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                                   新臨技発第 34号 

                                  平成 26年 5月 9 日 

 
                    （一社）新潟県臨床検査技師会会長  渡邊 博昭 

                             臨床化学分野長  伊藤 正行 
              日本臨床化学会甲信越支部新潟支部地区代表幹事  加藤 公則 

            生物試料分析科学会甲信越支部新潟支部地区代表幹事  伊藤 正行 

 
 

第 32 回日本臨床化学会甲信越支部総会  
第 12 回生物試料分析科学会甲信越支部総会 

 のご案内  
 
総会長： 加藤 公則（一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会） 
日時：  平成 26 年 6 月 28 日（土）～ 29 日（日） 
会場：  鵜の浜ニューホテル 
            新潟県上越市大潟区雁子浜（℡：025-534-2622）  

 
参加費： 生物試料分析科学会甲信越支部総会 500 円 

 日本臨床化学会甲信越支部総会 14,000 円 
（参加費（3,000 円）、懇親会費（7,000 円）、宿泊費（4,000 円）） 

    ※ 参加費は会員、非会員ともに一律です。なお、テキスト代が含まれます。 
 
申込先：  下記のいずれかの幹事または事務局にお申し込み下さい。 

長野地区： 〒390-8621 松本市旭 3-1-1 信州大学医学部附属病院臨床検査部 
川崎 健治 TEL: 0263-37-2800 

新潟地区： 〒951-8520 新潟市中央区旭町通 1-754 新潟大学医歯学総合病院検査部 
伊藤 正行 TEL: 025-227-2674 

山梨地区： 〒409-3898 中央市下河東 1110 山梨大学医学部附属病院検査部 
多田 正人 TEL: 055-273-1111 内線 4273 
 

申込締切り； 平成 26 年 6 月 10 日（火） 
 
事務局： 伊藤 正行（新潟大学医歯学総合病院検査部） 

〒951-8520 新潟市中央区旭町通 1-754  
TEL: 025-227-2674 FAX: 025-227-0796 e-mail: ito@med.niigata-u.ac.jp 

 
 

 関越自動車道空長岡 JCT 経由、北陸自動車道柿崎 I.C.下車５分 

 上越自動車道から上越 JCT 経由、北陸自動車道柿崎 I.C.下車５分 

 長野より国道 18 号線で２時間 

 東京より越後湯沢駅

乗り換え北越急行経

由 犀潟駅もしくは直

江津駅下車 2 時間 10

分 

 東京より長岡駅乗り換

え信越線経由  柿崎

駅・潟町駅もしく直江

津駅下車 2 時間 30 分 

電車を利用の場合 

車を利用の場合 
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プログラム 

 

（敬称略） 
第 12 回生物試料分析科学会甲信越支部総会 

総会長  日高 宏哉（信州大学医学部保健学科） 
大会長  加藤 公則（一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会） 
 
13:00 〜 受付（生物試料分析科学、臨床化学会） 
14:00 生物試料分析科学会甲信越支部総会 開会挨拶   日高 宏哉  
    生物試料分析科学会甲信越支部学術集会大会長 挨拶  加藤 公則 
14:05 〜 15:00  司会： 寺澤 文子（信州大学医学部保健学科） 
1. 「アミノ酸プロファイリングによるがんリスクスクリーニング」  

味の素株式会社 イノベーション研究所 宮野 博 
15:00 〜 15:15  司会： 多田 正人（山梨大学医学部附属病院検査部） 
2. 「新潟県でのアミノインデックスの運用」    新潟県労働衛生医学協会 三巻 実香  
 
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 
 
第 32 回日本臨床化学会甲信越支部総会 

総会長 尾崎 由基男 （山梨大学医学部臨床検査医学） 
大会長 加藤 公則（一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会） 
 
 臨床化学会（1 日目） 
15:15 〜 受付（臨床化学会） 
15:30 臨床化学会開式の挨拶 加藤 公則 
15:30 〜 16:45（各 20 分×３ 計１時間）＋質疑応答 15 分） 
I. 「ワークショップ： 検査技師の育成」 司会： 高野 操（新潟大学医歯学総合病院） 

新潟大学医歯学総合病院 技師長 高野 操 
信州大学医学部附属病院 技師長 菅野 光俊 
山梨大学医学部附属病院 技師長 雨宮 憲彦 

（休憩 15 分） 
17:00 〜 18:00 
II. 「R-CPC」（１時間程度）  司会： 藤原 直士（新潟大学医学部保健学科） 

出題・進行： 新潟大学医学部保健学科 松田 康伸  
18:30 〜 20:30 夕食・懇親会 
 
 臨床化学会（2 日目） 
7:00 〜 朝食 
8:00 〜 8:30 臨床化学会支部連絡会議 
8:45 〜 9:00 生物試料支部総会、臨床化学会支部総会 
9 : 00 〜 10 : 10（講演 60 分、質疑応答 10 分） 
III. 教育講演    司会： 尾崎 由基男（山梨大学医学部臨床検査医学） 

「アミロイド研究の変遷」     自治医科大学臨床検査医学 教授 山田 俊幸  
（休憩 15 分） 
10 : 25 〜 11 : 35（講演 60 分、質疑応答 10 分） 
IV. 特別講演   司会： 加藤 公則（一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会） 

「老化再生からみた循環器疾患治療」 
新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学 教授 南野 徹  

11:35 〜 閉会の挨拶（次期総会長） 


