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機器・試薬セミナー 2（従来セッション）
　　座　長：未定
　　　　　：未定

1 ．株式会社日立ハイテク
　　　演　題：日立自動分析装置 3500 における血液凝固分析機能のご紹介
　　　演　者：福山 美智子、杉山 千枝（医用システム第三設計部）

2 ．積水メディカル株式会社
　　　演　題：血液凝固分析装置　S400CF のご紹介
　　　演　者：深谷 厚輔（検査事業部 製品開発・戦略部）

3 ．ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
　　　演　題：全自動遺伝子分析装置 cobas 5800 のご紹介（仮）
　　　演　者：未定（社内講師）

4 ．株式会社カイノス
　　　演　題：遺伝子領域
　　　演　者：未定

5 ．株式会社テクノメディカ
　　　演　題：最新の採血業務支援システムの動向について
　　　演　者：西村 和也（研究開発本部 医療ソリューション開発部）

6 ．バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
　　　演　題：分析前プロセスの精度管理物質「リクイチェック 血清インデックス」のご紹介
　　　演　者：植村 康浩（診断薬マーケティング部）
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ランチョンセミナーのお知らせ

日　　時：2022 年 10 月 7 日（金）　 6 テーマ（12：00 ～ 12：50）
　　　　　2022 年 10 月 8 日（土）　 8 テーマ（12：00 ～ 12：50）
　　　　　2022 年 10 月 9 日（日）　 6 テーマ（12：00 ～ 12：50）
検査の最前線の情報をお届けします。（整理券を配布します）

※ 9 月 16 日までの事前参加登録で、整理券予約ができます。

大会１日目（10 月 7 日／金）
1 ．塩野義製薬株式会社
　　　演　題：BNP 検査の標準化　その意義と進め方（仮）
　　　演者①：桝田 　出（武田病院健診センター）
　　　演者②：篠原 亮太（北里大学病院 臨床検査部）
　　　座　長：村上 正巳（群馬大学医学部 臨床検査医学）

2 ．シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
　　　演　題：新型コロナウイルスにおける各種測定法の位置付け
　　　演　者：藤野 達也（国立病院機構 指宿医療センター 研究検査科）
　　　座　長：前川 真人（浜松医科大学医学部附属病院 検査部）

3 ．デンカ株式会社
　　　演　題：健診や人間ドックにおける sdLDL-C 検査の進め方
　　　演　者：藍 　真澄（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 保険医療管理学分野）
　　　座　長：山本 泰司（一般財団法人 関西労働保健協会 事業局）

4 ．ベックマン・コールター株式会社
　　　演　題：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：未定

5 ．ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
　　　演　題：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：未定

6 ．富士フイルム和光純薬株式会社
　　　演　題：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：未定
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大会 2日目（10 月 8日／土）
7 ．アボットジャパン合同会社
　　　演　題：地域医療を護るために、臨床検査部門が目指すべき姿を考える
　　　演　者：伊藤 克彦（留萌市立病院 診療技術部 臨床検査科）
　　　座　長：脇田 　満（順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部）

8 ．シスメックス株式会社
　　　演　題：院内完結型ゲノムラボの構築〜見えてきた展望と課題〜
　　　演者①：渡邊 広祐（東京大学医学部附属病院 検査部）
　　　演者②：小野 佳一（東京大学医学部附属病院 検査部）
　　　座　長：矢冨 　裕（東京大学医学部附属病院 検査部）

9 ．シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
　　　演　題： 複数の診療科で活用される POC 機器の検査精度を維持するための取り組み 

〜オープンデータマネジメントシステムを活用した POC 機器の集中管理〜
　　　演　者：大塚 喜人（医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 臨床検査部）
　　　座　長：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 

（臨床検査医学））

10．株式会社エイアンドティー
　　　演　題：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：未定

11．株式会社テクノメディカ
　　　演　題： 確実な採血認証を検査室から病棟へ 

〜  TRIPS-WEB の導入を通して検査前プロセスのトレーサビリティをレベル
アップ〜

　　　演　者：遠藤 彩子（東京都立多摩総合医療センター 検査科）
　　　座　長：市村 直也（東京医科歯科大学病院 検査部）

12．東ソー株式会社
　　　演　題：HbA1c 測定とヘモグロビン異常症
　　　演　者：宮﨑 彩子（兵庫医科大学 医学部 臨床検査医学講座）
　　　座　長：松岡 孝昭（和歌山県立医科大学 内科学第一講座）

13．積水メディカル株式会社
　　　演　題：「血友病と加齢疾患」
　　　演　者：長尾 　梓（医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科）
　　　座　長：森下 英理子（金沢大学大学院 保健学総合病態検査学）
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14．オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
　　　演　題：中小病院における搬送システム＆ミドルウェア―導入効果（仮題）
　　　演　者：中川 　誠（小林病院 検査室）
　　　座　長：未定

大会 3日目（10 月 9日／日）
15．ミナリスメディカル株式会社
　　　演　題：動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022 年度版改訂のポイント
　　　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）
　　　座　長：田中 　忍（奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部）　

16．富士レビオ株式会社
　　　演　題：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：未定

17．小林クリエイト株式会社
　　　演　題：情報活用した採血業務の改革／患者負担軽減と効果
　　　演　者：秋永 理恵（株式会社麻生 飯塚病院 中央検査部）
　　　座　長：下田 勝二（ 株式会社 LSI メディエンス メディカルソリューション本部  

検査品質管理センター）

18．株式会社日立ハイテク
　　　演　題：血液内科診療体制のあるべき姿〜患者と既存医療の懸け橋として〜
　　　演　者：太田 健介（LIGARE 血液内科太田クリニック・心斎橋）
　　　座　長：久保田 浩（大阪公立大学医学部附属病院 中央臨床検査部）

19．東洋紡株式会社
　　　演　題：呼吸器感染症における迅速診断の重要性
　　　演　者：大石 智洋（川崎医科大学 臨床感染症学教室）
　　　座　長：未定

20．アークレイマーケティング株式会社
　　　演題①： 未定
　　　演　者：木下 真紀（天理よろづ相談所病院 臨床検査部）
　　　演題②：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：古田 眞智（和歌山県立医科大学 医学部 臨床検査医学講座）
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大会 2日目（10 月 8日／土）
7 ．アボットジャパン合同会社
　　　演　題：地域医療を護るために、臨床検査部門が目指すべき姿を考える
　　　演　者：伊藤 克彦（留萌市立病院 診療技術部 臨床検査科）
　　　座　長：脇田 　満（順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部）

8 ．シスメックス株式会社
　　　演　題：院内完結型ゲノムラボの構築〜見えてきた展望と課題〜
　　　演者①：渡邊 広祐（東京大学医学部附属病院 検査部）
　　　演者②：小野 佳一（東京大学医学部附属病院 検査部）
　　　座　長：矢冨 　裕（東京大学医学部附属病院 検査部）

9 ．シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
　　　演　題： 複数の診療科で活用される POC 機器の検査精度を維持するための取り組み 

〜オープンデータマネジメントシステムを活用した POC 機器の集中管理〜
　　　演　者：大塚 喜人（医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 臨床検査部）
　　　座　長：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 

（臨床検査医学））

10．株式会社エイアンドティー
　　　演　題：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：未定

11．株式会社テクノメディカ
　　　演　題： 確実な採血認証を検査室から病棟へ 

〜  TRIPS-WEB の導入を通して検査前プロセスのトレーサビリティをレベル
アップ〜

　　　演　者：遠藤 彩子（東京都立多摩総合医療センター 検査科）
　　　座　長：市村 直也（東京医科歯科大学病院 検査部）

12．東ソー株式会社
　　　演　題：HbA1c 測定とヘモグロビン異常症
　　　演　者：宮﨑 彩子（兵庫医科大学 医学部 臨床検査医学講座）
　　　座　長：松岡 孝昭（和歌山県立医科大学 内科学第一講座）

13．積水メディカル株式会社
　　　演　題：「血友病と加齢疾患」
　　　演　者：長尾 　梓（医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科）
　　　座　長：森下 英理子（金沢大学大学院 保健学総合病態検査学）
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14．オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
　　　演　題：中小病院における搬送システム＆ミドルウェア―導入効果（仮題）
　　　演　者：中川 　誠（小林病院 検査室）
　　　座　長：未定

大会 3日目（10 月 9日／日）
15．ミナリスメディカル株式会社
　　　演　題：動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022 年度版改訂のポイント
　　　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）
　　　座　長：田中 　忍（奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部）　

16．富士レビオ株式会社
　　　演　題：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：未定

17．小林クリエイト株式会社
　　　演　題：情報活用した採血業務の改革／患者負担軽減と効果
　　　演　者：秋永 理恵（株式会社麻生 飯塚病院 中央検査部）
　　　座　長：下田 勝二（ 株式会社 LSI メディエンス メディカルソリューション本部  

検査品質管理センター）

18．株式会社日立ハイテク
　　　演　題：血液内科診療体制のあるべき姿〜患者と既存医療の懸け橋として〜
　　　演　者：太田 健介（LIGARE 血液内科太田クリニック・心斎橋）
　　　座　長：久保田 浩（大阪公立大学医学部附属病院 中央臨床検査部）

19．東洋紡株式会社
　　　演　題：呼吸器感染症における迅速診断の重要性
　　　演　者：大石 智洋（川崎医科大学 臨床感染症学教室）
　　　座　長：未定

20．アークレイマーケティング株式会社
　　　演題①： 未定
　　　演　者：木下 真紀（天理よろづ相談所病院 臨床検査部）
　　　演題②：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：古田 眞智（和歌山県立医科大学 医学部 臨床検査医学講座）
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