
特別企画一覧 

 
公開講演                     10月 5日（土） 16：05 ～ 17：05 

                  座長：居鶴一彦 学会長 山形市立病院済生館 

不滅の法灯  一隅を照らすは国の宝なり  

 講師：清原 正田           宝珠山 立石寺 住職 

 

特別講演                     10月 6日（日） 10：20 ～ 11：20 

              座長：奈良崎正俊 実行委員長 山形大学医学部附属病院 
医の倫理と人を対象とする医学系研究の倫理 
 講師：浅尾 裕信           山形大学医学部 免疫学講座 教授 

 

日臨技企画                          10月 5日（土）14：50 ～ 15：50 

座長：齋藤友成 山形県臨床検査技師会理事 鶴岡協立病院 

会長情勢報告 

講師：宮島 喜文   一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 代表理事 会長 

 

日臨技企画                          10月 5日（土）16：05 ～ 17：05 

           座長：山寺幸雄 北日本支部会長 福島県立医科大学附属病院 

教育制度の改革と臨床実習のあり方  

講師：宮島 喜文   一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 代表理事 会長 

 

       

Reversed Clinicopathological Conference    10月 5日（土） 14：25 ～ 15：55 

座長：市川真由美 学会学術企画部長 置賜総合病院 

  「R-CPC」 

講師：五十嵐雅彦       山形市立病院済生館 

糖尿病・内分泌内科長（兼）地域糖尿病センター室長 

 

教育講演  遺伝子・染色体                10月 5日（土） 10：50 ～ 11：50 

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

座長：鈴木裕 山形県立中央病院 

ISO15189が求める遺伝子染色体検査 

講師：藤澤 真一         北海道大学附属病院 検査・輸血部 

 

教育講演  病理・細胞                       10月 5日（土） 10：50 ～ 11：50 

座長：阿部光展 山形県立中央病院 

病理検査室との連携  

～院内がん登録データを活用したリスク管理と DPCへ与える影響～ 

    講師：柏倉 夏枝         山形市立病院済生館 医療情報管理室 

 

 

 

 

 

 



教育講演  血液                           10月 5日（土） 10：50 ～ 11：50 

座長：阿部まゆみ 山形市立病院済生館 

造血器腫瘍治療の進歩 

講師：石澤 賢一           山形大学医学部内科学第三講座 

          血液・細胞治療内科学講座教授 

 

教育講演  管理運営                       10月 5日（土） 10：50 ～ 11：50 

座長：江口由美 三友堂病院 

『心に届く接遇とコミュニケーション』～安心と信頼を提供するためのエッセンス～ 

講師：黒田 美智子  三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター副センター長  

 

教育講演  生理                         10月 5日（土） 10：50 ～ 11：50 

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

座長：大江雅宏 山形市立病院済生館 

「心不全×心エコー図×笑」 

講師：山田 博胤  徳島大学大学院医歯薬学研究部 

講師：和田 靖明  山口大学医学部附属病院  

教育講演  遺伝子・染色体                10月 6日（日） 10：20 ～ 11：20 

座長：鈴木裕 山形県立中央病院  

東北大学病院におけるがんゲノム医療の実践について 

講師：城田 英和    東北大学 加齢医学研究所臨床腫瘍学分野 准教授 

 

教育講演  臨床化学                   10月 6日（日） 10：20 ～ 11：20 

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

座長：佐藤大亮 山形大学医学部附属病院  

ＡＬＰ、ＬＤ常用基準法の変更に伴う影響 

講師：斎藤 篤        岩手医科大学附属病院 中央臨床検査部 

 

教育講演  臨床化学                   10月 6日（日） 12：50 ～ 13：50 

座長：諸橋八千雄 日本海総合病院 

認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師が求められる理由 

講師：小堺 利恵       東北医科薬科大学病院 検査部 

 

教育講演  病理・細胞                 10月 6日（日） 12：50 ～ 13：50 

                      座長：鈴木俊市 鶴岡市立荘内病院 

病理遺伝子検査の運用と把握しておくべきこと ～当院遺伝子検査の実際～ 

講師：高頭 秀吉       長岡赤十字病院 病理部 

 

教育講演  微生物                    10月 6日（日） 12：50 ～ 13：50 

                   座長：中山麻美 山形大学医学部附属病院 

臨床検査における精度管理とは 

  講師：園部 一成       東京医科歯科大学医学部付属病院 検査部 

 

 

 

 

 



教育講演  一般                    10月 6日（日） 12：50 ～ 13：50 

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 

座長：佐藤美由紀 山形大学医学部附属病院  

臨床が必要とする尿検査を提供するために ～ポドサイトに迫る～ 

講師：横山 千恵        筑波大学附属病院 検査部 

 

教育講演  輸血                     10月 6日（日） 12：50 ～ 13：50 

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 

座長：大森洋子 鶴岡市立荘内病院 

輸血療法とチーム医療 

講師：奥田 誠         東邦大学医療センター大森病院 輸血部  

 

教育カンファレンス  輸血                   10月 5日（土） 14：25 ～ 15：55 

座長：大森洋子 鶴岡市立荘内病院 

  座長：加藤美加 山形県立中央病院 

輸血シミュレーション  ～あなたはどう対応しますか？～  

講師：小田原 聖      岩手医科大学附属病院 中央臨床検査部輸血検査室 

   講師：津嶋 里奈      青森市民病院 医療技術局臨床検査部 

講師：岩木 啓太      東北大学病院 輸血・細胞治療部 

 

教育セミナー  生理                  10月 5日（土） 14：25 ～ 15：55 

座長：情野文恵 山形大学医学部附属病院 

『認知症を知る』 

講師：林 博史         山形大学医学部 精神医学講座 准教授 

   講師：齋藤 朝子        山形大学医学部附属病院看護部 精神専門看護師 

   講師：富樫 直美        山形県立新庄病院 検査部 

 

教育セミナー  血液                  10月 6日（日） 12：50 ～ 14：20 

座長：菅原 新吾 東北大学病院検査部 

付加価値のある検査をするために  

～実際の症例をそのまま再現して結果を分析する～ 

講師：菊地 優子         秋田大学医学部附属病院 中央検査部 

 講師：中村 美雪         太田西ノ内病院 臨床検査部 

 講師：阿部まゆみ         山形市立病院済生館 臨床検査室 

 

若手実行委員企画                    10月 5日（土）14：25 ～ 15：55 

若手企画テーマ   AIの進出に伴う臨床検査室の変化 

～そのとき、技師たちはどのように生きていくのか～ 

 実行委員：  上野 大       山形県立中央病院 検査部 

        平井 一樹      山形大学医学部附属病院 検査部 

        石澤 剛       山形市立病院済生館 臨床検査室 

岡田 佳祐      山形済生病院 臨床検査部 

荒木 千夏      山形県立中央病院 検査部 

小林 喬       三友堂病院 中央検査部 

丸川 明穂      公立置賜総合病院 臨床検査室 

佐藤浩太郎      鶴岡市立荘内病院 中央検査科 

草島 梨沙      日本海総合病院 検査部 



日臨技企画       学生フォーラム         10月 6日（日） 9：50 ～ 11：20 

 学生フォーラム 

 語ろう！教えて！臨床検査技師の未来 

  司会進行：藤巻 慎一   東北大学病院 診療技術部 検査部門 

    学生：    後藤 優宝   福島県立総合衛生学院 臨床検査学科 2年 

       古澤   優   福島県立総合衛生学院 臨床検査学科 1年 

       今井 春希   北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科 3年 

       伊藤 真由   北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科 3年 

       荒生 海音   東北大学医学部保健学科 検査技術科学専攻 3年 

       大沼 楓佳   東北大学医学部保健学科 検査技術科学専攻 3年 

       奥山 遥奈   東北大学医学部保健学科 検査技術科学専攻 3年 

オブザーバー：  

菅野 正彦  福島県立総合衛生学院 臨床検査学科 学科長 

      金子 博司  北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科 学科長 

      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 

山臨技理事： 

植木 哲也  山形県立河北病院 検査部 

日臨技理事：  「臨床検査技師像の未来」 

       椙山 広美  一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 副会長 

 

 

学会企画         ｅラーニング         10 月 6 日（日） 10：20 ～ 11：20

座長：加藤 裕之 山形県臨床検査技師会理事 白鷹町立病院 

日臨技 eラーニングシステムに関する報告について 

講師：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 

 

 

 

 

日臨技北日本支部医学検査学会（第８回）式典 
学会式典・表彰                  10月 5日（土）17：20 ～ 18：00 

  〈表彰〉 

 「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   仙台厚生病院 

 「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 

 「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～」 

     日臨技北日本支部医学検査学会（第７回）若手実行委員企画 

     代表 阿部 紀恵   八戸赤十字病院 

 

北日本支部内 連絡会議                    10月 4日（金）14：00 ～ 17：00 

 

 

 

 

 


