨年
に改定されたＷＨＯ分類で遺伝子検査が診断基準に組み込まれるようになっても、特徴的な形態で遺
伝子変異も予測がつく場合もあります。また、芽球の判定は治療後にますます難しくなります。とく
に、骨髄像検査では骨髄抑制からの立ち上がりに見られる芽球の判断は、悪性細胞との鑑別が必要に
なり判断が困難ですが、実症例を提示し違いを探っていきます。
【単球系】
　特殊染色なしには判断が難しい細胞です。しかしながら異常細胞は染色体も「異常」なため腫瘍性
細胞の判断が非常に難しい細胞の一つです。また、単芽球、前単球、単球の区別も難しく、報告も果
たして細分化するのが有意義なのか迷うこともあります。詳細な分類結果を診療科に報告しないまで
も、治療経過をたどる際に自分たちの役に立つこともあります。形態の観察と報告の仕方を実症例を
提示し紹介します。
【リンパ球系】
　非常に多様な形態をとる細胞の一つです。いわゆる白血病に見られる異常な芽球、リンパ腫で見ら
れる異常リンパ球は疾患によっては異型リンパ球と判断されることも懸念されます。ところで、「異
常リンパ球」と「異型リンパ球」。この単語は実臨床でしっかり区別されているでしょうか？また、
小児で多く見られる hematogone や、ここ数年で定着してきた反応性リンパ球と異常な芽球との違い
など、実際の症例を提示し学んでいきます。



◇教育セミナー３ 第 5 会場（5F 大会議室）　 11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20

Web フォトサーベイに参加して尿中細胞の鑑別方法を学ぼう

公益財団法人　鷹揚郷腎研究所弘前病院　臨床検査部　高杉　洋子
済生会新潟第二病院　臨床検査科　小野　篤史

平内町国民健康保険平内中央病院　臨床検査科　坂牛　省二

　尿中には、血球類、上皮細胞類、円柱類、異型細胞類、その他様々な成分が出現し、それぞれ正確

に分類することが重要となります。判定の際は、個々の細胞の形態学的特徴を把握し、総合的に判定

することが大切となります。特に、上皮細胞類に関しては、細胞質表面構造、細胞質辺縁構造、細胞

配列、核などの所見は重要で、これらの所見に注目することで無染色による観察での鑑別はかなり

可能となります。また、尿中への赤血球の出現は、腎・泌尿器系に出血や腫瘍、炎症などの何らかの

異常が存在することを示唆しますが、ここで重要なことは、尿中の赤血球は単なる出血所見ではな

く、その形態を詳細に観察することで出血部位をある程度推測することが可能であるということです。

よって、非糸球体型赤血球と糸球体型赤血球を分類して報告することは極めて臨床的意義が高く、血

尿の原因が腎疾患なのか、それ以外の下部尿路疾患なのか、またはこれらの疾患が混在しているのか

の判断材料となり、尿沈渣検査の結果から次の段階に進めることができる有効な情報となります。

　しかし、一般検査を取り巻く環境は厳しく、大部分の施設では、専任ではなく兼任が圧倒的に多い

と思われます。よって、尿中細胞を判定するにあたり、「ただ何となく…」「～っぽいから…」など漠

然と判定している方もいらっしゃると思います。

　そこで本企画では、尿中細胞を判定するにあたり、“あいまい ”に捉えていた細胞成分の特徴を “具

体的 ” に重要視したポイントとして選択していただいた上で、正しく判定が出来ているかを事前に

Web上でフォトサーベイを行います。申し込み手続きや参加費は不要で、学会参加の有無に関わらず、

個人でインターネットを利用して参加できます。URL は、9月頃までに学会ホームページにリンク

先を記載する予定です。個別の成績の公表はいたしませんので、気軽に多数の参加をお願いします。

　学会当日は、正解と不正解との重要視したポイントの違いにも重点を置いて細胞鑑別の解説を行い

ますので、尿中細胞の鑑別方法を習得していただきたいと思っております。



◇シンポジウム 第 5 会場（5F 大会議室）　 11 月 10 日（土）15：40 ～ 17：10

こう考えて、こう伝える
～医療コミュニケーション・接遇と安全～

＜シンポジスト＞
青森県立中央病院　メンタルヘルス科　鈴木　克治　　

さいたま赤十字病院　放射線部　大河原侑司
盛岡市立病院　接遇向上委員会副委員長　佐々木　昇

　　青森市民病院　臨床検査部　新山　聖子

　患者との良好な信頼関係を築き、質の高い医療技術を提供することは私たち医療従事者の責務であ
るが、医療技術の提供が先行しがちで患者との信頼関係構築は追い付いていないのが現状ではないだ
ろうか。
　医療を提供する側の対応が患者心理に対して意識が低く高圧的であれば、受け取る側の患者心理は
傷つきやすくなり現状を受け入れない抵抗感情がはたらく。逆に医療従事者が患者心理に対して意識
が高く共感する姿勢であれば、患者は安心して心を開き、納得して医療を受けようとする信頼関係が
生まれる。
　いまや患者と医療従事者の両者にとって「病気を治す」という目標を共有するには良質なコミュニ
ケーションが欠かせないものとなっている。
　昨今、医療の質向上のために医療従事者の対人対応力が求められ、さまざまな取り組みがされてい
る。しかしながらその必要性についての理解は十分といえず、それと同時にコミュニケーション能力
向上の波及は容易なものではない。
　今回このシンポジウムにおいて、医療コミュニケーションがなぜ必要とされるのか患者心理の理解
を主軸に考え、その思いを届ける伝え方について討論したいと思う。



◇シンポジウム 第 5 会場（5F 大会議室）　 11 月 10 日（土）15：40 ～ 17：10

盛岡市立病院　接遇向上委員会副委員長　
佐々木　昇

盛岡市立病院の患者コミュニケーション向上活動～接遇向上委員会の活動～

　近年我々が身を置いている医療現場において、「接遇」の重要性は年々高まっているという実感が
ある。患者に選ばれる病院は、接遇力の高い病院と言っても誇張ではない印象がある。
　しかし、我々医療従事者は各々の専門領域には精通していてその分野においてはしっかりと時に雄
弁に話すことはできても、全人間的な患者コミュニケーションとなると二の足を踏んでしまい、結果、
患者との信頼関係を損ねてしまうことがある。また、専門領域について学ぶ機会は多くても、接遇を
学び、スキルを上げていく機会というのは少ない印象がある。
　その様な状況を踏まえ、市民に選ばれる病院を目指し、盛岡市立病院（以下当院）では接遇向上委
員会（以下委員会）を主導に接遇力向上に取り組んでいる。当シンポジウムでは、当院委員会の活動
を紹介させていただく。
　設立の経緯からお話しし、活動の変遷、そして現在の取り組みを紹介することで、当院の患者コミュ
ニケーション活動を紹介していく。また、今後の取り組みに関してもお話ししていきたい。当院のこ
のような活動が、シンポジウムに参加する皆さんに何らかの示唆となれば幸いである。
　そして、シンポジウムの機会を利用し、他院の先進的な接遇への取り組みを聴講し、そして、参加
者の皆さんとの討論を通して、医療における接遇に何が必要かを考え直す良い機会となればと考えて
いる。

さいたま赤十字病院　放射線部
大河原　侑司

接遇・コミュニケーションと医療安全

　私は診療放射線技師としてさいたま赤十字病院に勤務しております。大学生の時に3年間、東京ディ
ズニーランドにてキャストをし、そこでたくさんのことを学ばせて頂きました。私の患者接遇はディ
ズニーでの経験が基にあり、現在の仕事にもとても活かされていると感じます。病院とディズニーラ
ンド、一見全然違う場所ですが、接遇の根底にあるものは同じであると考えています。それは「ひと」
と「ひと」との関係であるということです。ディズニーの接遇は高級ホテルなどのように堅苦しいも
のではありませんよね。キャストは、そこに訪れたすべてのひとが少しでも幸せな気持ちになれるよ
うにひとりひとりが考えておもてなししています。私の接遇も完璧というわけではありません。しか
し、私の担当する患者さんには少しでも明るい気持ちで検査を終えてほしいという気持ちで臨んでい
ます。
　私たちのようなコメディカルは毎日たくさんの質の高いルーチン検査をこなすことが重要視されが
ちです。もちろんそれはそれでとても重要なことです。しかし、その質の中に「接遇」が含まれてい
ることを忘れてはいませんか。医療もサービス業と呼ばれている現代において、「接遇」は欠かせな
いものになりました。私たちが向き合っているのは病気でしょうか、Ｘ線写真でしょうか、採血管で
しょうか、細胞でしょうか。それは違います。“患者さん ”と向き合っているのです。
　今回はディズニー流の接遇のポイントや、そこから病院ではどのような接遇が考えられるかなどを
お話しできたらと思っております。明日からの臨床現場において少しでもお役立て頂けたら幸いです。



◇シンポジウム 第 5 会場（5F 大会議室）　 11 月 10 日（土）15：40 ～ 17：10

青森市民病院　臨床検査部　
新山　聖子

コミュニケーション向上は医療現場に有益なのか？

　私たち医療従事者と患者の立場は人間としては対等であり、共感や心理理解によって信頼関係が築
かれ、その信頼関係の下で医療が提供されることが望ましい姿である。患者の人格を尊重するという
ことは、丁寧な言葉づかいや親切な対応といった “接遇 ” によって伝えることができる。
　青森市民病院では、平成 25 年より接遇向上に取り組んでいる。研修会や院内メールにより接遇の
基礎知識を学んでおり、以下は浸透を目指しているコミュニケーションスキルの一例である。①気質
分類による適切なアプローチ②気持ちを届ける一言を添える③ペーシング・ミラーリング・バックト
ラキングなどのテクニック④すぐ断らずにできることを可能な限り提案するという対応。研修会で学
んだ基礎知識は、事例検討を行って実践方法の具体例を示すことで全職員への浸透をはかっている。
　接遇向上に向けた取り組みは、患者満足度につながると同時に円滑な業務遂行にもつながる。ひい
ては職員のストレス軽減という効果も期待される。また、昨年当院で発生した医療事故やインシデン
トの分析結果から、コミュニケーションスキルを活用することで回避できた事例もあるのではないか
という思いに至る。医療安全の側面からもコミュニケーションスキルの積極的な活用は有意義である
と感じる。
　このシンポジウムにおいて、接遇の主軸となるコミュニケーション能力における “伝える ” という
スキルに焦点をあて、コミュニケーション向上は医療現場で有益であるという認識を皆さんと共有し
たいと思う。

青森県立中央病院　臨床心理支援部・腫瘍心療科・メンタルヘルス科
鈴木　克治　

医療コミュニケーションについて

　医療者と患者の良好なコミュニケーションの実現のためには、医療者による患者心理への理解が不
可欠である。患者は、病気という「自分だけの力ではどうすることもできない苦痛」を背負わされる
ことによって、①心身ともに不十分な状態であることによる無力感②主体性を奪われることによる自
己効力感の低下を基盤に有していることが多い。そのような状態に置かれている人は、本能的に身を
守るこころの仕組みが働くことになり、普段よりも敏感になったり、疑い深くなったりするため、理
解や判断が歪むことがある。よく遭遇する患者心理には、否認、怒り、不安、抑うつなどがある。
　否認とは、がんの告知など、自分に重大な影響を及ぼすような知らせを受け取ったときに生じる、
人間の一般的な対処方法（防衛機制）である。一時的にその重大さを無視することで脅威を縮小する
ことができる反面、否認が持続すると治療に関する意思決定が滞るなどの不利益につながる。
　怒りは、しばしば家族も巻き込んで、医療者にとって難しい対応が要求される心理機制である。病
気になったことへの不条理さが背景にあるときは、医療者側の共感や励ましが容易には奏効しない。
　不安・抑うつは、進行性で致死的な病気に罹患した患者に共通してみられる心理状態であり、置か
れている状況に適応しようとする過程で生じる。適応がうまくいかない場合、不安障害やうつ病など
の病的な精神状態につながる可能性がある。
　医療者があらゆる患者の心理状態を考慮して対応しようとするときに最も大切なことは、患者を取
り巻くあらゆることを知りつくそうとする終わりのない努力を怠らない姿勢である。



◇若手実行委員企画 第 3 会場（4F 小会議室）　 11 月 11 日（日）9：50 ～ 11：20

技師たちはどう生きるか
～若手とベテランに聞いた検査室のこれから～

　本学会のテーマは「挑戦と飛躍」である。

　ここ数年、検査説明や検体採取、病棟業務、在宅医療、認知症医療など、臨床検査技師の職域拡大

が話題にあがり、私たちの仕事を取り巻く環境は日々変化し続けている。このような目まぐるしい状

況下では、“ 新しいことに挑戦する気持ち ” と “ さらなる飛躍を目指す姿勢 ” の両方が求められ、私

たちは仕事に対する意識の改革が必要となる。その改革の過程で、検査室が「働きやすい職場」「働

きがいを感じられる職場」であり続けるために、最も重要なことは若手技師とベテラン技師が互いに

コミュニケーションを図ることである。上述の職域拡大には個人のスキルアップはもちろん、検査室

のチームワークを生かした仕事ぶりが望まれるため、世代を超えた意見交換が検査室の改革に必須で

あるからだ。

　そこで今回、我々は「検査室を育てる 55 の質問」と称し、検査室の現状と理想像についてアンケー

ト調査を行った。そこから見えた若手技師とベテラン技師の考え方の違いを紹介するとともに、当日

は若手代表とベテラン代表に討論してもらい、働きやすく働きがいのある理想の職場とは何かを会場

一体となって考えたい。

　また、男性の育児休暇や平成 29 年 6 月一部改正の医療法で規定されている検体採取業務に関する

内容もアンケートに組み込み、その結果も紹介していく。

　この若手企画が、若手技師とベテラン技師がお互いの考えをより理解し、挑戦と飛躍に向けて明日

から生き生きと業務に取り組むきっかけのひとつとなることを望んでいる。

八戸市立市民病院　臨床検査科　秋山　怜美　　　
八戸赤十字病院　医療技術部　検査技術課　阿部　紀恵　　　

弘前市立病院　臨床検査科　及川　颯大　　　
　むつ総合病院　中央検査科　熊谷　有純　　　

弘前市医師会健診センター　検査課　佐藤　拓弥　　　
鯵ヶ沢病院　検査科　須藤　章裕　　　

　三沢市立三沢病院　中央検査室　岡嶋美紗子　　　
あおもり協立病院　臨床検査科　高正　則幸　　　

弘前大学医学部附属病院　検査部　長尾　祥史　　　
つがる総合病院　臨床検査部　野呂　美鈴　　　
むつ総合病院　中央検査科　畑中　理紗　　　

十和田市立中央病院　臨床検査科　前山　宏太　　　
青森市民病院　臨床検査部　三上　悠輔　　　



◇学会企画 第 1 会場（1F 大ホール）　 11 月 10 日（土）15：50 ～ 16：50

改正法等から読み解く今後の精度管理について
－ “ 精度管理 ” 時代から “ 品質保証 ” 時代へ－

一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会
専務理事　滝野　　寿

　臨床検査は、的確な診断や治療効果の情報を把握するために実施され、その品質の確保は国民に
とって非常に重要である。臨床検査の品質管理は、日常的に検査室施設内で実施される内部精度管理
と、施設が自主的に参加する外部精度管理調査によって管理され、改善・是正を繰り返しながら保持
される。わが国における外部精度管理調査の主なものは、当会の精度管理調査をはじめ、公益社団法
人	日本医師会、一般社団法人	日本衛生検査所協会および各都道府県技師会による調査、またはメー
カーサーベイが多くを占める。また、ISOやCAPによる施設認証を受けている施設も年々増えている。
　特に近年、急速に臨床現場に普及すると予想される遺伝子関連検査の精度管理については、ゲノ
ム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース	（厚生労働省）	において議論された。そのタスク
フォースでは、欧米においては、検体検査を対象とする臨床検査室改善法（CLIA法）が制定されて
いる等、法令等による精度管理基準が明確に定められている。当然、我が国においても、「諸外国と
同レベルでの遺伝子関連検査の品質・精度を確保するためには、遺伝子関連検査に特化した日本版ベ
ストプラクティス・ガイドライン等、諸外国と同様の水準を満たすことが必要であり、（中略）法令
上の措置を含め具体的な方策等を検討・策定していく必要がある。」と指摘している。しかし、今回
の法改正においては、遺伝子検査だけに限るものではなく、検体検査全般に及ぶ改正となっている。
　今回、改正された ｢医療法等の一部を改正する法律｣ は、平成 29 年 6 月 7 日	医療法等の一部を改
正する法律が参議院本会議で成立し、医療機関等に検体検査の精度管理が創設され、医療法施行規則
等の関係省令が公布され、平成 30 年 12 月頃には法律・省令施行される予定である。この医療法施行
規則において、医療機関に「検査の精度の確保に関する責任者」（以下、精度管理責任者という）の
設置と、標準作業書、作業日誌並びに管理台帳の常備が義務付けられた。また、内部精度管理の実施、
外部精度管理調査の受検を行うこと、並びに適切な研修の実施、人材育成に努めることが求められた。
また、臨床検査技師等に関する法律施行規則改正によって、現行の検体検査の分類は、臨床検査技師
等に関する法律の改正によって、遺伝子検査のような新たな検査技術に応じ、柔軟かつ迅速に分類や
それに伴う精度管理基準を整備することとなった。
　当会は、長年、日臨技精度管理事業として外部精度管理事業を実施し、全国 4,000 を超える施設が
参加している。今後、当会としてもさらに診療、施設の実情に応じた精度管理の確保が求められ、精
度保証施設認証制度のグレードアップが緊急の課題となっている。特に、検査工程の全てを範囲とし
た認証制度とできるよう、品質保証を念頭にいれた「品質保証認証施設制度（仮称）」の確立を急い
でいるところである。本認証を取得することにより、患者様や顧客に対して「安心」と「信頼」を与
えることができると考えており、法改正の推移を単に見守るのではなく、積極的に精度保証施設認証
を取得するよう希望する。



◇日臨技企画講演 第１会場（1F 大ホール）　11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40

日臨技を新生させ、未来を拓く
－平成 30・31 年度日臨技事業展開（優先課題）－

一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会
代表理事会長　宮島　喜文

　平成 24 年度に会長に就任以来、「日臨技を新生させ、臨床検査技師の未来を拓く」をスローガンに
法制度の改正や各種事業に取り組んできた。その原点とも言えるものは、平成 19 年 12 月 28 日付医
政局長通知による「採血・検査説明に臨床検査技師が十分関わっていない」との指摘であり、この
ことを改善できなくては、医療現場で臨床検査技師がチーム医療に参加しているとは言えないとの認
識の下で、「検査説明・相談のできる臨床検査技師の育成事業」の全国展開、平成 26 年 6 月 18 日第
168 国会で成立した「臨検法の一部改正」改正や「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」の展
開、病棟業務実証検証、認知症への対応力向上講習会、在宅医療参画のための調査事業など展開する
中、昨年は「医療法等の一部を改正する法律」を改正し、医療機関、登録衛生検査所等において実施
される検体検査の精度の確保の基盤が構築できた。
　しかし、これら事業展開が各施設の医療現場で波及し、臨床検査技師の業務実践が定着したとは言
いがたい。この状態を検証するとともに今までの成果や実績を基に、現場での展開を加速しなければ
ならない。その手段として、今年度から事業の執行にあたり、課題となっている優先項目を設定し、
課題解決を前面に出した技師会活動を進めることとした。
　優先項目として取り上げたものは、
　　①	 医療法等改正に伴う精度管理への対応
　　②	 卒前教育制度の見直し
　　③	 病棟業務への参画と検体採取への取り組み強化
　　④	 日臨技と都道府県技師会の連携強化に向けた整備（定款・諸規程の検討）
　　⑤	 日臨技認定技師制度と生涯教育制度の連携
　　⑥	 検査部門へのAI 導入を前提に、今後のあり方、方向性の検証
の 6項目であり、平成 30・31 年度日臨技執行部の命題と言えるものであり、会員にとっても、臨床
検査技師として仕事や生きがいに繋がる重要な事項が含まれている。更に、国が進める「骨太の改革
2018」においては、少子高齢化が進む中、持続的な成長を実現していくために、人生 100 年時代を見
据えて一人ひとりの人材の質を高める「人づくり革命」と「生産性革命」により、IoT/AI の導入な
ど第 4次産業革命の社会実証による Society5.0	の実現を目指している。これからの社会が大きく変革
していく中で、私たちの立場も変化していく。その変革をしっかり捉え、それに応える臨床検査技師
が必要です。皆さんと共に情報を共有し、明日の臨床検査、臨床検査技師を考えてみたい。



◇日臨技企画講演 第１会場（1F 大ホール）　11 月 11 日（日）12：40 ～ 13：40

医療法等の一部改正における日臨技対応について

一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会
専務理事　滝野　　寿

　「医療法等の一部を改正する法律」が施行され、医療機関、登録衛生検査所等において実施される

検体検査の精度の確保の基盤が構築できた。

　今回、改正された改正法は、平成 29 年 6 月 7 日参議院本会議で成立し、医療機関等に検体検査の「精

度管理」が創設され、医療法施行規則等の関係省令が平成 30 年 7 月 27 日公布され、平成 30 年 12 月

1 日には、法律・省令施行される。この医療法施行規則によって、医療機関には「検査の精度の確保

に関する責任者」（	以下、精度管理責任者という	）	の設置と、標準作業書、作業日誌並びに管理台帳

の常備が義務付けられた。また、内部精度管理の実施、外部精度管理調査の受検を行うこと、並びに

適切な研修の実施、人材育成に努めることが求められた。また、同時に臨床検査技師等に関する法律

施行規則改正によって、現行の検体検査の分類は、臨床検査技師等に関する法律の改正によって、遺

伝子検査分野のような新たな検査技術に応じ、柔軟かつ迅速に分類やそれに伴う精度管理基準を整備

することとなった。当会としては、当面の法改正の対応として、精度管理責任者育成コース（eラー

ニングによる研修）の開始、各種標準作業書・日誌等の作成支援、および精度管理参加施設の拡充へ

の準備を進めているところである。

　当会は、50 年以上長きにわたり、日臨技精度管理事業として外部精度管理事業を実施してきた。

今や全国 4,100 を超える施設が参加している。今回の法改正によって参加施設数および施設分野種の

拡大も予測される。今後、さらに診療、施設の実情に応じた精度管理の確保が求められることが想定

されるため、当会としても現状の精度保証施設認証制度のグレードアップが緊急の課題となっている。

特に、従来の精度管理調査対象であった「検体処理」→「検査・分析」→「検査値の点検」までの調

査範囲から、「検体採取」から「結果報告」までの検査工程の全てを範囲とした総合的精度管理、さ

らには検査前後における「検査説明」を加えた精度保証に組織マネージメントを加えた検査室の品質

保証を念頭にいれた認証制度とできるよう、「品質保証認証施設制度（仮称）」の確立を急いでいると

ころである。本認証を取得することにより、国民に対して「安心」と「信頼」を与えることができる

と考えており、法改正の推移を単に見守るのではなく、積極的に精度保証施設認証を取得するよう希

望するところである。



◇日臨技企画　学生フォーラム 第 4 会場（4F 中会議室）　11 月 10 日（土）14：10 ～ 15：40

将来なりたいのはどんな臨床検査技師ですか？

司会進行：
藤巻　慎一　　東北大学病院　診療技術部検査部門　
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

学生：
高森　美里　　東北大学医学部保健学科　検査技術科学専攻　4年
林　　百音　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻　4年
齋藤　真帆　　弘前大学医学部保健学科　検査技術科学専攻　4年
久保田　萌　　福島県立総合衛生学院　臨床検査学科　1年
倉田　和奏　　福島県立総合衛生学院　臨床検査学科　1年

オブザーバー：
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
國井　　敏　　福島県立総合衛生学院　臨床検査学科　専門教務主任

青臨技代表：
石山　雅大　　実行委員長

日臨技理事：　　　　「医療現場が求める臨床検査技師像」
　　　深澤　恵治　　一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会　専務理事



◇日本臨床検査自動化学会共催セミナー   第 5 会場（5F 大会議室）　11 月 10 日（土）14：30 ～ 15：30

自動採血ロボットへの挑戦

弘前大学　大学院理工学研究科　附属医用システム創造フロンティア　教授　
笹川　和彦

　超高齢化社会を迎え、各種検査受診者数が増大していくことが予想される。より早く簡便に、かつ
安全に採血検査を実施することは、拡大する検査受診者や採血作業者への負担を軽減する。
　各種検査の中でも採血検査は侵襲的なため、採血実施者の手技の熟練度に依存して、危険度や採血
効率が大きく影響を受ける。また、エボラ出血熱などの感染患者に対しては、2次感染予防のため非
接触での採血作業が理想である。自動的に採血を行う装置の利用により、採血業務の安全性向上と負
担軽減に寄与することができる。
　ロボット医療機器の開発は国の推奨する事業でもあり、採血ロボットにより採血検査の採血業務が
自動化されれば、日々多数の採血検査を実施する大規模病院では、受診者、実施者の所要時間が大幅
に短縮され、実施者の多数を占める看護師が本来の看護業務に専念することができ、慢性的な看護師
不足を解消することができる。
　平成 26 年 4 月に弘前大学大学院理工学研究科の附属研究施設として医用システム創造フロンティ
アなる組織が設立された。本施設は理工学研究科内の理学・工学系の研究者を中心とし、医学研究科、
附属病院および保健学研究科の研究者、さらに地元企業研究者によって弘前大学の医工連携の拠点と
して組織されている。臨床における医用機器の開発ニーズを集約し、各研究者の専門領域を活かして
ニーズに応えていく体制を有している。医用システム創造フロンティアの設立当初より、関連の研究
者が主体となり、自動採血ロボットの開発に取り組んでいる。
　自動採血ロボットは次のように採血業務を支援することを目指す。赤外光撮影により、皮膚下の静
脈位置を高精度に抽出する。採血針を、力覚センサを取り付けた採血ロボットハンドにて保持し、採
血針の血管壁穿刺時の反力を確認しながら、採血熟練者の手技を採血ロボットに実現させ、採血を自
動的に行う。採血中は、慣性センサにより患者の動きをモニタリングし、急な動きや血管貫通の危険
性を検出したときは針を即座に抜いて血管壁および神経損傷などの事故を防止する。
　米国では採血作業は年間 10 億回ほど行われ、90 億ドルの市場と言われている。大規模病院での検
査部門、地域の小規模病院、診療所、福祉施設などに設置できる。将来的に小型・携帯化が進めば、
在宅患者の家庭において使用することができる。
　我々の行っている採血ロボットの研究開発はまだまだ発展途上であるが、現在の状況と、医用シス
テム創造フロンティアで行っている医工連携研究活動などについてもご紹介したい。



◇ランチョンセミナー１

◇ランチョンセミナー２

第 2 会場（3F 小会議室）　11 月 10 日（土）　12：00 ～ 13：00

第 3 会場（4F 小会議室）　11 月 10 日（土）　12：00 ～ 13：00

共催：ニットーボーメディカル株式会社

共催：アイ・エル・ジャパン株式会社

IgG4 関連疾患における臨床と診断
～国内初の汎用自動分析装置用 IgG4 測定試薬開発を中心に～

血栓・止血検査のピットフォール

信州大学医学部附属病院　臨床検査部　菅野　光俊

帝京大学医学部附属病院　中央検査部　野木　岐実子

　IgG4 関連疾患は様々な臓器に腫瘤形成や腫脹を呈する疾患で、患部に IgG4 陽性形質細胞の浸潤を
認め、血清 IgG4 高値を特徴とする、多彩な部位で様々な症状を呈する原因不明の疾患である。歴史
的には、2001 年に Hamano らが自己免疫性膵炎患者で血清中 IgG4 が高値になることを報告したこ
とから実体が明らかになった疾患で、主に本邦から重要な報告がなされ疾患概念の確立に寄与してい
る。「血液学的に高 IgG4 血症（135	mg/dL 以上）を認める」ことが、診断基準の一つとなっている
が、現在 IgG4 の測定には専用機が必要であり、多くの施設で外部委託されている。また、測定試薬
はThe	Bindingsite	Inc. 社と Siemens	Healthcare	GmbH 社の 2社から発売され、世界的には両社の
試薬が使われており、2社試薬の測定値は 2倍近い差があるにも関わらず、両試薬で同基準が利用さ
れているという問題点もある。
　本セミナーでは、IgG4 関連疾患と IgG4 測定の現状について述べるとともに、ニットーボーメディ
カル株式会社と共同開発した、汎用自動分析装置用 IgG4 測定試薬「N-アッセイ	LA	IgG4	ニットー
ボー」について、基礎性能、既存試薬との比較、日本人の IgG4 の基準範囲、IgG4 関連疾患のカット
オフ値について報告する。

　血栓・止血検査は初診時のスクリーニング検査には不可欠であり、さらに播種性血管内凝固症候群
（Disseminated	Intravascular	Coagulation：DIC）、深部静脈血栓症（Deep	Vein	Thrombosis：DVT）
や血栓性血小板減少性紫斑病（Thrombotic	Thrombocytopenic	Purpura：TTP）、急性前骨髄性白血
病（Acute	Promylocytic	Leukemia：APL）をはじめとする血液疾患などの診断に直結する場合も多い。
その際、血球数算定の測定結果はもとより、血栓・止血検査も各種疾患を見いだすうえで重要なデー
タを提示している例が少なくない。
　また、日当直検査では血栓・止血検査を専門に行っていない技師が測定する場合も多く、さらに施
設によっては外部委託などにより、中央検査室内では行っていないこともあり結果の解釈に不安を感
じる方も多いのではないだろうか。
　本講演では、血栓・止血系の基本的知識と測定結果の正しい解釈、臨床へ有効な情報を提供するた
めのポイントと注意点について解説する。また、日常遭遇する疾患やピットフォールについて①検体
採取、②止血（凝固）検査、③血栓（線溶）検査、④パニック値の 4項目ごとに、当施設で経験した
検体に起因する異常値や各種症例について提示し、それらへの対処法や各疾患について皆さんと一緒
に考えていきたい。



◇ランチョンセミナー３

◇ランチョンセミナー４

第 4 会場（4F 中会議室）　11 月 10 日（土）　12：00 ～ 13：00

第 5 会場（5F 大会議室）　11 月 10 日（土）　12：00 ～ 13：00

共催：積水メディカル株式会社

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

夜間当直者と若手検査技師のための凝固検査の知っておきたい基礎知識
～遭遇する可能性のある検査異常値とその対応方法を中心に～

代謝性骨疾患について
～ビタミン D を中心に～

積水メディカル株式会社　国内営業部　東北営業所
学術・技術担当　野上　里恵 , 須長　宏行

ロシュ · ダイアグノスティックス株式会社
　ラボソリューション事業部マーケティング部クリニカルマーケティンググループ

岩橋　伸剛

　「検査の始まりは採血である」と言われるように、採血管の取扱いや採血手技が適切でないと正確
な検査値を報告することはできない。凝固検査では「採血直後の採血管の転倒混和」が最も重要であ
る。さらに、操作・搬送、遠心条件、温度条件、保存条件等の統一が重要となる。同時に残存血小板
数の影響や未分画ヘパリン混入の影響についての基礎知識が必要であり、自施設において残存血小板
数が１万 /μ L以下であることの定期的な確認も必須といえる。「採血・採血管の取扱いから分析前
までの一連のステップ」を文書化したものが「凝固検査用検体取扱いに関するコンセンサス」であり、
これを十分に理解しておくことは正確な凝固検査を実施・報告する上で最優先事項といえる。
　積水メディカルでは検査室のお役に立つために、学術・技術・機器サービス・分析サポート・コー
ルセンターからの多面的支援体制を構築しております。今回のランチョンセミナーでは夜間当直者と
若手検査技師のお役に立つと思われる４つのテーマ（①凝固線溶検査の基礎知識、②検査異常値とそ
の対応方法、③採血 ･採血管取扱いと検査値への影響、④凝固検査の最近の話題）について情報提供
させて頂きます。

　代謝性骨疾患とは骨細胞や組織の代謝の異常が病態の主体をなす疾患の総称です。ビタミンD欠
乏 · 不足状態が続くことにより骨折リスクが上昇します。疾患としては骨粗鬆症、SHPT、高 Ca 血症、
高P血症、クル病、骨軟化症などがあります。そのうちの97％は骨粗鬆症が占め、年間の患者数は1,300
万人いるといわれております。骨粗鬆症は骨強度の低下を特徴とし、骨折リスクが増大しやすくなる
骨格疾患であり、代表的な合併症は骨折です。
　骨粗鬆症は骨吸収と骨形成のバランスが崩れると発症するとも言われており、早期診断や早期治療
は重要です。その評価を担う役割として骨代謝マーカーが使われております。骨吸収、骨形成などの
骨代謝回転を臨床的に評価できるツールとして確立されています。また、代謝性骨疾患をきちんと把
握またビタミンD不足、欠乏の診断には貯蔵型ビタミンDの測定が必要になります。
　本セミナーでは、骨代謝マーカーと新しい測定法のビタミンDについてお話します。　



第 6 会場（5F 大会議室）　11 月 10 日（土）　12：00 ～ 13：00

第 2 会場（3F 小会議室）　11 月 11 日（日）　11：30 ～ 12：30

共催：アボットジャパン株式会社

共催：東ソー株式会社

標準化された検査業務基盤構築の重要性

肝線維化とオートタキシン

アボットジャパン株式会社　診断薬・機器事業部マーケティング部
プロダクトマネージャー　奥山　竜平

東ソー株式会社　バイオサイエンス事業部　マーケティング部　丸尾　直子

　2013 年に策定された日本経済成長戦略の一つに、戦略的市場創造プランとして国民の健康寿命の
延伸がテーマとされた。これは国内健康長寿社会の形成と、海外における先端医療技術の展開を促進
し、経済成長に寄与させるものである。国内でもISO15189の取得による医療機関の外部評価が加速し、
国際治験などを積極的に推し進めている施設もある。
　それに加え、厚労省は昨年、安全で適切な医療提供の確保を推進するため、医療法の一部改正を公
布した。これに伴い ISO 取得の有無に関わらず全ての病院の検査部門で標準作業書の策定や、管理
台帳の作成、内部精度管理の実施など多くの業務が義務化された。
　その一方、少子高齢化の影響でベテランの定年退職、また新人採用・育成が困難になる中、検査部
門は限られた予算と人数で高品質な検査報告を行い続けるため、業務の効率化と自動化、標準化を通
じて働き方を見直さざるを得ない施設もある。
　今回の医療法改正を機に、検査業務の標準化を行うことは、医療機関全体の経営効率、医療の品質、
また患者の満足度に対する貢献を高めるとともに、検査部門で働くことの満足度向上の機会ともなり
える。

　慢性肝炎患者においては、持続的な肝臓の炎症が引き金となって線維化が進展し、肝硬変や肝癌に
移行するとされている。抗ウイルス治療剤が進歩した現在、肝がん発生リスクとして残っている因子
は線維化であり、慢性肝疾患の治療方針決定、予後改善のためには、まず肝線維化状態の把握、特に
早期診断が重要と考えられている。
　肝線維化診断のゴールドスタンダードは肝生検であるが、入院を必要とする侵襲的検査であり、出
血やサンプリングエラーの危険性が考えられるため、臨床現場では、非侵襲的検査である超音波エラ
ストグラフィーによる肝硬度測定や、各種血液マーカー測定が使われている。
　オートタキシンは、脂肪組織を中心に多くの組織で産生される脂質分解酵素（リゾホスホリパーゼ
Dの 1種）であり、肝臓の類洞内皮細胞に取り込まれ代謝される。肝臓組織の線維化によりオートタ
キシンのクリアランスが低下して血中濃度が上昇するため、この濃度が肝線維化ステージを反映する
ことが明らかとなり、2018 年 6 月より新項目として保険適用となった。本セミナーでは、この新し
い肝線維化マーカーの特徴、測定系及び臨床的有用性について紹介したい。

◇ランチョンセミナー５

◇ランチョンセミナー６



第 3 会場（4F 小会議室）　11 月 11 日（日）　11：30 ～ 12：30

第 4 会場（4F 中会議室）　11 月 11 日（日）　11：30 ～ 12：30

共催：日本光電工業株式会社

共催：シスメックス株式会社

生理検査部門システムについて

抗凝固療法を支える臨床検査の考え方・使い方

福島県立医科大学附属病院　検査部　松田　美津子

北海道医療大学歯学部内科学分野　教授　家子　正裕

　近年、生理検査データを一元管理する「生理部門システム」の普及が進む中、大容量である超音波
画像は管理に高額な経費が掛かるため PACS（医療用画像管理システム）を利用している医療機関も
少なくない。しかし PACS は CT·MRI など主に放射線系の部門システムであることから、生理検査
の運用に沿った細かな機能を持ち合わせていない上に、超音波レポート編集の完成度の低さから作業
効率が低下するなど様々なデメリットが生じている。当院も同様の環境に置かれており、既存の生理
検査システムを拡張して部門内で超音波画像を管理できる仕組みを検討しているところである。
　「生理部門システム」はWeb ブラウザの利用によって参照機能が充実しており、動画での同時比
較や時系列グラフの表示ができるうえに、院内どこの電子カルテからでもレポート作成 · 編集が可能
であり診療に大いに役立つ。また、レポート編集においては前回のデータやシェーマの流し込みなど
の活用により作業の効率化とともに採算性の向上が期待できる。
　今後ますます生理検査の役割が大きく増すことが予想されることから、超音波画像に関しても部門
内での一元管理が望ましいと考える。

　直接経口抗凝固薬（DOAC）は、血栓症における経口抗凝固療法の主役になりつつある。DOAC
は頻回なモニタリングは不要で、細かく投与量を調節する必要はなく、常用量と減量基準に従った低
用量からの選択となる。しかし、患者個人の凝固活性（凝固因子量など）や抗凝固活性（プロテイン
Sなど）が異なるため、一定量の抗凝固薬では効果にバラツキが出る。DOAC療法でも血栓塞栓症
や出血症状は少なくはない。効果的かつ安全なDOAC療法を行うためには、出血や血栓リスクを反
映する確認検査（measuring）が必要となる。
　出血リスクの確認検査としては、トロンビン阻害薬ではAPTT、またXa阻害薬では PTが応用さ
れる。血液サンプルの採取時期が問題となるが、DOAC療法ではトラフ期血中濃度が出血頻度と相
関するので、トラフ期（DOAC服用直前）のサンプルが推奨される。血栓リスクはD	dimer や可溶
性フィブリンモノマー複合体（SFMC）などの血栓マーカーで確認する。抗凝固療法の指標としては、
線溶活性に影響されないフィブリンモノマー複合体（FMC）が推奨される。可溶性フィブリン（SF）
は血栓形成マーカーとして有用であり、D	dimer は血栓症の除外マーカーである。
　本講演では、DOAC療法の支えとなるこれらの確認検査の考え方、使い方について解説したい。

◇ランチョンセミナー７

◇ランチョンセミナー８



第 5 会場（5F 大会議室）　11 月 11 日（日）　11：30 ～ 12：30

第 6 会場（5F 大会議室）　11 月 11 日（日）　11：30 ～ 12：30

共催：株式会社日立ハイテクノロジーズ

共催：シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

生化学自動分析装置のコツ

心疾患バイオマーカーの最近の話題

株式会社日立ハイテクノロジーズ　アプリケーション開発部　井口　晃弘

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
学術部学術グループ　横山　知子

　生化学自動分析装置は、反応容器の洗浄、試料 · 試薬の分注、攪拌、吸光度測定の工程を自動化し
ています。測定値を計算する過程で吸光度データは、リニアリティチェックやプロゾーンチェック等
のロジックにより、反応状態がチェックされています。
　測定した吸光度から測定値を計算するために、キャリブレーションを実施して検量線を作成します。
キャリブレーション結果から測定項目ごとに吸光度に対する感度が異なることや、測定濃度域により
感度が異なることがわかります。また、キャリブレーション実施時に出力される吸光度データを利用
して、測定時の濃度のばらつきを推定できます。
　精度管理試料や患者試料の測定値が変動した時には、発生状況（いつから、どのような頻度で、ど
のような項目が変動したか）や過去のキャリブレーション · 精度管理の結果や反応過程データ等を比
較 · 整理することで、測定値の変動原因の推定に役立てられます。
　本講演では生化学の検査に欠かすことのできない生化学自動分析装置がどのように動作し、計算処
理をしているか、生化学自動分析装置の「コツ」について紹介いたします。

　心疾患バイオマーカーのうちBNP、NT-proBNP は、主に心不全、トロポニン I/T、ミオグロビン、
CK-MB、H-FABP は急性冠症候群の診療に広く臨床応用されています。本日のセミナーでは、国内
で検査需要の高いBNP、NT-proBNP、トロポニン I/Tを中心に最近の話題についてご紹介します。
　日本人の主な死因の第 1位は悪性新生物、第 2位は心疾患ですが、後期高齢者に限ると死因の第１
位は心不全です。このことから日本がこれから迎える超高齢社会では、” 心不全パンデミック ” を引
き起こすことが懸念されています。” 心不全パンデミック ” を抑制するためにも BNP、NT-proBNP
を上手く活用することはきわめて重要です。
　2015 年に欧州心臓病学会より公開された「非 ST上昇型急性冠症候群診療ガイドライン」では、こ
れまで国内で ” 高感度試薬 ” とされたものを ”Sensitive 試薬 ” と ”High-Sensitivity 試薬 ” に明確に区
別しました。これを受けて国内でもトロポニン試薬の更なる高感度化が進んでいます。本セミナーで
は欧米における ”高感度トロポニン試薬 ”の定義と臨床活用する上での留意点をご紹介します。

◇ランチョンセミナー９

◇ランチョンセミナー 10
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◆ランチョンセミナー協賛
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アイ・エル・ジャパン株式会社
アボットジャパン株式会社
株式会社日立ハイテクノロジーズ
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
シスメックス株式会社
積水メディカル株式会社
ニットーボーメディカル株式会社
東ソー株式会社
日本光電工業株式会社
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

株式会社ビー・エム・エル
アークレイマーケティング株式会社
ニットーボーメディカル株式会社
東ソー株式会社
富士フィルム和光純薬株式会社
株式会社 LSI メディエンス
積水メディカル株式会社
極東製薬工業株式会社
シスメックス株式会社
バイオ・ラッド　ラボラトリーズ株式会社
デンカ生研株式会社
富士レビオ株式会社
栄研化学株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
東洋紡株式会社
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス株式会社
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
株式会社エスアールエル
フクダ電子北東北販売株式会社
株式会社シノテスト
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
セラビジョン・ジャパン株式会社



◆機器展示協賛
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１

株式会社エイアンドティー
株式会社テクノメディカ
ラジオメーター株式会社
株式会社日立製作所
小林クリエイト株式会社
栄研化学株式会社
富士フイルム和光純薬株式会社
積水メディカル株式会社
日水製薬株式会社
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス株式会社
株式会社ミズホメディー
協和メデックス株式会社
株式会社アイディエス
東ソー株式会社
ニプロ株式会社
アルフレッサファーマ株式会社
富士レビオ株式会社
アリーアメディカル株式会社
株式会社 LSI メディエンス
シスメックス株式会社
アークレイマーケティング株式会社
バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
アイ・エル・ジャパン株式会社
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス株式会社
東洋羽毛北部販売株式会社
ビオメリュー・ジャパン株式会社

東北羽毛北部販売株式会社
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IL-1a ／ IL1b ／ IL1RA ／ IL2r ／ IL6r キット

ナノピア® ILｰ2R

製造販売元

ホームページ
ア ド レ ス http://www.sekisuimedical.jp

〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目1番3号
TEL. 03（3272）0681（代表）

体外診断用医薬品
認証番号229ADEZX00007000

健 保 適 用

特 長
試薬の調製が不要
な液状試薬です。

各種自動分析装置へ
の適用が可能です。

迅速に結果が
得られます。
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汎用自動分析装置用 梅毒抗体検査用キット 

トレポネーマ抗体キット 

 

 

非トレポネーマ脂質抗体キット 

 

● ラテックス免疫比濁法を測定原理とする検査試薬です 

● 汎用自動分析装置で、抗トレポネーマ・パリダム抗体、梅毒 

● 従来の基準的方法（TPHA 法、RPR カード法）に準じた単位 

● 各病期の梅毒患者について、診断時から治療後までの豊富な 

 

 

脂質抗体の 2 項目が約１０分の反応時間で同時測定できます 

設定を行っています 

臨床データが報告されています 

 

販売元（お問い合わせ先） 

※ ｢メディエース｣及び｢ＴＰＬＡ｣は、製造販売元 積水メディカル株式会社の登録商標です。 

ご使用に際しては添付文書をよくお読みください。 

本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町７－８ 

TEL 03-5645-5664   

http://www.kyokutoseiyaku.co.jp 

体外診断用医薬品 

製造販売元 

積水メディカル株式会社 
〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目１番３号 

       アーバンネット日本橋二丁目ビル 
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尿中有形成分を自動で撮影・解析
いつでもカラー画像が確認可能

東洋紡の診断システム 

 体外診断用医薬品

ダイヤカラー®・CO2 
体外診断用医薬品届出番号18A2X0000500007

重炭酸塩キット

■ 血清検体で重炭酸塩濃度測定可能。（動脈血採血不要）
■ 多くの生化学自動分析装置に適用可能。
■ 液状濃縮試薬。自動分析装置で自動希釈対応。そのまま使用可能。
■ 妨害物質の影響はほとんどなし。
■ 開封後の保存安定性が良好。（開封後安定性２～１０℃保存で４週間安定）

特長

USCANNER®(E)
尿中有形成分分析装置

医療機器届出番号27B1X00050US0002

POCube® 

小型化学発光免疫自動分析装置 

医療機器届出番号27B1X00050PO0001

 診断システム

【適用項目】
体外診断用医薬品

・FluAB
・RSV
・PSA
・StrepA

GENECUBE®
全自動遺伝子解析装置

医療機器届出番号27B1X00050GE0001

【適用項目】
体外診断用医薬品
・MTB、MAC、MAI 
・マイコプラズマ
・淋菌、クラミジア
・mecA

簡単操作で高感度測定可能なPOC装置

核酸抽出から検出まで全自動
最短30分で結果報告が可能

KO1465

グリコヘモグロビン分析装置

HbA1cと血糖の2項目測定可能
簡単操作・コンパクト(1.4㎏)な装置

医療機器届出番号25B1X00004CK0001

東洋紡株式会社 診断システム事業部
〒530-8230 大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
          (TEL)06-6348-3335  (FAX)06-6348-3833
〒104-8345 東京都中央区京橋一丁目17番10号 住友商事京橋ビル
          (TEL)03-6887-8849  (FAX)03-6887-8951
http://www.toyobo.co.jp/seihin/dsg/

【お問い合わせ先】 







人 と 医 療 の ま ん な か で、

私 たち エスアール エ ル は、

医 療 機 関 から預 かる、患 者 さまの 検 体を通して、

い のち の 未 来 を見つめています。

本社 〒16 3 - 0 4 0 9  東 京 都新宿区西新宿 2 -1-1 新 宿 三 井 ビルディング  T E L . 0 3 - 6 27 9 - 0 9 0 0



非侵襲で14日間連続全波形を記録

パッチ型の
長時間心電図レコーダ
eMEMO WR-100
医療機器認証番号：228ADBZX00113000

パッチ型の電極

14日間連続全波形記録が可能

防水性能　IPX6/8対応

小型、軽量25g（電池含む）

NEW

実寸大

寸法（W×H×D）： 約33×44×13mm（突起部含まず）

本社 / 〒010-0955 秋田県秋田市山王中島町8-10　TEL（018）862 - 2991（代）

●弘前営業所 〒036-8084 弘前市高田2-3-1 TEL（0172）27-4331（代）
●八戸営業所 〒031-0813 八戸市大字新井田字西平1-67 TEL（0178）30-2911（代）

●盛岡営業所 〒020-0051 盛岡市下太田下川原12-1   TEL（019）656-2200（代）

https://www.fukuda.co.jp/
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平成30年度
日臨技　北日本支部医学検査学会（第7回）

学 　 会 　 長

実 行 委 員 長

事 務 局 長

齋藤　浩治

石山　雅大

藤田絵理子

【実行委員】

三上　英子　　　野坂　亨治　　　太田　孝雄　　　野坂　知加　　　柴田絵里子

木村　千春　　　木津　綾乃　　　津嶋　里奈　　　月足　正辰　　　高杉　洋子

逆井久美子　　　櫛引美穂子　　　清水　道弘　　　三橋　淳治　　　佐々木　久

番場　隆彦　　　田代　博美　　　丸　　光夫　　　山本　沙織　　　秋山　怜美

阿部　紀恵　　　及川　颯大　　　熊谷　有純　　　佐藤　拓弥　　　須藤　章裕

須藤美紗子　　　高正　則幸　　　長尾　祥史　　　野呂　美鈴　　　畑中　理紗

前山　宏太　　　三上　悠輔　　　中村　忠善　　　千葉　祐二　　　鰐田ひとみ

小杉　貴久　　　森山　陽子　　　津田　昭子
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