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特 別 講 演：「新型コロナウイルス感染症関連」
館田 一博
（東邦大学医学部微生物・感染症学講座）

教 育 講 演 １：「未定」
康

東天
（九州大学大学院医学研究院臨床検査医学）

教 育 講 演 2 ：「未定」
矢冨

裕
（東京大学大学院医学系研究科臨床病態検査医学）

大 会 長 講 演：「未定」
栁原 克紀
（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析・診断学分野）

国際シンポジウム：JSCL-NCGM ジョイントセミナー
「日本からの発信：感染症分野における新たな検査技術」
座長

康

東天
（国際交流委員会委員長）

Aye Aye Khin
（University of Medical Technology, Yangon）
オープニングスピーチ／委員会活動報告：
萩原 三千男
（国際交流委員会副委員長）
Current Status of Clinical tests in Myanmar and expectations from Japan
1）
Prof. Aye Aye Khin
（University of Medical Technology, Yangon）
2）
COVID-19 の病態と各種関連検査の検出性能並びに臨床的有用性
大曲 貴夫
（国立国際医療センター病院 国際感染症センター）
3）
Serum CCL17 and IFNλ3 levels can distinguish mild/moderate and
severe/critical disease in patients with COVID-19
溝上 雅史
（国立国際医療センター 研究所 ゲノム医科学プロジェクト）
4）
マラリア診断システムの開発とタイ国における無症候性マラリアを対象
とした臨床試験
狩野 繁之
（国立国際医療センター 研究所 熱帯医学・マラリア研究部）

シンポジウム 1 ：新型コロナウイルス関連
（企画中）
シンポジウム 2 ：仮）「内部精度管理の現状
（各分析機器によるキャリブレーション画面
の見方、考え方）」
座長

緒方 良一
（宮崎大学医学部附属病院 検査部）
選考中

1）
総論 1
麻野 秀一
（大阪医科大学附属病院 検査部）
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2）
総論 2
三好 雅士
（徳島大学病院 医療技術部）
3）
日立ユーザー
石垣 卓也
（九州大学病院 検査部）
4）
BM ユーザー
石嶺 南生
（信州大学病院 検査部）
5）
キャノンユーザー
比嘉 幸枝
（産業医科大学病院 臨床検査・輸血部）

シンポジウム 3 ：生理検査
（企画中）
シンポジウム 4 ：「フローサイトメータの最新機能および臨床運用の現状」
座長

稲葉

亨
（京都府立大学附属病院）

池本 敏行
（滋賀医科大学医学部附属病院）
1）
BD FACSL LyricTM の特徴と臨床応用
小川 恵津子
（日本ベクトン・ディッキンソン株式会社）
2）
機器の特徴とアプリケーションの特徴
高野 邦彦
（ベックマン・コールター株式会社）
3）
BD FACS Lyric 導入から一年、使用経験と今後の課題
渕上 麻衣
（長崎大学病院 検査部）
4）
当検査室における FACS Lyric を用いた日常検査運用
荒井 智子
（慶応義塾大学病院 臨床検査科）
5）
フローサイトメトリー検査の臨床運用の現状
棚田 浩子
（大阪医科薬科大学病院 中央検査部）
6）
BC 機器ユーザーの立場から
常名 政弘
（東京大学医学部附属病院 検査部）

シンポジウム 5 ：「国際交流に向けた各国の研究・教育活動の紹介」
座長

工藤 芳子
（昭和大学 国際交流センター）
大川 龍之介
（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科先端分析
検査学分野）

1）
Education for international activities and international joint research
Prof. Ryunosuke OHKAWA
（Analytical Laboratory Chemistry, Graduate School of Medical
and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University）
2）
Investigation into Cellular Mechanism of Genetic Diseases
Prof. Mohd Nazil Salleh
（C Sci（UK） FIBMS（Lond） FBiol（Lond）, FMIMLS（Mal）,
PICOMS International University College, Kuala Lumpur
Malaysia）
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3）
Vietnamese Featured research topics in Medical Technology
Prof. Vu Quang Huy
（Faculty of Lab Medical Technology, University of Medicine and
Pharmacy at HCMC（UMP））
4）
P ROJECT“Virtual-CLAIM”AS AN ALTERNATIVE LEARNING
PROGRAM FOR MEDICAL TECHNOLOGY EDUCATION
Prof. Dean Bernard U. Ebuen（Arellano University）

シンポジウム 6 ：「質量分析や自動機器導入施設における人材育成の取り組み」
座長・演者選考中

シンポジウム 7：医師の働き方改革における臨床検査技師へのタスクシフティング
−その概略と期待、先行事例を含めて−
座長

谷

浩也
（私立医科大学臨床検査技師会 会長；
愛知医科大学病院 中央臨床検査部）

嘉成 孝志
（私立医科大学臨床検査技師会 副会長；
東京医科大学八王子医療センター 中央検査部）
演者

1）
未定
（現在、日臨技にて選考中）
2）
村田

満
（慶應義塾大学医学部 臨床検査医学 教授、
慶應義塾大学病院 臨床検査科 部長）

3）
木崎 直人
（杏林大学医学部付属病院 臨床検査部）
4）
柴田 千晴
（獨協医科大学病院 臨床検査センター）

R - C P C：日本臨床検査医学会教育委員会 共催（企画中）
技術セミナー
科学技術セミナー、遺伝子・プロテオミクス技術セミナー、POC セミナー、
血液検査機器技術セミナー、医療情報技術セミナー、
微生物検査・感染症技術セミナー、生理検査技術セミナー
ランチョンセミナー、機器・試薬セミナー、サテライトセミナー
モーニングセミナー
LACLaS 記念講演、LACLaS Award Ⅰ・Ⅱ受賞講演
優秀演題賞講演、論文賞受賞講演
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