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学 会 長

吉田 稔（加賀市医療センター）

一般社団法人
石川県臨床衛生検査技師会

学 会 プ ロ グ ラ ム
９：３０～

受付開始

９：５０～ １０：0０

学会開催にあたり

第１会場（アビオシティホール）

１０：００～１１：３０

学会長挨拶
石臨技会長挨拶

吉田 稔
田中 佳

一 般 演 題

第１会場（アビオシティホール） No. 1～ 9 (臨床化学、免疫血清、生理)
第２会場（研修室２）

No.10～18 (チーム医療､血液、管理運営、病理細胞)

第３会場（研修室１）

No.19～27 (微生物､一般)

１１：４５～１２：４５
第１会場（アビオシティホール）ランチョンセミナー Ⅰ
１．

敗血症の検査・診断・治療の基礎について
～新しい敗血症マーカー プレセプシン～
松木 信行

２．

ビオメリューが提案する血液培養の迅速検査
北浦 芳之

第 2 会場（研修室２）
３．

シスメックス株式会社

ビオメリュー・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー Ⅱ

甲状腺機能検査の標準化と最新型・生化学免疫分析装置
アテリカ・ソリューションについて
荻原 貴裕

４．

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

検体検査室のジレンマ
堀本 典洋

株式会社 アイディエス

ランチョンセミナー Ⅲ

第３会場（研修室１）
５．

血液凝固分析装置コバスｔ711 のご紹介
澤井 敦子

６．

ロッシュ・ダイアグノスティックス株式会社

静脈血栓塞栓症の新ガイドライン
～凝固線溶マーカーの測定意義～
馬場 光弘

１３：００～１４：００

株式会社 LSI メディエンス

教 育 講 演

司会 油野 友二（石臨技事務局長）

第１会場

「 透析患者に対する検査について 」
水冨 一秋 先生
１４：１０～１５：１０

加賀市医療センター 副院長兼腎臓ケアセンター長

文 化 講 演

司会 吉田 稔 （学会長）

第１会場

「 失敗から学んだ私のおもてなし 」
岸田 沙織 氏

１５：１5～１５：３０

ゆ湯の宿白山菖蒲亭 若女将

特 別 講 演

司会 田中 佳 （石臨技会長）

第１会場

「 臨床検査を通じて いのちと向き合う」
小川 眞史 氏

一般社団法人 日本衛生検査所協会理事

１５：４０～１６：１０
第１会場（アビオシティホール）
１．

スイーツセミナー Ⅰ

生化学自動分析機に搭載可能な BNP 測定試薬のご紹介
金田 幸枝

積水メディカル株式会社

スイーツセミナー Ⅱ

第２会場（研修室２）

２． 酸素化状態から考える血液ガスの基礎
（血液ガスに付随する項目を中心に）
長谷川 剛

１６：１5

ラジオメーター株式会社

閉会式

第１会場（アビオシティホール）

石臨技副会長

１６：２5～ 加賀市医療センター

長原 三輝雄

施設見学

第 44 回 石川県医学検査学会 プログラム
時間

第１会場
（アビオシティホール）

第２会場
（研修室２）

9:30～
9:50
10:00

11:30

第３会場
（研修室１）

情報提供コーナー
（情報プラザ広場）

学会受付
学会開催挨拶
一般演題1～９

一般演題１０～１８

一般演題１９～２７

臨床化学・免疫血清・

チーム医療・管理運営・

微生物・一般

生理

血液・病理細胞

ランチョンセミナーⅠ

ランチョンセミナーⅡ

11:45
ランチョンセミナーⅢ
10:00～16:00
13:00
教育講演
14:00
14:10
文化講演
15:10
15:15
特別講演
15:30
15:40
スイーツセミナーⅠ
16:10
16:15
16:25～

スイーツセミナーⅡ

閉会式
加賀市医療センター施設見学

《 学会に参加される方へ 》
① 参加受付（情報プラザ広場）
会員の参加受付は９時３０分より情報プラザ広場にて行います。
学会参加費は無料です。
会員の方は必ず会員証をご持参ください。
学生の方は学生証をご提示ください。
② ランチョンセミナー
９時 30 分より受付にてチケットを配布します。
希望する会場の引換券をお受け取りください。
一般演題終了後、各会場前にてチケットと引き換えにお弁当を配布します。
各会場、席に余裕があれば、チケットをお持ちでない方も入場できますが、チケット
をお持ちの方の入場が優先されます。
お弁当は十分な数を準備しますが、万一品切れの場合はご容赦下さい。
③ スイーツセミナー
一般演題終了後、受付にてチケットを配布します。
希望する会場の引換券をお受け取りください。
特別講演終了後、各会場にてお飲み物とスイーツを配布します。
各会場、席に余裕があれば、チケットをお持ちでない方も入場できますが、チケット
をお持ちの方の入場が優先されます。
お飲み物とスイーツは十分な数を準備しますが、万一品切れの場合はご容赦下さい。
④

情報提供コーナー
情報プラザ広場に設置しております。お気軽にご利用ください。

⑤

駐車場
駐車場は無料です。加賀市美術館前より順にお停め下さい。
アビオシティ加賀側の店内入口より、エレベーターまたは階段をご利用になって２階
までお越しください。一般の施設利用者もご利用になりますので、満車の場合は加賀
市医療センター駐車場をご利用ください。
加賀温泉駅側の市営駐車場は有料ですのでお気を付けください。

⑥

加賀市医療センター 施設見学（平成 28 年 4 月 1 日開院）
学会当日、受付で予約を行います。定員に達し次第締め切ります。
（30 名）
見学コースは、検査室（生理・病理・細菌・検体検査）を中心に、採血室、病棟等を
予定しています。
（当日の予定によっては変更になる場合もございますのでご了承ください。
）
所要時間は約 1 時間です。

⑦

喫煙場所
館内は禁煙ですが、アビオシティ加賀総合サービスカウンター横の所定の場所でのみ
喫煙が認められています。喫煙マナーを守り、くれぐれも火の元にはご注意ください。

《 発表者の方へ 》
①

発表形式について
会場には Windows パソコン（以降 PC）および液晶プロジェクターをご用意して
おります。会場 PC を用いた口演発表といたしますので、持参 PC、ビデオ iPad 等
のタブレット、スマートフォンでの 発表はできません。
発表データは USB メモリに保存して、当日 PC 受付にご持参ください。なお、
持参される USB メモリは、ウイルスチェックを済ませておいてください。また
不測の事態に備えて，必ずバックアップデータをお持ち下さい。
会場で使用する PC の OS は Windows8.1・Window10、アプリケーションは
PowerPoint2013・PowerPoint 2016 です。

②

スライド作成について
スクリーンおよび液晶プロジェクターの都合上、スライドのサイズは必ず標準
（4：3）での作成を厳守ください。ワイド画面（16：9）で作成されたスライド
につきましては、横の大きさは変わらず上下が黒くなり、縮小される形となります
ので、ご注意ください。
画像の解像度は XGA(1024×768) です。このサイズと異なる形式で作成された
場合、正しく表示されない場合があります。
スライドの作成においては、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、標準搭載されているフォントの使用をお勧めします。また、
スペースを大量に挿入してのテキストの位置調整は、PC 環境の違いにより大きく
位置ずれする場合がありますのでご注意ください。
スライド枚数の制限はありません。

③

学会当日
受付は９時 30 分より開始します。9 時 50 分までに参加受付およびスライド
確認を済ませてください。
発表データは、受付（情報プラザ広場）横の PC 受付（兼講師控室）に設置した、
各会場別 PC に取り込みます。PC 担当者に USB メモリを渡してください。
次演者の方は、前演者の発表と同時に次演者席に着き、前演者の質疑終了と同時に
座長からの紹介を待たずに演者席についてください
パソコンの操作は発表者に行っていただきます。
発表６分、質疑４分です。発表時間を厳守して、活発な討論をお願いします。

《 座長の方へ 》
該当セッションの３０分前までに受付を済ませ、前のセッションが始まりましたら
次座長席についてください。
発表６分、質疑４分ですので、時間を厳守し、活発な討論かつ円滑な進行にご協力
ください。

会場へのアクセス

アクセス

公共交通 JR加賀温泉駅から直線距離で195ｍ
車

高速利用時
北陸道片山津ICから県道20号経由し292号へ
国道8号線利用時
国道8号線から39号を経由し292号へ

駐車場
9時30分前
加賀市美術館側（奥側）より順に
お停めください。
9時30分以降
屋上駐車場もご利用できます。

・駐車場は無料ですが、一般の施設利用者もご利用になるため、満車の場合は
加賀市医療センター駐車場をご利用ください。
・駅側の市営駐車場は料金が発生いたしますので、ご注意ください。

学会会場案内図（２階）

屋上駐車場をご利用時は、アビオシティホール・加賀美術館側の店内入口よりお入りになり、
エレベーターまたは階段にて２階までお越しください。

正面駐車場側の写真
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実行委員

学会長
石臨技会長
石臨技副会長
〃
石臨技事務局長
会計部長
総務部長
出版部長
加賀地区理事
〃
学術担当理事
〃
〃
〃
事務担当

吉田
田中
長原
石山
油野
大野
玉野
山田
木村
藤井
本田
前河
重山
廣瀬
酒向

稔
佳
三輝雄
進
友二
千賀
裕子
浩久
由
喜代美
陽子
晶子
郁子
杏子
良博

（加賀市医療センター）
（金沢医科大学病院）
（北陸大学）
（金沢市立病院）
（北陸大学）
（寺井病院）
（金沢大学附属病院）
（金沢医科大学病院）
（公立つるぎ病院）
※学会事務局長
（加賀市医療センター）※学会実行委員長
（金沢赤十字病院）
（金沢大学附属病院）
（石川県立中央病院）
（浅ノ川総合病院）
（石臨技）

一般施設
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

坂下
吉田
佐藤
稲林
浅野
松村
古澤
北市
傅
村田
大田
加藤

真紀子
桃子
正幸
貴子
義
裕美香
理枝
悠
智寛
由美子
理恵
委久美

（やわたメディカルセンター）
（やわたメディカルセンター）
（国立病院機構 石川病院）
（公立つるぎ病院）
（能美市立病院）
（芳珠記念病院）
（小松市民病院）
（小松市民病院）
（公立松任石川中央病院）
（公立松任石川中央病院）
（加賀市医療センター）
（加賀市医療センター）

推薦

順不同

一 般 演 題
第１会場：アビオシティホール
臨床化学
〈 10：00～10：20 〉

座長 高野 雄貴 （芳珠記念病院）

１．強乳糜検体における検査データの対応
〇新栄 法子、澤矢 真由美、浅野 義、吉田 雅代
国民健康保険 能美市立病院
２．キャピラリーフォトメトリー法を用いた ESR 測定の基礎的検討
○松原 瑛美１）、田崎 裕也１）、高山 知子１）、竹本 賢一１）、大江 宏康１）、森 三佳１）、
酒井 佳夫２）、和田 隆志２）
１）
金沢大学附属病院 検査部、２）金沢大学大学院 腎病態統御学

免疫血清
〈 10：20～10：50 〉

座長 大井 昌子 （加賀市医療センター）

３．TPPA 法と５社のラテックス凝集法による TP 抗体測定試薬の評価
〇佐々木 陽祐１）、村 竜輝１）、吉野 直美１）、仁木 裕子１）、山田 依里１）、田中 佳１）、
飯沼 由嗣２）
１）
金沢医科大学病院 中央臨床検査部、２）金沢医科大学 臨床感染症学
４．セロディア-TPPA 改良試薬の評価
〇村 竜輝１）、佐々木 陽祐１）、吉野 直美１）、仁木 裕子１）、山田 依里１）、田中 佳１）、
飯沼 由嗣２）
１）
金沢医科大学病院、２）金沢医科大学 臨床感染症学
５．自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed の性能評価と導入効果
～ＡＦＰ・ＣＥＡ・ＣＡ19-9 ・ＰＳＡについて～
〇矢島 博昭、竹田 ひとみ、中川 範彦、山下 莉穂、砂原 希美、中谷 公美、
小野寺 圭祐
石川県済生会 金沢病院

生 理 １
〈 10：50～11：10 〉

座長 北川 一美（芳珠記念病院）

６．下肢動脈血行再建にて皮膚灌流圧改善後、閉鎖陰圧療法を行い足切断を回避した一例
○大岩 夕子１）、元橋 由紀１）、坂本 純子１）、杉本 真希１）、野村 由紀恵１）、松本 牧子１）、
白山 修１）、八重樫 貴紀２）、中野 学２）
１）
公立能登総合病院、２）同 循環器科
７．当院における睡眠呼吸障害スクリーニング検査の検討
〇杉本 真希１）、元橋 由紀１）、大岩 夕子１）、坂本 純子１）、野村 由紀恵１）、松本 牧子１）、
白山 修１）、八重樫 貴紀２）、中野 学２）
１）
公立能登総合病院 臨床検査部、２）同 循環器科

生 理 ２
〈 11：10～11：30〉

座長 岡本 由香（加賀市医療センター）

８．心エコーで心室中隔穿孔を認めた一例
〇田村 早奈英、米澤 文枝、杵淵 秀子
公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院
９．左房内腫瘍を認めた一例
○榎 穂野花、古澤 理枝、田家澤 早苗
国民健康保険 小松市民病院

第 2 会場：研修室２
チーム医療１
〈 10：00～10：20 〉

座長 吉田 桃子（やわたメディカルセンター）

10．災害医療に関わって
～その１ 被災地で活動するために～
〇唐木 崇成、澤本 剛志
公立松任石川中央病院
11．災害医療に関わって
～その２ 災害時に求められる検査技師の役割～
〇澤本 剛志、唐木 崇成
公立松任石川中央病院

チーム医療２
〈 10：20～10：30 〉

座長 田家澤 早苗（小松市民病院）

12．小児科での検体採取業務２年間のまとめ
〇山本 薫、堀口 泰子、見砂 知子、杵淵 秀子
公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院

管理運営
〈 10：30～10：40 〉

座長 田家澤 早苗（小松市民病院）

13．新病院移転に伴う採血システム更新後の患者アンケート調査報告
〇福島 恵理子１）、宇野 あゆみ１）、米尾 早苗１）、大森 恵１）、坪田 誠２）
１）
石川県立中央病院 医療技術部検査室、２）同 医療技術部

血 液
〈 10：40～10：50 〉

座長 飯島 有加（公立松任石川中央病院）

14．無形成発作を呈した楕円赤血球症の１例
〇池野 真未１）、米田 真一郎１）、後藤 善則２）
１）
国民健康保険 小松市民病院、２）同 内科

病理細胞１
〈 10：50～11：10 〉

座長 米田 真一郎（小松市民病院）

15．石川県で行なった細胞診検査精度管理調査の報告
〇玉野 裕子１）、海道 一恵２）、新谷 慶幸３）、大兼政 良育４）、村田 由美子５）、
大田 理恵６）、水口 敬司７）、中田 正子８）
１）
金沢大学附属病院、２）金沢市立病院、３）石川県立中央病院、４）金沢医科大学病院、
５）
公立松任石川中央病院、６）加賀市医療センター、
７）
独立行政法人 地域医療機能推進機構 金沢病院 、８）石川県医師会 臨床検査センター
16．病理学的検査部門(HE･PAS 染色)における精度管理調査報告
〇佐々木 規雄１）、玉野 裕子２）、新谷 慶幸３）、大兼政 良育４）、海道 一恵５）、
大田 理恵６）、酒野 香織２）、中田 正子７）
１）
金沢赤十字病院、２）金沢大学附属病院、３）石川県立中央病院、４）金沢医科大学病院、
５）
金沢市立病院、６）加賀市医療センター、７）石川県医師会 臨床検査センター

病理細胞２
〈 11：10～11：30 〉

座長 大兼政 良育（金沢医科大学病院）

17．粘着フィルム（川本法）を用いた術中迅速診断時の凍結切片作製
〇大田 理恵、吉田 稔
加賀市医療センター

18． （演題取り下げ）

第３会場：研修室１
微生物 １
〈 10：00～10：30〉

座長 佐藤 正幸（国立病院機構 石川病院）

19．石川県における CRE 感染症患者由来株のカルバペネマーゼ遺伝子保有状況（2018 年）
〇木村 恵梨子１）、塩本 高之１）、児玉 洋江１）、谷村 睦美１）、金戸 惠子１）、
松井 真理２）、鈴木 里和２）
１）
石川県保健環境センター、２）国立感染症研究所薬剤耐性研究センター
20．石川県における結核菌の遺伝系統解析結果
〇児玉 洋江１）、塩本 高之１）、木村 恵梨子１）、谷村 睦美１）、小坂 恵２）、
北川 恵美子３）、金戸 惠子１）
１）
石川県保健環境センター、２）石川県南加賀保健福祉センター、
３）
石川県健康福祉部健康推進課
21．透析患者の心嚢水より Staphylococcus capitis が分離された 1 例
〇小間 麻衣、森田 絹代
公立能登総合病院

微生物 2
〈 10：30～11：00〉

座長 塩士 菜緒子（公立松任石川中央病院）

22．インフルエンザ罹患後、ペニシリン耐性肺炎球菌による細菌性髄膜炎を合併した
幼児の 1 例
〇島野 有以１）、大谷 初美１）、大串 千加子１）、東 友子１）、岡 仁美１）、前河 晶子１）、
大江 宏康１）、森 三佳１）、酒井 佳夫２）、和田 隆志２）
１）
金沢大学附属病院 検査部、２）金沢大学大学院 腎病態統御学

23．髄液中から Cryptococcus neoformans が検出された一例
〇中野 晃子１）、由本 彩乃１）、吉田 稔１）、水冨 一秋２）
１）
加賀市医療センター 臨床検査室、２）同 内科
24．血液培養から Clostridium tertium を検出した急性骨髄性白血病の一症例
〇吉田 真歩子１）、新川 晶子１）、城戸 恵梨子１）、米澤 由美子１）、大森 恵１）、
坪田 誠２）、中川 紀温３）、山口 正木３）
１）
石川県立中央病院 医療技術部 検査室、２）同 医療技術部、３）同 血液内科

一 般
〈 11：00～11：30〉

座長 新栄 法子（能美市立病院）

25．蟯虫の虫体提出および便中で虫卵を検出した 1 症例
〇木村 由、山下 夏実 、森 沙絵、稲林 貴子、才川 麻里、山﨑文嗣
公立つるぎ病院
26．尿試験紙法による尿中微量アルブミン定性検査の有用性
〇西出 実央１）、大江 弓起子１）、高山 知子１）、竹本 賢一１）、大江 宏康１）、森 三佳１）、
酒井 佳夫２）、和田 隆志２）
１）
金沢大学附属病院 検査部、２）金沢大学大学院 腎病態統御学
27．腟漏出液が尿成分であることを特定した一症例
〇古清水 千咲１）、中川 静代１）、山口 文苗１）、松本 正美１）、田中 佳１）、大阪 康宏２）、
飯沼 由嗣３）
１）
金沢医科大学病院 中央臨床検査部、２）金沢医科大学 産科婦人科学、
３）
同 臨床感染症学

