
特別講演
1. 網羅的手法による次世代型着床前診断の現状と問題点

座長：石井　潤一（藤田保健衛生大学　医学部　臨床検査科）
演者：倉橋　浩樹（藤田保健衛生大学　総合医科学研究所　分子遺伝学）

2. ナノバイオデバイスとAIが拓くSociety 5.0と健康長寿社会
座長：石井　潤一（藤田保健衛生大学　医学部　臨床検査科）
演者：馬場　嘉信（�名古屋大学　大学院工学研究科　生命分子工学専攻　医学

系研究科　基礎医学領域）

共催特別講演（共催：一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会）
臨床検査室の精度保証～法改正に伴い求められること～

座長：石井　潤一（藤田保健衛生大学　医学部　臨床検査科）
演者：宮島　喜文（一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会）

本プログラムは認定臨床化学・免疫化学精度保証管理者（管理検査技師）制度の更新指定講習会（分
割型A群 5 単位）となります。

学術集会長講演
循環器診療におけるバイオマーカーの進歩と課題：藤田での30年を振り返って

座長：登　　　勉（�三重大学　名誉教授、医療法人　社団主体会　小山田記念
温泉病院）

演者：石井　潤一（藤田保健衛生大学　医学部　臨床検査科）

受賞講演
座長：黒田　直敬（長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科）
　　　康　　東天（九州大学　大学院医学研究院　臨床検査医学分野）

（学術賞）　臨床検査へのゲノム・エピゲノム情報の応用
演者：渡邉　幹夫（�大阪大学　大学院医学系研究科　保健学専攻　生体情報科

学講座）

（技術賞）　AKIバイオマーカー尿中NGALの開発と臨床応用
演者：師田かおり（�アボットジャパン株式会社　診断薬・機器事業部　ビジネ

スエクセレンス）

（技術賞）　CLEIA法による敗血症マーカー「プレセプシン」の迅速測定法の開発
演者：依田　尚文（株式会社LSIメディエンス　診断薬事業本部　学術部）

（技術賞）　新しいプロテインＳ測定方法と測定試薬の開発
演者：芳村　　一（�株式会社シノテスト　R&Dセンター）

講　演　一　覧

講演一覧

24



（技術賞）　  非競合法による２５－ＯＨビタミンＤ測定試薬「ルミパルス２５－ＯＨビ
タミンＤ」の開発

演者：小島　　哲（富士レビオ株式会社　ＣＬ試薬新規開発部）

JSCC国際学術セミナー（共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）
座長：坂本　秀生（神戸常盤大学　保健科学部　医療検査学科　教授）

1. JSCCのミッションを臨床検査の現場から考える
演者：山下　計太（筑波メディカルセンター病院　臨床検査科）

2.   IFCC Mission:  Advancing excellence in laboratory medicine for better healthcare 
worldwide medicine
演者：Joseph�Passarelli（�Secretary,� Scientific�Division,�The� International�

Federation�of�Clinical�Chemistry�and�Laboratory�
Medicine）

教育講演
1. 生理活性脂質の臨床化学（★）

座長：石井　潤一（藤田保健衛生大学　医学部　臨床検査科）
演者：矢冨　　裕（東京大学　大学院医学系研究科　臨床病態検査医学）

2. がん悪液質の病態と栄養管理
座長：長村　洋一（�鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　医療栄養学科、一般社

団法人　日本食品安全協会）
演者：東口　髙志（藤田保健衛生大学　医学部　外科・緩和医療学講座）

3. 薬剤耐性菌　－最新の話題と臨床検査―（★）
座長：飯沼　由嗣（金沢医科大学　臨床感染症学）
演者：土井　洋平（�藤田保健衛生大学　医学部　微生物学講座・感染症科）

4. 腎臓病におけるバイオマーカー（★）
座長：木村　秀樹（福井大学医学部附属病院　検査部）
演者：和田　隆志（金沢大学　大学院腎病態統御学）

5. 血栓・出血のバイオマーカー（★）
座長：村田　　満（慶應義塾大学　医学部　臨床検査医学）
演者：和田　英夫（三重大学　大学院医学系研究科　検査医学）

「★」のついたプログラムは日本専門医機構認定臨床検査専門医の資格更新のための臨床検査領域講
習単位が認定されています。（ 1 単位）

プロジェクト報告
1. 機器システム専門委員会

�生化学自動分析装置における血清情報の標準化
　座長：斎藤　　篤（岩手医科大学附属病院　中央臨床検査部）
　演者：吉本　　茂（大阪府済生会中津病院　臨床検査技術部　BML検査室）
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2. 血漿蛋白専門委員会
��血清β 2 －ミクログロブリン測定法の標準化：標準化の現状ならびにERM-
DA470k/IFCC�による補正効果
　座長：山田　俊幸（自治医科大学　臨床検査医学）
　演者：栗原由利子（東京工科大学　医療保健学部　臨床検査学科）

3. 基準範囲共有化専門委員会
座長：宮地　勇人（東海大学　医学科基盤診療学）
1）��共用基準範囲の現状�～基準範囲の比較でわかる偏り是正の重要性～
　　演者：市原　清志（山口大学大学院　医学系研究科　保健学専攻）

2）��「医学教育用基準範囲」の設定プロジェクト
　　演者：堀田多恵子（九州大学病院　検査部）

4. POCT専門委員会
座長：白井　秀明（一般社団法人　検査医学標準物質機構）
1）��POCT専門　血液ガス測定の精確さの評価�－2017年度－
　　演者：滝野　　豊（北陸大学　医療保健学部）
2）��POCT対応機器・試薬による血糖およびHbA 1 c測定の外部精度管理の方
法―検体測定室による実施手順－

　　演者：白井　秀明（一般社団法人　検査医学標準物質機構）

5. 栄養専門委員会
��妊婦におけるレチノールならびに関連項目を用いた栄養状態のエピジェネティ
クス研究
　座長：松村　　聡（千葉科学大学　危機管理学部医療危機管理学科）
　演者：松木　友里（ニットーボーメディカル株式会社　学術部）

6. 動物臨床化学専門委員会
��非臨床分野における臨床検査測定法バリデーション指針
座長：豊田　直人（中外製薬株式会社）
演者：蓑毛　博文（株式会社新日本科学）

7. 止血・血栓検査専門委員会
�抗Xa活性のモニターとその標準化
座長：村田　　満（慶應義塾大学　医学部　臨床検査医学）
演者：和田　英夫（三重大学　大学院医学系研究科　検査医学）

8. 酵素・試薬専門委員会
座長：康　　東天（九州大学　大学院医学研究院　臨床検査医学分野）
　　　植田　　成（旭化成ファーマ株式会社）
1）��免疫学的便潜血検査の標準化プロジェクト中間報告
　演者：菊池　春人（慶應義塾大学　医学部　臨床検査医学）

2）��血清乳酸脱水素酵素（LD）活性測定のJSCC勧告法の変更に向けた活動（第
一報）

　演者：荒木　秀夫（日本大学病院　臨床検査部）
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3 ）��血清アリカリホスファターゼ（ALP）活性測定のJSCC勧告法の変更に向
けた活動（第一報）

　演者：山崎　浩和（山梨大学医学部付属病院　検査部）

4）��膵リパーゼ活性測定の国際標準化：国内プロジェクトで実施された合同実
験の結果報告

　演者：山下　計太（筑波メディカルセンター病院　臨床検査科）
　　　　植田　　成（旭化成ファーマ株式会社）

プロジェクト企画提案
クオリティマネジメント専門委員会　

座長：池田　勝義（熊本保健科学大学　保健科学部　医学検査学科）
1 ）臨床化学検査に用いる検査用水の基準

演者：末吉　茂雄（千葉県循環器病センター　検査部）
2）現在の技術水準における施設内許容誤差限界の推定

演者：佐藤　正一（国際医療福祉大学　成田保健医療学部　医学検査学科）
3）臨床化学検査におけるリスクマネジメントの実践ガイド

演者：久保野勝男（新潟医療福祉大学　医療技術学部　臨床技術学科）

ピットフォール研究専門委員会ワークショップ（★）
「臨床検査におけるピットフォール事例報告・討論会　2018」

座長：菅野　光俊（信州大学医学部附属病院　臨床検査部）
　　　阿部　正樹（慈恵医科大学附属第三病院　中央検査部）

★本プログラムは日本専門医機構認定臨床検査専門医の資格更新のための臨床検査領域講習単位が
認定されています。（ 2 単位）

シンポジウム

1. ゲノム医療の幕開け（共催：日本遺伝子診療学会）（★ 2 ）
座長：中谷　　中（三重大学医学部附属病院　中央検査部）
　　　山口　敏和（株式会社ビー・エム・エル　先端技術開発本部）

2.   質量分析の活用事例とピットフォール（共催：一般社団法人　日本医用マススペク
トル学会）（★ 2 ）
座長：野村　文夫（�千葉大学医学部附属病院　マススペクトロメトリー検査診

断学寄附研究部門）
座長：千葉　仁志（北海道大学　大学院保健科学研究院）

3. 非臨床領域の品質保証（共催：一般社団法人　日本毒性学会）
座長：蓑毛　博文（株式会社新日本科学）
　　　小田部耕二（株式会社イナリサーチ）

4. 精神神経疾患のバイオマーカー検索
座長：北島　　勲（富山大学　医学部　臨床分子病態検査学講座）
　　　齋藤　邦明（�藤田保健衛生大学　大学院医療科学専攻　病態制御解析学

／先進診断システム探索研究部門）
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5. 臨床化学の未病対策への挑戦（共催：一般社団法人 日本未病システム学会）（★ 1 ）
座長：吉田　　博（東京慈恵会医科大学附属柏病院　中央検査部）
　　　丸山　篤芳（松阪地区医師会　臨床検査センター）

6. 薬学研究が支える臨床化学
座長：眞野　成康（東北大学病院　薬剤部）
　　　黒田　直敬（長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科）

7. 10年後の臨床化学を考える
座長：前川　真人（浜松医科大学　医学部　臨床検査医学）
　　　齋藤　邦明（�藤田保健衛生大学　大学院医療科学専攻　病態制御解析学

/先進診断システム探索研究部門）

8. 臨床化学の食への挑戦
座長：長村　洋一（�鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　医療栄養学科、一般社

団法人　日本食品安全協会）
　　　藤田　清貴（群馬パース大学　大学院　保健科学研究科）

9. 在宅臨床検査学の最前線（共催：一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会）（★ 1 ）
座長：小谷　和彦（自治医科大学　地域医療学センター　地域医療学部門）
　　　坂本　秀生（神戸常盤大学　保健科学部　医療検査学科）

10. 血清蛋白質検査の矛盾と課題（共催：一般社団法人　日本臨床検査自動化学会）
座長：松下　　誠（埼玉県立大学　大学院保健医療福祉学研究科）
　　　村本　良三（埼玉医科大学　保健医療学部　臨床検査学科）

「★」のついたプログラムは日本専門医機構認定臨床検査専門医の資格更新のための臨床検査領域講
習単位が認定されています。（「★ 1 」は 1 単位、「★ 2 」は 2 単位）

YIAシンポジウム　
座長：山内　一由（筑波大学医学医療系）
　　　細萱　茂実（東京工科大学　医療保健学部　臨床検査学科）

若手育成シンポジウム
座長：岩谷　良則（�大阪大学　大学院医学系研究科　保健学専攻　生体情報科

学講座）
　　　戸塚　　実（�東京医科歯科大学　大学院　保健衛生学研究科　先端分析

検査学）

学生シンポジウム（共催：日本臨床検査学教育学会　臨床化学分科会）
セッション 1
座長：渡邉　幹夫（�大阪大学　大学院医学系研究科　保健学専攻　生体情報科

学講座）
　　　布田　博敏（北海道大学　大学院保健科学研究院）
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セッション 2
座長：松下　　誠（埼玉県立大学　大学院保健医療福祉学研究科）
　　　藤垣　英嗣（藤田保健衛生大学　大学院保健学研究科）

セッション 3
座長：石井　直仁（北里大学　医療衛生学部）
　　　廣渡　祐史（埼玉県立大学　保健医療福祉学部）

企業シンポジウム　リキッドバイオプシーが変えるがん治療
座長：宮田　　満（日経BP社　特命編集委員）

支部共催シンポジウム（★）
検査値読み方講座

座長：米川　　修（聖隷浜松病院　臨床検査科）
★本プログラムは日本専門医機構認定臨床検査専門医の資格更新のための臨床検査領域講習単位が
認定されています。（ 1 単位）

RCPC
座長：米川　　修（聖隷浜松病院　臨床検査科）
　　　菅野　光俊（信州大学　医学部附属病院　臨床検査部）

★本プログラムは日本専門医機構認定臨床検査専門医の資格更新のための臨床検査領域講習単位が
認定されています。（ 2 単位）

臨床化学アカデミー　臨床化学検査分野で身近になってきた新たな分析技術（★）
座長：山舘　周恒（人間総合科学大学　人間科学部）
　　　大久保滋夫（文京学院大学　保健医療技術学部）

★本プログラムは日本専門医機構認定臨床検査専門医の資格更新のための臨床検査領域講習単位が
認定されています。（ 1 単位）

機器・試薬セミナー
座長：五藤　孝秋（�名古屋市立大学病院　診療技術部　臨床検査技術科）
　　　栢森　裕三（�九州大学大学院医学研究院　保健学部門　検査技術科学分野）

平成30年度　第１回　認定臨床化学・免疫化学　精度保証管理検査技師・管理者指定講習会
座長：池田　勝義（熊本保健科学大学　保健科学部　医学検査学科）
　　　松本　祐之（中部大学　生命健康科学部）
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共催セミナー一覧
ランチョンセミナー 1 （共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）

甲状腺疾患専門病院における甲状腺癌の診断と治療～最新のトピックスをふまえて～
座長：〆谷　直人（国際医療福祉大学　臨床検査科　教授）
演者：北川　　亘（伊藤病院　外科　診療技術部部長）

ランチョンセミナー 2 （共催：株式会社カイノス）
透析患者のカルニチン補充への臨床的期待について

座長：本田　孝行（信州大学医学部附属病院　病院長）
演者：大橋　宏重（朝日大学病院　病院長）

ランチョンセミナー 3 （共催：日本電子株式会社）
AVP測定のoverviewと今後の質量分析法による測定の臨床的有用性

座長：野村　文夫（�千葉大学名誉教授、千葉大学医学部附属病院　マススペク
トロメトリー検査診断学寄付研究部門　特任教授）

演者：大竹　千生（�愛知医科大学　医学部　内科学講座　内分泌・代謝内科　
名誉教授）

ランチョンセミナー 4 （共催：ベックマン・コールター株式会社）
基準範囲設定の調和化：世界と日本の現状

座長：康　　東天（九州大学　大学院医学研究院　臨床検査医学分野　教授）
演者：市原　清志（�山口大学大学院　医学系研究科　保健学専攻　生体情報検

査学　名誉教授）

ランチョンセミナー 5 （共催：協和メデックス株式会社）
骨代謝マーカーにいま求められているもの～IFCC-IOF骨代謝マーカー測定標準化
WGの動向など～

座長：前川　真人（浜松医科大学　医学部　臨床検査医学講座　教授）
演者：三浦　雅一（北陸大学薬学部　生命薬学講座　教授）

ランチョンセミナー 6 （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）
BNP研究up to date ～臨床的意義から分子機序まで～

座長：石井　潤一（藤田保健衛生大学　医学部　臨床検査科　教授）
演者：錦見　俊雄（�わかくさ竜間リハビリテーション病院　院長）

ランチョンセミナー 7 （共催：積水メディカル株式会社）
sIL- 2 R revisited～迅速化がもたらす検査と臨床との融和～

座長：村田　　満（慶應義塾大学　医学部　臨床検査医学　教授）
演者：藤﨑　智明（松山赤十字病院　血液内科　部長）

ランチョンセミナー 8 （共催：株式会社テクノメディカ）
座標を用いた代謝性酸塩基異常解析

座長：村上　正巳（群馬大学大学院医学系研究科　臨床検査医学　教授）
演者：梅枝　愛郎（公立富岡総合病院　健診センター）

共催セミナー一覧
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ランチョンセミナー 9 （共催：シスメックス株式会社）
ウイルス性から脂肪性肝炎診療の最前線～バイオマーカーの有用性

座長：眞野　成康（東北大学病院　教授・薬剤部長）
演者：田中　靖人（名古屋市立大学大学院医学研究科　病態医科学　教授）

ランチョンセミナー10（共催：株式会社ＬＳＩメディエンス）
肝臓専門医が臨床検査で知りたいこと

座長：飯沼　由嗣（金沢医科大学　臨床感染症学　教授）
演者：上野　義之（山形大学医学部　内科学第二講座　教授）

ランチョンセミナー11（共催：田辺三菱製薬株式会社）
座長：小柴　賢洋（兵庫医科大学　臨床検査医学　主任教授）
1 ）  関節リウマチ治療と薬物血中濃度の重要性
小寺　雅也（�独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　膠原病リウマチ

センター長・皮膚科部長）
2 ）  当院におけるレミチェックQの運用について
片山　孝文（独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　検査部　技師長）

ランチョンセミナー12（共催：東ソー株式会社）
オートタキシンと肝線維化の結びつき

座長：矢冨　　裕（�東京大学　大学院医学系研究科　臨床病態検査医学分野　
教授）

演者：池田　　均（�東京大学医学部附属病院　検査部／住友商事診療所）

ランチョンセミナー13（共催：デンカ生研株式会社）
脂質検査を基本からていねいに

座長：吉田　　博（�東京慈恵会医科大学　教授、東京慈恵会医科大学附属柏病
院　副院長・中央検査部診療部長）

演者：三井田　孝（順天堂大学大学院医学研究科　臨床病態検査医学　教授）

ランチョンセミナー14（共催：富士レビオ株式会社）
心腎連関におけるバイオマーカーの意義－腎障害バイオマーカーL-FABPの最新の知見－

座長：和田　隆志（金沢大学大学院　腎病態統御学・腎臓内科学　教授）
演者：石橋みどり（医療法人社団　誠馨会　新東京病院　臨床検査室　部長）

ランチョンセミナー15（共催：ヤマサ醤油株式会社）
H-FABPが奏でるハーモニー ～心筋バイオマーカーと心エコーの融和～

座長：古川　泰司（帝京大学医学部　臨床検査医学　教授）
演者：和田　靖明（山口大学医学部附属病院　検査部　講師）

イブニングセミナー 1 （共催：アボットジャパン株式会社）
医療安全に向けた検査室からの診療支援

演者：大庭　恵子（聖隷浜松病院　臨床検査部　係長）

共催セミナー一覧
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イブニングセミナー ２ （共催：シスメックス株式会社）
シスメックス株式会社によるアルツハイマー病への取り組み

演者：辰巳　真一（シスメックス株式会社　クリニカルイノベーション本部）

イブニングセミナー ３ （共催：アークレイマーケティング株式会社）
糖尿病性神経障害～よくあるけどよく分からない合併症～

座長：中島英太郎（�独立行政法人　労働者健康安全機構　中部ろうさい病院糖
尿病内分泌内科・糖尿病センター部長、名古屋大学医学部
糖尿病内分泌内科臨床准教授　医学博士）

演者：神谷　英紀（愛知医科大学医学部　内科学講座　糖尿病内科　准教授）

イブニングセミナー ４ （共催：フクダ電子中部販売株式会社）
動脈硬化への挑戦ー脈波検査から見えてくる動脈硬化と脳神経疾患ー

座長：古川　泰司（帝京大学医学部附属病院　中央検査部　部長）
演者：佐治　直樹（�国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター　もの忘れ

センター　副センター長）

イブニングセミナー ５ （共催：積水メディカル株式会社）
演者：長谷川恵子（�積水メディカル株式会社　検査事業統括部　国内営業部　

首都圏営業所　学術・技術担当）

サテライトセミナー 1 （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）
ＩＣＵ・救急領域での血中乳酸値の管理と評価の有用性

座長：千葉　仁志（北海道大学　大学院保健科学研究院　教授）
演者：池田　寿昭（�東京医科大学八王子医療センター　病院長　特定集中治療

部　教授）

サテライトセミナー ２ （共催：株式会社テクノメディカ）
検査前プロセスを制する者は全検査プロセス管理を制す！

座長：前川　真人（浜松医科大学　医学部 臨床検査医学　教授）
演者：濱田　悦子（浜松医科大学医学部附属病院　検査部）

サテライトセミナー ３ （共催：アボットジャパン株式会社）
AI時代に求められる臨床検査技師像とは？　～サイエンスとアートを兼備した臨床検
査士へ～

座長：石井　潤一（藤田保健衛生大学　医学部　臨床検査科　教授）
演者：諏訪部　章（岩手医科大学　医学部　臨床検査医学講座　教授）

サテライトセミナー ４ （共催：株式会社エイアンドティー）
トロンビン制御機構における臨床検査の重要性

座長：中谷　　中（三重大学医学部附属病院　　中央検査部　教授）
演者：北島　　勲（富山大学　医学部　臨床分子病態検査学講座　教授）

共催セミナー一覧
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平成30年度　第１回　認定臨床化学・免疫化学　精度保証管理検査技師・ 
管理者指定講習会

座長：池田　勝義（熊本保健科学大学　保健科学部　医学検査学科）
　　　松本　祐之（中部大学　生命健康科学部）

1 　  精度保証の全体体系
演者：細萱　茂実（東京工科大学　医療保健学部　臨床検査学科）

2 　  測定法のバリデーションおよび勧告法
演者：山本　慶和（天理医療大学　医療学部　臨床検査学科）

3 　  測定法のバリデーション実施のためのデータ処理技術
演者：佐藤　正一（国際医療福祉大学　成田保健医療学部　医学検査学科）

4 　  精度管理と精度保証
演者：松本　祐之（中部大学　生命健康科学部）

5 　  基準範囲・臨床判断値、検査データの臨床的有用性
演者：菊池　春人（慶応義塾大学　医学部　臨床検査医学）

2018年度（平成30年度）学会賞受賞者一覧

学術賞
氏名：渡邉�幹夫
所属：大阪大学大学院医学系研究科
研究内容：臨床検査へのゲノム・エピゲノム情報の応用

奨励賞
氏名：佐藤　亮
所属：東京慈恵会医科大学附属柏病院
研究内容：�アンジオテンシンⅡ刺激による血管内皮細胞におけるMMP 2 mRNA発現

量の変化と�AGTR 2 の発現
� �

氏名：中野�恵一
所属：北海道大学病院
研究内容：マクロトロポニンⅠによるトロポニンⅠ・トロポニンＴの乖離に関する検討

指定講習会

指定講習会
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技術賞
� 企業名：アボットジャパン株式会社
� 業績概要：AKIバイオマーカー尿中NGALの開発と臨床応用

� 企業名：株式会社LSIメディエンス
� 業績概要：CLEIA法による敗血症マーカー「プレセプシン」の迅速測定法の開発

� 企業名：株式会社シノテスト
� 業績概要：プロテインS比活性測定方法と測定試薬の開発

� 企業名：富士レビオ株式会社
� 業績概要：�非競合法による25-OHビタミンD測定試薬「ルミパルス25-OHビタミ

ンD」の開発

論文賞
氏名：末廣�寛
所属：山口大学大学院医学系研究科
論文名：�Highly� sensitive� stool�DNA� testing� of�Fusobacterium�nucleatum�as� a�

marker�for�detection�of�colorectal�tumours�in�a�Japanese�population

氏名：森�恵理子
所属：東京大学病院
論文名：�Existence�of�a�squamous�cell�carcinoma�antigen-immunoglobulin�complex�

causes� a� deviat ion� between� squamous� cel l � carcinoma� antigen�
concentrations�determined�using�two�different� immunoassays:�first�report�
of�squamous�cell�carcinoma�antigen�coupling�with�immunoglobulin�A

学会賞協賛企業：
アークレイマーケティング株式会社
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

2018年（平成30年度）トラベルアウォード
トラベルアウォード協賛企業：
株式会社　島津製作所

2018 年度（平成 30 年度）学会賞受賞者一覧
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