第 22 回
開催日時：
大会長：
開催会場：

日本臨床検査専門医会春季大会および関連行事ご案内
平成 24 年 3 月 23 日（金）、24 日（土）
日野田 裕治（山口大学大学院医学研究科臨床検査・腫瘍学分野）
国際ホテル宇部 （山口県宇部市島１－７－１）

◆プログラム（敬称略）
3 月 23 日（金）
14：30－16：30 第 2 回全国幹事会
16：30－19：00 第 2 回生涯教育講演会
※参加費：￥2,000（当日講演会会場にてお支払ください）
１．「震災・原発事故と対応」
福島県立医科大学感染制御・臨床検査医学

今福

裕司

２．「乳腺病変における針生検と細胞診断の現状と問題点」
日本医科大学付属病院病理部
土屋 眞一
19：00－21：00

懇親会

3 月 24 日（土）
9：25－9：30 大会長開会挨拶
9：30－12：00

シンポジウム１

日野田裕治（山口大学）
「遺伝子検査の今後」
司会
野村 文夫 （千葉大学）
矢冨 裕 （東京大学）

1.「大腸癌の遺伝子検査 便 DNA 検査による大腸がんスクリーニング
の可能性」
山口大学大学院医学系研究科 臨床検査腫瘍学教室 末広 寛
2.「遺伝カウンセリングについて」
日本大学医学部 病態病理学系臨床検査医学分野

中山

智祥

3.「ファーマコゲノミクス」
三重大学医学部附属病院 オーダーメイド医療部

中谷

中

4.「体細胞遺伝子変異：白血病検査の展開」
東海大学医学部 基盤診療学系臨床検査学

宮地

勇人
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5.「DNA メチル化（エピジェネティクス）」
浜松医科大学医学部 臨床検査医学

前川 真人

6.「臨床検査に向かう疾患プロテオミクス」
千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学

野村

文夫

12：00－13：00 ランチョンセミナー
「遺伝子検査の乳癌診療での応用（OSNA 法について）」
シスメックス㈱ ライフサイエンス事業推進本部 市場開発グループ
金川 奈央
13：00－13：30

平成 24 年度第 1 回総会

13：30－15：30 シンポジウム２
「臨床検査専門医育成のための専門医教育のありかた」
司会
熊坂 一成 （上尾中央総合病院）
松尾 収二 （天理よろず相談所病院）
1.「駿河台病院における臨床検査医学
駿河台日本大学病院 臨床検査医学科

卒後教育の実際」
土屋

逹行

2．「臨床検査専門医育成のための専門医教育のありかた」
信州大学医学部 病態解析診断学
本田

孝行

3．「米国における臨床検査（臨床病理）レジデント研修について」
University of Pittsburgh Medical Center
玉真 健一
4，「臨床検査専門医育成のための専門医教育のありかた」
富山大学大学院医学薬学研究部 臨床分子病態検査学 原田
5．「一般市中病院で臨床検査専門医の育成は可能か」
聖隷浜松病院臨床検査科
米川

健右

修

6．総合討論
15：30-15：35
15：35－

次期会長挨拶

大会長閉会挨拶
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渡邊

卓

（杏林大学）

日野田裕治

（山口大学）

◆受
付
・参加者は国際ホテル宇部内の大会総合受付で参加登録をお願いいたします。
・参加証のない方の入場はお断りいたします。
◆参加費、懇親会費
・生涯教育講演会参加費 \２,000
・春季大会参加費 \3,000（学生\1,000）
・懇親会費 \3,000
◆ランチョンセミナー
・先着順にお弁当とお飲み物をお渡しいたします。数に限りがありますのであ
らかじめご了承ください。
・事前のお申し込みは不要です。
◆ご講演の先生方へ
・講演 30 分前までにスライド受付で試写確認をお願いいたします。
・ご自身のパソコンでご講演される場合はスライド受付にお申し付け下さい。
・ご講演開始 10 分前までに次演者席にお着き下さい。
・ソフトは Windows 版 PowerPoint2010 をご使用ください。
・動画ファイルをご使用の方、Macintosh をご使用の方は PC をお持ち込み下
さい。
◆司会者の方へ
担当セッションが始まる 10 分前までに次司会者席で待機をお願いいたします。
◆会場運営等についてのお願い
総合受付付近にインフォメーションボードを設け、随時情報を貼り出します。
会場内での呼び出しはいたしません。
◆お問い合わせ先
第 22 回春季大会事務局
〒755-8505 山口県宇部市南小串１－１－１
山口大学 大学院医学系研究科 臨床検査・腫瘍学分野
代表
末広
寛
TEL：0836-22-2337
FAX：0836-22-2338
e-mail：ysuehiro@yamaguchi-u.ac.jp
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◆アクセス
会場：国際ホテル宇部 〒755-0047 山口県宇部市島 1-7-1
TEL 0836-32-2323

FAX 0836-32-2316

フリーダイアル 0120-37-5931

【飛行機をご利用の場合】
山口宇部空港 → タクシー（15 分） → 国際ホテル宇部
山口宇部空港 → バス（15 分） → 宇部新川バス停 → 徒歩 5 分 → 国際ホ
テル宇部
【新幹線をご利用の場合】
JR 新山口駅 → 白鳥号バス
（約 45 分）→ 宇部新川バス停 → 徒歩 5 分 → 国
際ホテル宇部
JR 新山口駅 → JR 宇部線（約 50 分） → JR 宇部線 宇部新川駅 → 徒歩 5
分 → 国際ホテル宇部
【電車をご利用の場合】
JR 宇部線 宇部新川駅 → 徒歩 5 分 → 国際ホテル宇部
JR 山陽本線 宇部駅 → タクシー（20 分） → 国際ホテル宇部
【お車でお越しの場合】
（福岡方面）山陽自動車道 宇部 IC より約 10 分
（広島方面）山陽自動車道 山口南 IC → 国道 2 号線を福岡方面へ → 山口宇
部有料道路 嘉川 IC → 宇部 JCT を経由し宇部 IC 出口より約 10 分
◆駐車場
「国際ホテル宇部」駐車場は無料でご利用いただけます。

国際ホテル
宇部

至下関

山口大学
医学部

至空港
宇部市立
図書館

宇部市民会館
真締川

宇部新川駅
至宇部駅

JR宇部線
〒
松島町商店街

ロータリー

全日空ホテル

バスセンター

至新山口駅

宇部市役所

至空港
国道190号線
至下関

4

国際ホテル宇部会場案内図
チャペル棟

別館
本館

資格・会則改定委員会
6階 コーラル
3月24日（土）8:15‐9:15

生涯教育講演会

春季大会講演会

3階 パール
3月23日（金）
16:30‐19:00

3階 ダイヤモンドホールII
3月24日（土）9:00‐15:35

懇親会会場

幹事会
2階 クリスタル
3月23日（金）14:30‐16:30

懇親会
1階 アン・セット・イル
3月23日（金）
19:00‐21:00

チャペル棟

本館
懇親会会場
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別館

日程表
第 1 日目 3 月 23 日（金）

1 階アン・セット・イル 本館 2 階クリスタル
14:30

チャペル棟 3 階パール

平成 24 年度日本臨床検査専門
医会

第 2 回全国幹事会

16:30

第 2 回生涯教育講演会
「震災・原発事故と対応」
今福裕司（福島県立医大）
「乳腺病変における針生検と
細胞診断の現状と問題点」
土屋眞一（日本医大）

19:00

懇親会
第 2 日目 3 月 24 日（土）

本館 3 階ダイヤモンドホール II

本館 6 階コーラル

8:15
9:00

受

資格・会則改定委員会

付

9:25
9:30

開会挨拶

日野田裕治（山口大学）

シンポジウム I「遺伝子検査の今後」
司会： 野村文夫（千葉大）
矢冨

裕（東京大）

演者： 1.末広
3.中谷中
12:00

寛（山口大）

2.中山智祥（日本大）

（三重大）

4.宮地勇人（東海大）

5.前川真人（浜松医大）

6.野村文夫（千葉大）

ランチョンセッション
「遺伝子検査の乳癌診療での応用（OSNA 法について）」

13:00
13:30

金川 奈央（シスメックス株式会社）
総

会

シンポジウム II
「臨床検査専門医育成のための専門医教育のありかた」
司会：熊坂一成（上尾中央総合病院）
松尾収二（天理よろづ相談所病院）
演者： 1.土屋達行（日本大）

2.本田孝行（信州大）

3.玉真健一（ピッツバーグ大） 4.原田健右（富山大学）
15:30
15:35

5.米川

修（聖隷浜松病院）6.総合討論

次期会長挨拶

渡邊

卓

（杏林大）

閉会の挨拶

日野田裕治（山口大）
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