
 

 

プログラム 
 

❙特別講演 

14：40～15：40 （第 2会場） 

座長：井田 伸一  群馬県臨床検査技師会 会長 

 

 

『 スポーツで延ばす健康寿命 ― 運動処方ではなく、楽しむ視点を ― 』 

 深代 千之    日本女子体育大学 学長 

 

 

 

 

❙教育講演 

10：50～11：50 （第 1会場） 

 座長：関根 美智子  第 67回群馬県医学検査学会 学会長 

 

 

『 他職種と連携する災害活動（特に臨床検査技師） 』 

   関原 正夫    利根中央病院 病院長 

 

 

 

 

❙群臨技企画 

15：40～16：10 （第 1会場） 

 座長：森田 愛   第 67回群馬県医学検査学会 実行委員長  

 

 

『 第 72 回日本医学検査学会のご紹介  

― 群馬県初となる全国学会の開催に向けて ― 』 

 梶田 幸夫    群馬県臨床検査技師会 副会長 

              第 72回日本医学検査学会 実行委員長 

 

 

 



 

 

❙パネルディスカッション 

16：10～17：10 （第 2会場） 

座長：高瀬 麻由美  群馬県済生会前橋病院 

坂上 敦      伊勢崎市民病院 

 

『 ちょっと見てみたい！聞いてみたい！あの施設の当直 』 

 

1. 前橋赤十字病院 阿久沢 雄斗 

2. 群馬大学医学部附属病院 井上 まどか 

3. NHO沼田病院 荒木  涼 

4. 北毛病院 森田  愛 

 

❙研究班セミナー 

13：40～14：40（第 1会場） 

輸血検査研究班 

 

『 輸血機能評価認定 I&Aに対する意識調査 』 

北爪 洋介    JCHO群馬中央病院 

 
 

13：20～14：20 （第 2会場） 

病理検査研究班 

座長：立澤 春樹  前橋赤十字病院 

『 マルチ遺伝子 PCRパネル検査の測定フロー  

― 遺伝子検査の院内導入に向けて ― 』 

多和田 泰樹    シスメックス株式会社 LS市場開発部 

 
 

13：20～14：20 （第 3会場） 

血液検査研究班 

 

『 次世代を担う新人の育成   ～ 臨地実習における Next Stage ～ 』 

中島 翔   群馬県済生会前橋病院 

井上 まどか  群馬大学医学部附属病院 

南 祥子   前橋赤十字病院 

鳥山 幸子  JCHO群馬中央病院 

茂木 裕一  群馬大学医学部附属病院 

増田 裕太  群馬医療福祉大学 



 

 

❙協賛セミナー 

12：10～13：20 （第 1会場） 

協賛セミナーⅠ 

座長：柴崎 洋一  公立藤岡総合病院 

黒崎 明彦  エスアールエル北関東検査センター 

 

 

1．シスメックス株式会社 

シスメックス株式会社 HISCL™シリーズ COVID-19関連製品のご紹介 

岡田 敬司 シスメックス株式会社 日本・東アジア地域本部 

2．ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

血液凝固分析装置「コバス t711」のご紹介 

― 働き方をみつめなおす、次世代凝固検査ソリューション ― 

木村 美鈴 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

3．東洋紡株式会社，極東製薬工業株式会社（2社合同）  

GENECUBE（ジーンキューブ）を用いた各種呼吸器感染症の核酸検査 

― With/Afterコロナの活用法 ― 

藤本 聖人 東洋紡株式会社 診断システム事業部 

 

 
 

11：50～13：00 （第 2会場） 

協賛セミナーⅡ 

座長：石倉 順子  前橋赤十字病院 

小森 彩香   前橋協立病院 

 

4．株式会社 LSIメディエンス 

Dダイマー試薬「LPIAジェネシス Dダイマー」のご紹介 

神永 紗由里  株式会社 LSIメディエンス 診断薬事業本部 学術部 

5．東ソー株式会社，栄研化学株式会社，日水製薬株式会社（3社合同） 

小型機「全自動化学発光酵素免疫測定装置 AIA-CL300」のご紹介 

渡部 玲巳  東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部 

6．アークレイマーケティング株式会社 

尿検査の自動化および効率化 ― 最新機種とサブシステムを踏まえた運用について ― 

玉井 章弘  アークレイマーケティング株式会社 

 

 
 

 



 

 

 

11：50～13：00 （第 3会場） 

協賛セミナーⅢ 

座長：久保田 淳子  前橋赤十字病院 

野上 智治  群馬県健康づくり財団 

 

7．ベックマン・コールター株式会社    

新型コロナウイルスを機に導入された、遺伝子検査機器の活用について 

― 全自動 PCR 検査装置を迅速な感染対策に活用する ― 

堂浦 照也  ベックマン・コールター株式会社 

8．積水メディカル株式会社 

「採血・採血管取扱い」の知っておきたい基礎知識 

― 採血手技が検査値に与える影響を考える ― 

須長 宏行  積水メディカル株式会社 検査事業部             

カスタマーサポートセンター 学術企画グループ 

9．アボットジャパン合同会社 

今後求められる検査室のあり方について  ― 診断支援システム DSS のご紹介 ― 

伊藤 光   アボットジャパン合同会社 デジタルヘルスソリューションズ 

 

 

❙一般演題 

9：40～10：20  （第 1会場） 

病理・細胞診・一般 

座長：中澤 寛人  伊勢崎市民病院 

早川 直人  前橋赤十字病院 

 

1．BCG膀胱内注入療法後の精巣上体炎に対して PCRが確定診断に有用であった一例 

 遠藤 楓樹  太田記念病院 

2．胸水細胞診で診断困難であった胸膜中皮腫の 1例 

 吉澤 富子   群馬県立がんセンター 

3．迅速細胞診検査で組織型の確定が困難であった胃原発小細胞癌の 1例 

 布瀬川 卓也  群馬県立がんセンター 

4．喀痰中の好酸球比率に関する検討  

 今泉 智博  桐生厚生総合病院 

 
 

 

 

 



 

 

 

9：20～10：00 （第 2会場） 

微生物・免疫 

座長：新井 綾花  太田記念病院 

           吉田 勝一  前橋赤十字病院 

 

5. Haemophilus influenzae type cによる細菌性髄膜炎の 1例 

 丹  美玖  JCHO群馬中央病院 

6．血液培養ボトルの違いによる菌検出時間について 

 笹森 敏信  伊勢崎市民病院 

7．当院における Clostridioides difficile 毒素遺伝子検査の有用性 

 宇敷 明人   利根中央病院 

8．尿中抗原迅速検査にて肺炎球菌を疑った一例 

 大澤 邦彦  鬼石病院 

 

 

 

10：10～10：50 （第 2会場） 

チーム医療・血液・輸血 

座長：石川 怜依奈  群馬大学医学部附属病院 

長谷川 里佳  群馬大学医学部附属病院 

 

9. 糖尿病療養指導における当院での臨床検査技師の取り組み 

  齋藤 奏太  利根中央病院 

10．当院における臨床検査技師の内視鏡室への参入  

  荻原 優貴  公立富岡総合病院 

11．ヌーナン症候群に合併した若年性骨髄単球性白血病の一例 

 田原 貴子  群馬県立小児医療センター 

12．強い乳びが認められた新鮮凍結血漿-LRを使用した一例 

 金澤 僚  群馬県立心臓血管センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9：20～9：50 （第 3会場） 

生理Ⅰ 

座長：関根 拓哉  前橋赤十字病院 

金井 敬幸  太田記念病院 

 

13. 当院における術中神経モニタリングの取り組み 

 山本 建太  沼田脳神経外科循環器科病院 

14．当院における心肺運動負荷試験(CPX)の導入と運用について 

 荻野 亮子  利根中央病院 

15．TAVIハートチームにおける当院での臨床検査技師の取り組み  

 大林 智美   伊勢崎市民病院 

 

 

 

10：10～10：40（第 3会場） 

生理Ⅱ 

座長：田中 実穂  公立藤岡総合病院 

   相馬 千恵子  公立藤岡総合病院 

 

16. 心エコー図法による心筋重量計測の検討  ― リニア法と area-length 法の比較 ― 

 中村 優矢  北関東循環器病院 

17. 心臓超音波検査が診断の契機となった心サルコイドーシスの 1例 

 関根 拓哉   前橋赤十字病院 

18. ホルター心電図における周期性心拍変動が睡眠時無呼吸症候群スクリーニング 

    に有用であった一例 

                    小林 康之   群馬県立心臓血管センター 

 


