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事務局長 守安 岳征（大津赤十字病院）  

テ ー マ 温湖知新 ～その先を見すえる臨床検査～ 

主  催 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会近畿支部 

担  当 公益社団法人 滋賀県臨床検査技師会 

事 務 局 
大津赤十字病院 病理診断科部内 

〒520-8511 大津市長等1-1-35 

TEL 077-522-4131 E-mail：59thkinkijimu＠samt.jp 
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E-mail：59thkinkijimu@c-linkage.co.jp5  
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大津赤十字病院 病理診断科部内 
〒520-8511 大津市長等1-1-35 
TEL 077-522-4131  E-mail：59thkinkijimu＠samt.jp 
 
第62回日本臨床検査医学会近畿支部総会 
滋賀医科大学臨床検査医学講座  
〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 
TEL 077-548-2600  E-mail：hqcllab@belle.shiga-med.ac.jp 
 
第39回日本衛生検査所協会近畿支部学術研究発表会 
社団法人日本衛生検査所協会 近畿支部 事務局 
〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目３−１０ 
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Ⅰ 開催概要・事務局一覧 
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3 

学 会 長 岩井 宗男 

副学会長 山村 満 

実行委員長 松井 まり子 

副実行委員長 大本 和由 

学会顧問 吉田 孝 

入野 保 

事務局長 守安 岳征 

実行委員（五十音順） 

足立 徹 新井 未来 池田 良 一岡 英樹 梅村 茂人 大森 康旨 小栗 大助 

北村 友利子 桐畑 美里 栗本 明典 黒木 絵莉 櫻井 太紀 清水 治美 清水 陽子 

菅井 亮平 杉野 哲也 田口 一也 田口 なおみ 田邊 正喜 近澤 秀己 友井 紀子 

豊川 純史 虎谷 貴志 中井 典子 中川 佳典 中辻 瑞穂 新川 由基 西尾 久明 

西村 精児 西村 好博 橋口 篤 古谷 喜澄 松井 里美 松田 哲明 三田村 由枝 

宮元 伸篤 元中 秀行 山田 幸子 湯本 浩史 吉田 正明 

実務委員（受付担当） 

浅沼 佑香 小栗 真生人 折手 和子 北村 友利子 桐山 智絵 久保 沙織 澤 彩子 

清水 陽子 菅井 祝 菅沼 奈穂子 瀧井 さち子 辰巳 翔基 谷元 久美子 中川 美波 

中里 有里子  花木 由季 林 裕司 藤井 明穂 前田 賢矢 三田村 由枝 山岡 睦 

吉田 章子 

実務委員（会場担当） 

赤井 充 阿部 彩香 新井 未来 石垣 多佳子 一瀬 亮介 稲葉 洋美 岩本 望 

植松 耕平 遠藤 昭大 大森 康旨 小川 久美子 籠谷 亜希子 加藤 香 木下 愛 

桐畑 美里 栗本 明典 駒井 貴美子 小森 悠美子 西海 朋子 齋藤 健太 田口 一也 

近澤 秀己 土田 弘次 笠井 晴生 筒川 美裕 中川 和美 中島 辰也 中西 良太 

西川 みな帆 野利田 博 橋口 篤 早嵜 邦子 福田 峻 藤澤 義久 藤村 博和 

増田 智子 松川 裕一 松田 哲明 三島 賀美 宮原 里奈 向井 理紗 村木 雅哉 

村島 智 室井 千香子 元中 恵 元中 秀行 森 亘平 森 真奈美 森口 裕紀 

藪 真奈美 山内 盛正 山下 朋子 山田 真以 山中 博之 吉田 章子  吉田 桂子 

吉田 正明 和田 あゆみ 
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氏　名 担　当　業　務 備考

岩井　宗男 理 総括，開会式，各団体，来賓への対応，懇親会など対応

山村　満 理 統括補佐，クローク，案内，懇親会，宿泊対応

松井　まり子 理
事務局・会計・学術部とりまとめ
学生フォーラム・中高生企画など関連団体との調整

大本　和由 理
会場・広報・プログラム・企業，協賛，展示などの対応
関連団体・法人との調整、開会式

吉田　孝 監

入野　保 顧

◎　守安　岳征 理

足立　徹 理

菅井　亮平

◎　西村　精児 理

豊川　純史

櫻井　太紀

友井　紀子

◎　大本　和由 理

一岡　英樹 理

◎　宮元　伸篤 理

西村　好博 理

◎　山村　満 理

吉田　孝 監

入野　保 顧

中井　典子 理

清水　治美 理

◎　山村　満 理

松井　まり子 理

西尾　久明 理

◎　山村　満 理

中井　典子 理

清水　治美 理

◎　山村　満 理

協賛企業様

◎　山村　満 理

中井　典子 理

◎　山村　満 理

中井　典子 理

清水　治美 理

◎　清水　陽子 理

三田村　由枝 理

北村　友利子 理

PC受付 CL

◎　杉野　哲也 理

中川　佳典

池田　良

役　職

学会長

副学会長

実行委員長

副実行委員長

学会顧問

会場 進行管理　（アナウンス・進行・補助） CL・学術と要協議

役員宿泊 宿泊者への案内・対応
対象：実行委員・実務委員
他団体役員・講師・来賓など

受付
受付業務

接
遇

来賓対応
日臨技
日臨技近畿支部
その他

講師対応
特別講演講師（坂口先生・荻田先生）
その他講師（シンポ・教育セミナーなど）

役員弁当など
手配

役員向け昼食場所の案内、対応
講師・司会などの水の配布

CLと要調整

クローク クローク対応 担当者（未定）

役員懇親会 懇親会　司会、進行 関係団体へ案内中

広報
HP

学会HP管理・運営
広報用写真撮影・記録

渉外

共催セミナー
（ランチョン・スイーツ）実施・調整
企業展示　実施・調整
協賛・関連企業対応
当日運営協力企業対応
その他　賛助・共催起業に対すること

運営,会計などに関する指導，助言
来賓，OB対応

事
務
局

総務

全体　タイムスケジュール管理
開会式
来賓の把握
関連団体,関係団体への対応
会員，関連学会証明など対応
備品調達・借用・管理
その他　どの部門にも属さない事への対応

会計

領収書発行
受付・その他収入の管理
他団体など必要経費徴収
講師謝礼・交通費精算
実務員日当の支払い
実行委員・実務員宿泊費支払い
全体経費の計算，支払い
その他会計に関すること

Ⅱ-2. 実行委員① 
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役　職 氏　名 担　当　業　務 備考

◎　西尾　久明 理 全般

梅村　茂人 理 全般

松井　まり子 理
特別講演・日臨技企画
中高生進学支援・学生フォーラム

山田　幸子 全般支援

黒木　絵莉 全般支援

中辻　瑞穂 全般支援

新川　由基 特別講演1

湯本浩史 特別講演2

田口　一也 日臨技企画・学生フォーラム

虎谷　貴志 日臨技企画・学生フォーラム

桐畑　美里 日臨技企画・学生フォーラム

松井　里美 中高生進学支援

田口　なおみ 中高生進学支援

松田　哲明 ３団体合同R-CPC

橋口　篤 ３団体合同R-CPC

守安　岳征 理 連盟企画

元中　秀行 学 免疫化学部門

大森　康旨 学 遺伝子・染色体部門

栗本　明典 学 生理部門

田邊　正喜 学 血液部門

小栗　大助 学 病理・細胞部門

新井　未来 学 一般部門

吉田　正明 学 輸血部門

古谷　喜澄 学 検体総合管理部門

近澤　秀己 学 微生物部門

理：理事　監：監事　顧：顧問　学：学術部門長

学
術

演題関係

一般演題
シンポジウム
教育セミナー

担当会場の運営・進行

Ⅱ-3. 実行委員② 
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AM AM PM

本部
総 合

ディレクター
1 1 1 1 リンケージ

北村　友利子 北村　友利子 北村　友利子 北村　友利子

澤　彩子 澤　彩子

瀧井　さち子 瀧井　さち子

吉田　章子 吉田　章子

総括責任者 清水　陽子 清水　陽子 清水　陽子 清水　陽子

責任者 三田村　由枝 三田村　由枝 三田村　由枝 三田村　由枝

花木　由希 花木　由希 前田　賢矢 花木　由希

前田　賢矢 前田　賢矢 折手　和子 菅沼　奈穂子

折手　和子 山岡　睦 菅沼　奈穂子

山岡　睦 折手　和子

中里　有里子

久保　沙織 久保　沙織 澤　彩子 中川　美波

浅沼　佑香 浅沼　佑香 谷元　久美子 林　裕司

桐山　智絵 中川　美波 瀧井　さち子

藤井　明穂 桐山　智絵

菅井　祝

辰巳　翔基 辰巳　翔基 林　裕司

林　裕司

小栗　真生人 小栗　真生人 辰巳　翔基

中川　美波

総合PC受付 PC提供企業が協力

西村　精児 西村　精児 西村　精児 西村　精児

豊川　純史 豊川　純史 豊川　純史 豊川　純史

友井　紀子 友井　紀子

櫻井　太紀 櫻井　太紀 櫻井　太紀 櫻井　太紀

宮元　伸篤 協賛企業 協賛企業 協賛企業 1日目AM　協賛企業に説明

一岡　英樹 協賛企業 協賛企業 協賛企業 協賛企業

協賛企業 協賛企業

前（受付） 中井　典子 協賛企業 協賛企業 協賛企業 1日目AM　協賛企業に説明

後（収納） 清水　治美 協賛企業 協賛企業 協賛企業

1日目 2日日目
備考

PM

サポート
中辻　瑞穂　山田　幸子

リンケージ（5名）

演者本人
コラボ

DATA持込

受付

総合
案内

受付

PC操作

会計

バック渡し

補佐

PC
受付

協賛企業

クローク

誘導

2階エレベーター前

1階エレベーター前

受付周辺

会計
収入
管理
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運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

Ⅱ-5. 実行委員担当② 
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AM AM PM

杉野　哲也 杉野　哲也 杉野　哲也 杉野　哲也

中川　佳典 中川　佳典 中川　佳典 中川　佳典

池田　良 池田　良

オペレーター 2 2 2 2 リンケージ

アナウンス 駒井　貴美子 西海　朋子 山下　朋子 増田　智子

進行（座長側） 森　真奈美 元中　秀行 山中　博之 栗本　明典

補助（演者側） 石垣　多佳子 藤村　博和 笠井　晴生 森　亘平

オペレーター 1 1 1 1 リンケージ

アナウンス 早嵜　邦子 稲葉　洋美 黒木　絵莉 元中　恵

進行（座長側） 村木　雅哉 森口　裕紀 梅村　茂人 加藤　香

補助（演者側） 室井　千香子 土田　弘次 西尾　久明 野利田　博

オペレーター 1 1 1 1 リンケージ

アナウンス 西海　朋子 山田　真以 石垣　多佳子 吉田　桂子

進行（座長側） 一瀬　亮介 藪　真奈美 中島　辰也 吉田　章子 

補助（演者側） 齋藤　健太 植松　耕平 駒井　貴美子 籠谷　亜希子

オペレーター 1 1 1 1 リンケージ

アナウンス 加藤　香 桐畑　美里 島田　一彦 新井　未来 27日AM日衛協

進行（座長側） 福田　峻 向井　理紗 弘田　稔幸 大森　康旨 27日AM日衛協

補助（演者側） 木下　愛 近澤　秀己 福光　弘明 山田　真以 27日AM日衛協

オペレーター 1 1 1 1 リンケージ

アナウンス おの田　汐莉 石垣　多佳子 木下　愛 西川　みな帆 26日AM検査医会

進行（座長側） 猪飼　信康 藤澤　義久 遠藤　昭大 松川　裕一 26日AM検査医会

補助（演者側） 塩原　正規 中島　辰也 近澤　秀己 元中　秀行 26日AM検査医会

オペレーター 1 1 1 1 リンケージ

アナウンス 阿部　彩香 竹内　秀史 宮原　里奈 岩本　望 筒川　美裕 26日PM日衛協

進行（座長側） 吉田　正明 木村　眞明 筒川　美裕 田口　一也 中西　良太 26日PM日衛協

補助（演者側） 小川　久美子 瀧本　秀樹 橋口　篤 山内　盛正 中川　和美 26日PM日衛協

オペレーター 1 1 リンケージ

アナウンス 中川　和美 三島　賀美

進行（座長側） 中西　良太 山中　博之 座長側

補助（演者側） 橋口　篤 村島　智 演者側

オペレーター 1 1 リンケージ

アナウンス 山田　幸子 中辻　瑞穂

進行（座長側） 大本　和由 西尾　久明 座長側

補助（演者側） 西尾　久明 一岡　英樹 演者側

オペレーター 1 1 リンケージ

アナウンス 和田　あゆみ 和田　あゆみ

進行（座長側） 赤井　充 赤井　充 座長側

補助（演者側） 大森　康旨 小森　悠美子 演者側

中辻　瑞穂 山田　幸子コラボ持込DATAサポート

コラボ

第6会場

第8会場
（コラボ）

第9会場
（コラボ）

第10会場
（コラボ）

ピアザ

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

1日目 2日日目
備考

PM

ピアザ2階責任者

ピアザ3階責任者

コラボ責任者

会場
責任
者



第59回近畿医学検査学会 

運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

ランチョンセミナー担当表 

会場 

ピアザ コラボ 

大会議室 ３０５会議室 ２０７会議室 ２０３会議室 ２０４会議室 大会議室 中会議室 1 中会議室 2 

第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第８会場 第９会場 第１０会場 

10月26日 梅村 茂人 西村 好博 北村 友利子 中井 典子 三田村 由枝 黒木 絵莉 西尾 久明 山村 満 

10月27日 西尾 久明 大本 和由 一岡 英樹 松井 まり子 清水 治美       

会場運営担当表 

Ⅱ-6. 実務委員 会場配置 
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会    場

会 場 名

会議室名

日程

AM・PM AM PM AM PM AM AM PM AM PM AM PM

部門 生理 免疫化学 輸血 生理 一般
学術

理事会
微生物 免疫化学 一般 生理 病理

アナウンス 駒井　貴美子 西海　朋子 山下　朋子 増田　智子 早嵜　邦子 黒木　絵莉 元中　恵 西海　朋子 山田　真以 石垣　多佳子 吉田　桂子

進行 森　真奈美 元中　秀行 山中　博之 栗本　明典 村木　雅哉 梅村　茂人 加藤　香 一瀬　亮介 藪　真奈美 中島　辰也 吉田　章子 

補助 石垣　多佳子 藤村　博和 笠井　晴生 森　亘平 室井　千香子 西尾　久明 野利田　博 齋藤　健太 植松　耕平 駒井　貴美子 籠谷　亜希子

会    場

会 場 名

会議室名

日程

AM・PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM AM PM

部門 微生物 微生物 日衛協 遺伝子 検査医学会 生理 微生物 免疫化学 輸血 日衛協 血液 病理 血液

アナウンス 加藤　香 桐畑　美里 島田　一彦 新井　未来 おの田　汐莉 石垣　多佳子 木下　愛 西川　みな帆 阿部　彩香 竹内　秀史 宮原　理奈 岩本　望 筒川　美裕

進行 福田峻 向井　理紗 弘田　稔幸 大森　康旨 猪飼　信康 藤澤　義久 遠藤　昭大 松川　裕一 吉田　正明 木村　眞明 筒川　美裕 田口　一也 中西　良太

補助 木下　愛 近澤　秀己 福光　弘明 山田　真以 塩原　正規 中島　辰也 近澤　秀己 元中　秀行 小川　久美子 瀧本　秀樹 橋口　篤 山内　盛正 中川　和美

会    場

会 場 名

会議室名

日程

AM・PM AM PM AM PM AM PM

部門 血液 輸血
学術

理事会
学術

理事会
総合検体
遺伝子

総合検体
遺伝子

アナウンス 中川　和美 三島　賀美 山田　幸子 中辻　瑞穂 和田　あゆみ 和田　あゆみ

進行 中西　良太 山中　博之 大本　和由 西尾　久明 赤井　充 赤井　充

補助 橋口　篤 村島　智 西尾　久明 一岡　英樹 大森 康旨 小森　悠美子

第四会場

305号室

10月26日 10月27日

ピアザＨ 大会議室

稲葉　洋美

森口　裕紀

10月27日

PM

病理

第一会場 第二会場 第三会場

10月26日

土田　弘次

第5会場 第6会場

第8会場 第9会場 第10会場

10月26日 10月27日

10月26日 10月26日

PM

大会議室 中議室1 中議室2

207号室

ピ　　　ア　　　ザ　　　淡　　　海

ピ　　　ア　　　ザ　　　淡　　　海

コラボ会場

203号室 204号室

10月26日 10月27日 10月26日 10月27日

10月26日 10月27日 10月26日
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実務委員名簿 

浅沼 佑香 小栗 真生人 折手 和子 北村 友利子 久保 沙織 澤 彩子 清水 陽子 

菅井 祝 菅沼 奈穂子 瀧井 さち子 辰巳 翔基 谷元 久美子 土田 弘次 中川 美波 

中里 有里子  花木 由季 林 裕二 藤井 明穂 前田 賢矢 三田村 由枝 山岡 睦 

吉田 章子 

実務委員・配置 

※ 来場者の状況によりブースを縮小していく 

Ⅱ-7. 実務委員 受付配置 
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① ② ③ ④不携帯・非会員 ⑤学生・来賓

PC操作 花木　由季 前田　賢矢 折手　和子 山岡　睦 中里　有里子

会計 久保　沙織 浅沼　佑香 桐山　智絵 藤井　明穂 菅井　祝

バック渡し

補佐

① ② ③ ④不携帯・非会員 ⑤学生・来賓

PC操作 花木　由季 前田　賢矢 山岡　睦 折手　和子

会計 久保　沙織 浅沼　佑香 中川　美波 桐山　智絵

バック渡し

補佐

① ② ③

PC操作 前田　賢矢 折手　和子

会計 澤　彩子 谷元　久美子

バック渡し
補佐

① ② ③
PC操作 花木　由季

会計 中川　美波
バック渡し

補佐

１０月２７日　午前　

１０月２６日　午前　

辰巳　翔基 林　裕司

小栗　真生人 中川　美波

１０月２６日　午後

辰巳　翔基

小栗　真生人

④携帯・非会員・学生・来賓

菅沼　奈穂子

瀧井　さち子

林　裕司 林　裕司
辰巳　翔基

１０月２７日　午後
④携帯・非会員・学生・来賓

菅沼　奈穂子
林　裕司



第59回近畿医学検査学会 
運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

10月25日（金）前日 

 16：00 集まれる理事は、学会本部（201会議室）に集合 

a. 搬送機材、備品の確認 

b. 送付物の開封 

c. 学会本部の準備・立ち上げ 

d. 受付、会計など各担当部門の準備 

e. 会場担当者は、会場の内容・配置の確認 

f. 宿泊担当は、当日の宿泊者分を取りまとめチェックインする 

g. その他 

 18：30 実行員（理事・学術部門長）、実務委員（前泊者）、及び各部門

で必要とされる実務委員は、ピアザ2F 総合受付前に集合 

 18：35 岩井学会長 挨拶 

 18：40 各責任者の紹介 

 18：50 各担当に分かれ準備（会場設備などを把握） 

      コンサル・会場オペレーター同伴にて 

 20：00 準備など終わった所から解散 

      ※ 宿泊予定者は、鍵を受付担当 山村理事から受け取る。 

（宿泊者リストは別紙） 

10 

Ⅲ-1 実行・実務委員 前日スケジュール 



第59回近畿医学検査学会 
運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

10月26日（土）1日目 

 8：00 1日目担当 実行・実務委員は全員集合（2F 受付付近） 

※ 午後担当で集合出来ない者は事前に担当部門長に連絡する事！ 

a. 岩井学会長 挨拶 

b. 受付にて各自参加受付をする（実務員ネームホルダーの使用） 

※ 実行・実務委員の方も参加費をお支払い願います。 

a. 個人の荷物を必要に応じクロークに預けるか、学会本部（201

会議室）に置く 注）貴重品は自己管理して下さい。 

d. 日当の受け取り、領収書の記載 

※ 本部（201会議室）会計に随時取りに来てください。 

e. 昼食（お弁当）について⇒ 本部（201会議室） 

実行・実務委員のお弁当はご準備していますので、1階 楽屋３、学会本部

（２階 201会議室）に取りに来ていただき、本部、又は控えでお取りいただ

くか、お弁当を持ってランチョンセミナーを聴講して下さい。（昼食のタイ

ミングは各時にお任せします） 

※ ランチョンチケットは受け取らないで下さい。 

 8：30 各担当、会場に分かれ担当業務に従事する。 

     会員向け受付開始 （1日目開始直後は、渋滞に備え誘導すること） 

                 ※ 2Fエスカレーター付近が混んで来たら、1Fにて止める。 

                 ※ 空いている実務委員は誘導にご協力お願いします。 

 9：00 学会開会式（開始） 午前の部スタート 

 12：00 ランチョンセミナー 

 13：00 特別講演  午後の部スタート 

 16：40 コラボしが21 終了 17：00までに撤収の事！ 

 18：00 第1日目終了 

11 

Ⅲ-2 26日（第1日目）スケジュール 



第59回近畿医学検査学会 
運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

10月27日（日）2日目 

 8：00 2日目担当 実行・実務委員は全員集合（2F 受付付近） 
※ 午後担当で集合出来ない者は事前に担当部門長に連絡する事！ 

a. 岩井学会長 挨拶 

b. 未受付の者は、参加受付をする（実務員ネームホルダーの使用） 

※ 実行・実務委員の方も参加費をお支払い願います。 

c. 個人の荷物を必要に応じクロークに預けるか、学会本部（201

会議室）に置く 注）貴重品は自己管理して下さい。 

d. ２日目より参加の者は、日当の受け取り、領収書の記載        

       ※ 本部（201会議室）会計に随時取りに来てください。 

e. 昼食（お弁当）について⇒ 本部（201会議室） 
実行・実務委員のお弁当はご準備していますので、1階 楽屋３、学会本部
（２階 201会議室）に取りに来ていただき、本部、又は控えでお取りいただ
くか、お弁当を持ってランチョンセミナーを聴講して下さい。（昼食のタイ
ミングは各時にお任せします） 

※ ランチョンチケットは受け取らないで下さい。 

 8：30 各担当、会場に分かれ担当業務に従事する。 

     会員向け受付開始  

 9：00 学会（開始） 午前の部スタート 

 11：00 特別講演 Ⅱ 

 12：00 ランチョンセミナー 

 13：00 午後の部スタート 

 15：00 学会終了 終了した会場から撤収作業を開始する。 

 15：00 撤収作業 （会場に関する事は、コンサルに委託してます。） 

 15：40 ２日目実行・実務員は全員集合（2F 受付付近） 

     岩井学会長 挨拶 ・ 解散 

 16：00 本部撤収・解散 
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Ⅲ-3 27日（第2日目）スケジュール 



第59回近畿医学検査学会 

運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

大区分 
区分
名 

何日目 日程 会場名 施設名1 時間 演題No 役割 氏名 所属 

特別講演Ⅰ 特別 一日目 10月26日 第1会場 ピアザホール 13:00～14：00 S-1 座長 岩井 宗男 滋賀医科大学医学部附属病院 

特別講演Ⅱ 特別 二日目 10月27日 第1会場 ピアザホール 11:00～12：00 S-2 座長 守安 岳征 大津赤十字病院 

シンポジウムⅠ 生理 一日目 10月26日 第1会場 ピアザホール 9:40～11:40 S-3 ～ S-6 
座長 川﨑 俊博 西宮渡辺心臓脳・血管センター 臨床検査部 

座長 鮎川 宏之 滋賀県立総合病院 

シンポジウムⅡ 血液 一日目 10月26日 第8会場 コラボしが大会議室 9：40-11：40 S-７ ～ S-１１ 
座長 桝谷 亮太 大阪医科大学附属病院 中央検査部 

座長 田邊 正喜 彦根市立病院 臨床検査科 

シンポジウムⅢ 
チー
ム医
療 

一日目 10月26日 第10会場 コラボしが中会議室2 14:00～16:00 S-１２ ～ S-１４ 

座長 濱田 宏輝 社会医療法人 愛仁会 高槻病院 

座長 古谷 善澄 済生会滋賀県病院 

シンポジウムⅣ 
免疫
化学 

一日目 10月26日 第1会場 ピアザホール 16:00～18:00 S-１５ ～ S-１８ 
座長 一瀬 亮介 NHO東近江総合医療センター 研究検査科 

座長 堀端 伸行 和歌山県立医科大学附属病院 中央検査部 

シンポジウムⅤ 

病理・
検査
医学
会 

一日目 10月26日 第2会場 ピアザ大会議室 14:00～16:00 S-１９ ～ S-２０ 

座長 山口 直則 綾部市立病院 医療技術部 臨床検査科病理 

座長 九嶋 亮治 滋賀医科大学 

シンポジウムⅥ 一般 一日目 10月26日 第3会場 ピアザ305号室 14:00～16:00 S-２１ ～ S-２４ 
座長 大沼 健一郎 神戸大学医学部附属病院 検査部 

座長 北川 大輔 
地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療セン
ター  

シンポジウムⅦ 輸血 二日目 10月27日 第1会場 ピアザホール 9:00～11:00 S-２５ ～ S-２７ 
座長 森井 耕治 和歌山労災病院 中央検査部 

座長 吉田 正明 地域医療機能推進機構 滋賀病院 

シンポジウムⅧ 
微生
物 

二日目 10月27日 第2会場 ピアザ大会議室 13:00～15:00 S-２８ ～ S-３１ 
座長 小森 敏明 長浜バイオ大学 フロンティアバイオサイエンス学科 

座長 近澤 秀己 近江八幡市立総合医療センター 

教育セミナーⅠ 一般 一日目 10月26日 第2会場 ピアザ大会議室 9:40～11:40 S-３２ ～ S-３７ 
座長 藪 真奈美 公立甲賀病院 臨床検査課 

座長 鈴木 恭子 紀南病院 健診部 

教育セミナーⅡ 血液 一日目 10月26日 第2会場 ピアザ大会議室 16:40～17:40 S-３８ ～ S-３９ 
座長 山野 智子 福井大学医学部附属病院 検査部 

座長 梅村 茂人 滋賀県立総合病院 臨床検査部 

教育セミナーⅢ 生理 一日目 10月26日 第4会場 ピアザ207号室 14:00～16:00 S-４０ ～ S-４３ 
座長 増田 信弥 

公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院 検査技術
課 

座長 栗本 明典 社会医療法人 誠光会 草津総合病院  

教育セミナーⅣ 輸血 一日目 10月26日 第8会場 コラボしが 大会議室 14:40～16:40 S-４４ ～ S-４６ 
座長 松谷 卓周 神鋼記念病院 診療技術部 検査室 

座長     

教育セミナーⅤ 
チー
ム医
療 

一日目 10月26日 第10会場 コラボしが中会議室2 9:40～10:40 S-４７ ～ S-４８ 

座長 見谷 敦司 福井赤十字病院 検査部 

座長     

教育セミナーⅥ 
遺伝
子・染
色体 

二日目 10月27日 第4会場 ピアザ207号室 13：40-14：40 S-49 座長 山本 章史 大阪国際がんセンター 

教育セミナーⅦ 
微生
物 

一日目 10月26日 第4会場 ピアザ207号室 16:40～18:00 S-50 座長 山田 幸司 京都府立医科大学附属病院 臨床検査部 

教育セミナーⅧ 生理 二日目 10月27日 第1会場 ピアザホール 13:00～15:00 S-５１ ～ S-５４ 
座長 米田 智也 京都大学医学部附属病院 

座長 河野 裕樹 市立敦賀病院 医療技術部 検査室 

教育セミナーⅨ 細胞 二日目 10月27日 第3会場 ピアザ305号室 13:00～15:00 S-５５ ～ S-５８ 
座長 河原 邦光 大阪はびきの医療センター 

座長 小栗 大助 大津赤十字病院 病理診断科部 

教育セミナーⅩ 
免疫
化学 

二日目 10月27日 第5会場 ピアザ203号室 13:00～14:00 S-59 座長 岡﨑 一幸 京都大学医学部附属病院 検査部 

教育セミナーⅪ 
免疫
化学 

二日目 10月27日 第5会場 ピアザ203号室 14:00～15:00 S-60 座長 松田 哲朗 大津赤十字病院 検査部 

日臨技企画 日 一日目 10月26日 第1会場 ピアザホール 14:00～15:00 S-61 座長 大本 和由 済生会守山市民病院 

連盟企画 連 一日目 10月26日 第1会場 ピアザホール 15:00～15:30 S-62 
座長 小澤 優 日技連 京都府支部長 

座長 脇村 小津江 日技連 近畿ブロック長 

日本臨床検査医
学会 教育セミナ

ー 
検医 一日目 10月26日 第5会場 ピアザ203号室 10:50～11:50 S-63 座長 細川 洋平 近江八幡市立総合医療センター   

日本衛生検査所
協会近畿支部 
シンポジウムⅠ 

衛 一日目 10月26日 第6会場 ピアザ204号室 14:00～15:00 S-64 

座長 島田 一彦 株式会社兵庫県臨床検査研究所 

座長 荒木 年夫 株式会社大阪血清微生物研究所 

日本衛生検査所
協会近畿支部 
シンポジウムⅡ 

衛 一日目 10月26日 第6会場 ピアザ204号室 15:00～16:00 S-65 

座長 島田 一彦 株式会社兵庫県臨床検査研究所 

座長 荒木 年夫 株式会社大阪血清微生物研究所 

三団体合同
RCPC 

三 二日目 10月27日 第2会場 ピアザ大会議室 9:00～11:00 S66 ～ S67 

座長 竹内 秀史 日本医学株式会社 検査事業部 

座長 松田 哲明 大津赤十字病院 検査部 

座長 橋口 篤 大津赤十字病院 検査部 血液止血検査係 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 松尾 収二 天理よろづ相談所病院 

学生フォーラム 学 一日目 10月26日 第9会場 コラボしが中会議室1 9:40～11:10 S68 ～ S７３ 
座長 小森 敏明 長浜バイオ大学 フロンティアバイオサイエンス学科 

座長 澤村 暢 神戸常盤大学 

中高生進路支援
事業 

中高 一日目 10月26日 第9会場 コラボしが中会議室1 15:50～16:30 S-74 座長 松井 まり子 市立大津市民病院 

Ⅳ-1. シンポ・教育など 座長一覧 
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第59回近畿医学検査学会 

運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

大区分 区分名 何日目 日程 会場名 施設名1 時間 演題No 
役
割 

氏名 所属 

一般演題 

微
生
物 

1日目 10月26日 第4会場 ピアザ207号室 

9:40～10:10 1 ～ 3 
座
長 

遠藤 昭大 大津赤十字病院 

一般演題 10:10～10:50 4 ～ 7 
座
長 

辻田 愛 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 

一般演題 10:50～11:20 8 ～ 10 
座
長 

竹川 啓史  
地方独立行政法人神戸市民病院機構  
神戸市立西神戸医療センター 

一般演題 11:20～11:50 11 ～ 13 
座
長 

近澤 秀己 近江八幡市立総合医療センター 

一般演題 

2日目 10月27日 第5会場 ピアザ203号室 

9:00～9:40 14 ～ 17 
座
長 

津田 美佐代 福井大学医学部附属病院 

一般演題 9:40～10:10 18 ～ 20 
座
長 

古垣内  美智子 近畿大学病院 

一般演題 10:10～10:40 21 ～ 23 
座
長 

 阿部 教行 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 

一般演題 10:40～11:10 23 ～ 26 
座
長 

山田 幸司  京都府立医科大学附属病院 

一般演題 

免化 

1日目 10月26日 第3会場 ピアザ305号室 

9:20～9:50 27 ～ 29 
座
長 

陰山 友希 一般社団法人 姫路市医師会 

一般演題 9:50～10:30 30 ～ 33 
座
長 

鈴木 誠也 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 

一般演題 10:30～11:10 34 ～ 37 
座
長 

藤村 博和 滋賀医科大学医学部附属病院 

一般演題 11:10～11:50 38 ～ 41 
座
長 

見谷 敦司 福井赤十字病院 

一般演題 

2日目 10月27日 第6会場 ピアザ204号室 

10:10～10:40 42 ～ 44 
座
長 

伊東 裕之 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 

一般演題 10:40～11:10 45 ～ 47 
座
長 

藤原 明寛 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

一般演題 

血液 

1日目 10月26日 第9会場 コラボしが中会議室1 

14:00～14:40 48 ～ 51 
座
長 

中藤 裕子 日本赤十字社 大阪赤十字病院 

一般演題 14:40～15:10 52 ～ 54 
座
長 

箕浦  直人 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 

一般演題 15:10～15:50 55 ～ 58 
座
長 

田辺 祐也 京都第二赤十字病院 

一般演題 

2日目 10月27日 第6会場 ピアザ204号室 

13:00～13:30 59 ～ 61 
座
長 

斉藤 真裕美 
地方独立行政法人奈良県立病院機構 
奈良県総合医療センター 

一般演題 13:30～14:00 62 ～ 64 
座
長 

中村 真一 公立八鹿病院 

一般演題 14:00～14:30 65 ～ 67 
座
長 

田邊 正喜 彦根市立病院 

一般演題 14:30～15:00 68 ～ 70 
座
長 

松宮 翔太 福井赤十字病院 

一般演題 

細胞 1日目 10月26日 第3会場 ピアザ305号室 

16:20～16:50 71 ～ 73 
座
長 

小林 史孝 地域医療振興協会 市立奈良病院 

一般演題 16:50～17:20 74 ～ 76 
座
長 

田中 真理 労働者健康安全機構 和歌山労災病院 

一般演題 17:20～18:00 77 ～ 80 
座
長 

松木 慎一郎 兵庫県立尼崎総合医療センター 

一般演題 

病理 2日目 10月27日 第6会場 ピアザ204号室 

9:00～9:30 81 ～ 83 
座
長 

岩崎 和美 福井大学医学部附属病院 

一般演題 9:30～10:10 84 ～ 87 
座
長 

阪田 幸範 日本赤十字社和歌山医療センター 

一般演題 

生理 

1日目 10月26日 

第6会場 ピアザ204号室 

9:30～10:00 105 ～ 107 
座
長 

高谷 恒範 奈良県立医科大学附属病院 

一般演題 10:00～10:30 108 ～ 110 
座
長 

山﨑 功次 社会医療法人 ペガサス 馬場記念病院 

一般演題 

第5会場 ピアザ203号室 

14:20～14:50 88 ～ 90 
座
長 

山内 一浩 市立豊中病院 

一般演題 14:50～15:30 91 ～ 94 
座
長 

鮎川 宏之 滋賀県立総合病院 

一般演題 15:30～16:00 95 ～ 97 
座
長 

今川 昇 一般財団法人 京都工場保健会 

一般演題 16:40～17:10 98 ～ 100 
座
長 

松下 裕 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 

一般演題 17:10～17:50 101 ～ 104 
座
長 

住ノ江 功夫 姫路赤十字病院 

一般演題 

2日目 10月27日 第3会場 ピアザ305号室 

9:00～9:30 111 ～ 113 
座
長 

森 真奈美 滋賀県立総合病院 

一般演題 9:30～10:00 114 ～ 116 
座
長 

齋藤 清隆 福井大学医学部附属病院 

一般演題 10:00～10:30 117 ～ 119 
座
長 

森 亘平 地方独立行政法人 市立大津市民病院 

一般演題 10:30～11:00 120 ～ 122 
座
長 

尾花 康子 一般財団法人 京都工場保健会 

一般演題 

一般 1日目 10月26日 第6会場 ピアザ204号室 

16:40～17:10 123 ～ 125 
座
長 

新井 未来 恩賜財団 済生会 滋賀県病院 

一般演題 17:10～17:40 126 ～ 128 
座
長 

林 健太 和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院 

一般演題 

輸血 1日目 10月26日 

第6会場 ピアザ204号室 

10:30～11:10 129 ～ 132 
座
長 

松本  克也 地域医療振興協会 市立奈良病院 

一般演題 11:10～11:50 133 ～ 136 
座
長 

原 健介 亀岡市立病院 

一般演題 第8会場 コラボしが 大会議室 14:00～14:30 137 ～ 139 
座
長 

村島 智 社会医療法人 誠光会 草津総合病院 

一般演題 遺染 1日目 10月26日 第10会場 コラボしが中会議室2 16:00～16:30 140 ～ 142 
座
長 

竹岡 加陽 公益財団法人天理よろづ相談所医学研究所 

一般演題 チ管 

1日目 10月26日 第10会場 コラボしが中会議室2 

10:40～11:10 143 ～ 145 
座
長 

 木下 真紀 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 

一般演題 チ他 11:10～11:40 146 ～ 148 
座
長 

増田 健太 京都大学医学部附属病院 

Ⅳ-2. 一般講演 座長一覧 1 
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第59回近畿医学検査学会 

運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

検査医会 

大区分 
区分
名 

何日目 日程 会場名 施設名1 時間 演題No 
役
割 

氏名 所属 

一般演題 

検医 1日目 10月26日 第5会場 ピアザ203号室 

9:40～10:20 医1 ～ 医4 
座
長 

馬場 正道 恩賜財団 済生会 滋賀県病院 

一般演題 10:20～10:50 医5 ～ 医7 
座
長 

乾 武広 阿星会甲西リハビリ病院 

日衛協 

大区分 
区分
名 

何日目 日程 会場名 施設名1 時間 演題No 
役
割 

氏名 所属 

一般演題 

衛 2日目 10月27日 第4会場 ピアザ207号室 

9:30～9:50 衛1 ～ 衛2 
座
長 

弘田 稔幸 日本医学臨床検査研究所 

一般演題 9:50～10:10 衛3 ～ 衛4 
座
長 

島田 一彦 兵庫県臨床検査研究所 

一般演題 10:10～10:30 衛5 ～ 衛6 
座
長 

瀧本 秀樹  近畿予防医学研究所 

一般演題 10:30～10:50 衛7 ～ 衛8 
座
長 

福光 弘明 保健科学西日本 

一般演題 13:00～13:20 衛9 ～ 衛10 
座
長 

木村 眞明 阪大微生物病研究会 

一般演題 13:20～13:40 衛11 ～ 衛12 
座
長 

荒木 年夫 大阪血清微生物研究所 

Ⅳ-3. 一般講演 座長一覧 ２ 
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第59回近畿医学検査学会 

運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

Ⅳ-4. ランチョン・スイーツ 司会・演者一覧 

16 

区分
名

何日目 日程 会場名 施設名1 時間
役
割

氏名 所属
役
割

氏名 所属

Ⅰ 1日目 10月26日 第2会場 ピアザ大会議室 12：00～12：50
座
長

加藤　幸久 福井赤十字病院
演
者

樋口　武史 彦根市立病院

Ⅱ 1日目 10月26日 第3会場 ピアザ淡海305会議室 12：00～12：50
座
長

田中　秀麿 大阪はびきの医療センター
演
者

由木　洋一 京都府立医科大学附属病院

Ⅲ 1日目 10月26日 第4会場 ピアザ淡海207会議室 12：00～12：50
演
者

堀　みな美 ベックマン・コールター

Ⅳ 1日目 10月26日 第5会場 ピアザ淡海203会議室 12：00～12：50
演
者

丸尾　直子 東ソー株式会社

Ⅴ 1日目 10月26日 第6会場 ピアザ淡海204会議室 12：00～12：50
座
長

池本　敏行 滋賀医科大学医学部附属病院
演
者

松本　智子 天理医療大学

Ⅵ 1日目 10月26日 第8会場 コラボしが21　大会議室 12：00～12：50
座
長

元中　秀行 近江八幡市立総合医療センター
演
者

岡崎　一幸
繁　正志

藤田　宣子

京都大学医学部附属病院
大阪医科大学附属病院
兵庫県臨床検査研究所

Ⅶ 1日目 10月26日 第9会場 コラボしが21　中会議室1 12：00～12：50
座
長

藤田　実 株式会社ミズホメディー
演
者

野中　翔平 株式会社ミズホメディー

Ⅷ 1日目 10月26日 第10会場 コラボしが21　中会議室2 12：00～12：50
座
長

稲葉　亨 京都府立医科大学
演
者

石塚　勝敏 株式会社堀場製作所

Ⅰ 1日目 10月26日 第2会場 ピアザ大会議室 16：10～16：30
演
者

浜田　聡明
キャノンメディカルシステムズ
株式会社

Ⅱ 1日目 10月26日 第4会場 ピアザ淡海207会議室 16：10～16：30
座
長

西山　有紀子 京都大学医学部附属病院
演
者

加藤　龍二 株式会社エイアンドティー

Ⅲ 1日目 10月26日 第5会場 ピアザ淡海203会議室 16：10～16：30
演
者

本橋　直人
株式会社コスミック
コープレーション

Ⅳ 1日目 10月26日 第6会場 ピアザ淡海204会議室 16：10～16：30
演
者

渡辺　豊 日本電子株式会社

Ⅸ 2日目 10月27日 第2会場 ピアザ大会議室 12：00～12：50
演
者

石井　葵 積水メディカル株式会社

Ⅹ 2日目 10月26日 第3会場 ピアザ淡海305会議室 12：00～12：50
座
長

樋口　武史 彦根市立病院
演
者

田邊　華
宮田　嵩也

関西医科大学附属病院

Ⅺ 2日目 10月27日 第4会場 ピアザ淡海207会議室 12：00～12：50
座
長

高木　成浩 ﾊﾞｲｵ･ﾗｯﾄﾞ･ﾗﾌﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ株式会社
演
者

植村　康浩 ﾊﾞｲｵ･ﾗｯﾄﾞ･ﾗﾌﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ株式会社

Ⅻ 2日目 10月26日 第5会場 ピアザ淡海203会議室 12：00～12：50
演
者

中山　洋一 アボットジャパン株式会社

XIII 2日目 10月27日 第6会場 ピアザ淡海204会議室 12：00～12：50
座
長

吉田　正明 地域医療機能推進機構　滋賀病院
演
者

西村　好博 彦根市立病院



第59回近畿医学検査学会 

運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

    ピアザ淡海 コラボしが21 

  
    ３F ２F ３F  ３F 

    ピアザホール 大会議室 ３０５会議室 ２０７会議室 ２０３会議室 ２０４会議室 ３０４会議室 大会議室前 大会議室 中会議室 1 中会議室 2 

    第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 展示会場 第８会場 第９会場 第１０会場 

9:00 
                          

9:00 
  

9：00～9：30 
開会式 

                     

                           

       
9：20～11：50 

一般演題 
免疫化学 
27～41 

 

                    

             
9：30～10：30 

一般演題 
生理 

105～110 

ホスピタリティ 
書籍展示 

企業展示 

          

     
9:40～11:40 

シンポジウム Ⅰ 
生理 

S3～S6 

 
9:40～11:40 

教育セミナー Ⅰ 
一般 

S32～S37 

 
9：40～11：50 

一般演題 
微生物 
1～13 

 

 
9:40～10:50 
検査医学会 
一般演題 
医1～医7 

 
9：40～11：40 

シンポジウム Ⅱ 
血液 

S7～S11 

 
9:40～11：10 

学生フォーラム 
S68～S73 

 
9:40～10:40 

教育セミナー Ⅴ 
チーム医療 
S47～S48 

    

10:00 
    

10:00 
    

        

     
10：30～11：50 

一般演題 
輸血 

129～136 

    

     
10:40～11:40 

一般演題 
チーム医療・ 
管理運営・ 

その他 
143～148 

 

    

     
10:50～11:50 
検査医学会 
教育セミナー 

S63 

    

11:00 
    

11:00 
    

    
11:10～11:40 

学生フォーラム 
交流会 

    

        

        

                

12:00 
                      

12:00 
     

12：00～12：50 
ランチョンセミナー 1 

ロシュ・ダイアグノスティックス
（株） 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー ２ 
（株）LSIメディエンス 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー ３ 
ベックマン・コールター（株） 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー ４ 
東ソー（株） 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー ５ 
シスメックス（株） 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー ６ 
富士フィルム和光純薬(株） 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー ７ 
（株）ミズホメディー 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー ８ 
（株）堀場製作所 

  

          

          

          

          

13:00 
                      

13:00 
  

 
13：00～14：00 
特別講演 Ⅰ 

S1 

      
 

13：00～14：00 
検査医学会 

評議員会・総会 

          

                      

                      

                      

                      

14:00 
                  

14:00 
   

14:00～15:00 
日臨技企画 

S61 

 
14:00～16:00 

シンポジウム Ⅴ 
病理・検査医学会 

S19～S20 

 
14:00～16:00 

シンポジウム Ⅵ 
一般 

S21～S24 

 
14:00～16:00 

教育セミナー Ⅲ 
生理 

S40～S43 

   
14：00～15：00 

日衛協 
シンポジウムⅠ 

S64 

14:00～14:30 
一般演題 

輸血 
137～139 

 
14:00～15:50 

一般演題 
血液 

48～58 
 

 
14:00～16:00 

シンポジウム Ⅲ 
チーム医療 
S12～S14 

  

          

     
14:20～16:00 

一般演題 
生理 

88～97 
 

    

          

     
14:40～16:40 

教育セミナー Ⅳ 
輸血 

S44～S46 

    

15:00 
    

15:00 
  15:00～15:30 

連盟企画 
S62 

 
15：00～16：00 

日衛協 
シンポジウムⅡ 

S65 

  

        

        

          

          

16:00 
    15：50～16:30 

中高生 
進路支援事業 

S74 

  
16:00 

   
16::00～18:00 

シンポジウム Ⅳ 
免疫化学 
S15～S18 

              

    16:10～16:30 
スイーツセミナー １ 

（株）キャノンメディカルシステムズ 

  16:10～16:30 
スイーツセミナー ２ 
（株）エイアンドティー 

16:10～16:30 
スイーツセミナー ３ 
（株）ビー・エム・エル 

16:10～16:30 
スイーツセミナー 4 

日本電子(株) 

      

     
16:20～18:00 

一般演題 
細胞 

71～80 
 

      

                    

     
16:40～17:40 

教育セミナー Ⅱ 
血液 

S38～S39 

 
16:40～18:00 

教育セミナー Ⅶ 
微生物 

S50 

 
16:40～17:50 

一般演題 
生理 

98～104 
 

16:40～17:40 
一般演題 

一般 
123～128 

          

17:00 
          

17:00 
              

                  

                  

                  

                      

18:00 
                    

18:00 
                          

10月26日（土） 

Ⅴ-1. 日程（1日目） 

17 



第59回近畿医学検査学会 

運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

10月26日（土） 

    ピアザ淡海 

  
    ３F ２F ３F 

    ピアザホール 大会議室 ３０５会議室 ２０７会議室 ２０３会議室 ２０４会議室 ３０４会議室 大会議室前 

    第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 展示会場 

9:00 
                    

9:00 
  

9::00～11:00 
シンポジウム Ⅶ 

輸血 
S25～S27 

 
9:00～11:00 

三団体合同企画 
RCPC 

S66～S67 

 
9:00～11:00 
一般演題 

生理 
111～122 

 
9:00～11:00 

日衛協一般演題 
衛1～衛12 

 
9:00～11:１0 
一般演題 
微生物 
14～26 

 

 
9:00～10:10 
一般演題 

病理 
81～87 

 
 

ホスピタリティ 
書籍展示 

企業展示 

 

      

        

        

        

10:00 
    

10:00 
    

     
10:10～11:10 

一般演題 
免疫化学 
42～47 

 

    

        

        

        

11:00 
    

11:00 
   

11:00～12:00 
特別講演 Ⅱ 

S2 

        

                  

                  

                  

                  

12:00               
12:00 

       
12：00～12：50 

ランチョンセミナー ９ 
積水メディカル（株） 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー １０ 
シーメンスヘルケア・ダイア

グノスティックス（株） 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー １１ 
バイオ・ラッド・ラボラトリー

ズ（株） 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー １２ 
アボットジャパン（株） 

 
12：00～12：50 

ランチョンセミナー １３ 
オーソ クリニカル ダイア

グノスティックス（株） 

  

          

          

          

          

13:00 
                

13:00 
   

13:00～15:00 
教育セミナー Ⅷ 

生理 
S51～S54 

 
13:00～15:00 

シンポジウム Ⅷ 
微生物 

S28～S31 

 
13:00～15:00 

教育セミナー Ⅸ 
細胞 

S55～S58 

13:00～13:30 
一般演題 

遺伝子・染色体 
140～142 

 
13:00～14:00 

教育セミナー Ⅹ 
免疫化学 

S59 

 
13:00～15:00 

一般演題 
血液 

59～70 

  

        

        

          

     
13:40～14:40 

教育セミナー Ⅵ 
遺伝子・染色体 

S49 

    

14:00 
    

14:00 
   

14:00～15:00 
教育セミナー ⅩⅠ 

免疫化学 
S60 

      

            

            

            

              

15:00 
          

15:00 
                    

                        

                        

                        

                        

16:00 
                    

16:00 
                    

Ⅴ-2. 日程（2日目） 

18 



第59回近畿医学検査学会 

運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

Ⅴ-3. 日程（会議・打合せ） 

19 

日付 セッション名 打合せ時間 打合せ会場 人数

シンポジウムⅠ　生理 09：00～09：30 ピアザ淡海　ホール準備室 6名

シンポジウムⅡ　血液 09：00～09：30 コラボ滋賀　Meeting　room2 6名

シンポジウムⅤ　病理・検査医学会 10：00～10：30 ピアザ淡海　応接室　右 4名

特別講演Ⅰ　 12：00～13：00 ピアザ淡海　ホール準備室 2名

学生フォーラム 12：00～13：00 ピアザ淡海　301会議室 21名

日本臨床検査医学会
近畿支部幹事会

12：00～13：00 ピアザ淡海　302会議室

シンポジウムⅥ　　一般 13：00～13：30 ピアザ淡海　301会議室 6名

生理部門長会会議 13：00～13：30 ピアザ淡海　302会議室 20名

検査血液学会会 13：30～14：30 ピアザ淡海　301会議室 10名

免疫・化学部門長会議 13：30～14：30 ピアザ淡海　302会議室 10名

シンポジウムIV　免疫化学 14：30～15：30 ピアザ淡海　ホール準備室 6名

三団体共同企画　RCPC打合せ 15：00～16：00 ピアザ淡海　応接室　右 8名

連盟ブロック会 15：30～16：30 ピアザ淡海　301会議室 20名

教育セミナーⅡ　血液 16：00～16：30 ピアザ淡海　応接室　右 4名

近畿支部幹事会 16：30～18：00 ピアザ淡海　301会議室
30～40

名

シンポジウムⅦ　輸血 08：30～09：00 ピアザ淡海　ホール準備室 5名

一般部門長会議 09：00～10：00 ピアザ淡海　応接室 10名

特別講演Ⅱ　講師控室 10：00～11：00 ピアザ淡海　ホール準備室 2名

教育セミナーⅨ　細胞 10：30～11：00 ピアザ淡海　302会議室A 5名

シンポジウムⅧ　微生物 11：00～12：00 ピアザ淡海　ホール準備室 6名

教育セミナーX　免疫化学 11：00～12：00 ピアザ淡海　302会議室A 2名

血液部門長　会議 11：00～12：00 ピアザ淡海　301会議室 8名+α

病理細胞部門長会議 11：00～12：00 ピアザ淡海　302会議室B 20名

教育セミナーⅥ　遺伝子・染色体 13：00～13：30 ピアザ淡海　302会議室A 2名

教育セミナーXI　免疫化学 13：00～14：00 ピアザ淡海　ホール準備室 2名

次年度打合せ 14：00～15：00 ピアザ淡海　応接室 10名

10月26日（土）

10月27日（日）

10/18会議後変更あり 



第59回近畿医学検査学会 

運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 20 

Ⅴ-4. 日程（会議・打合せ詳細） 

控室 ホール準備室 ピアザ淡海 2F 6席

控室 202会議室A ピアザ淡海 2F 24席

控室 202会議室B ピアザ淡海 2F 36席

控室 205会議室 ピアザ淡海 2F 36席

控室 301会議室 ピアザ淡海 3F スクール36席

控室 302会議室 ピアザ淡海 3F ロの字36席

控室 303会議室 ピアザ淡海 3F ロの字36席

控室 特別会議室 ピアザ淡海 3F 16席

控室 応接室　右 ピアザ淡海 3F 14席

控室 応接室　控室 ピアザ淡海 3F 14席

スタッフ控室 控室 ピアザ淡海 1Ｆ 6席

スタッフ控室 楽屋１ ピアザ淡海 1Ｆ 5席

主催スタッフ控室 楽屋２ ピアザ淡海 1Ｆ 5席

主催スタッフ控室 楽屋３ ピアザ淡海 1Ｆ 8席

控室 控室1 コラボ滋賀 3F 5席

控室 控室2 コラボ滋賀 3F 4席

控室 Meeting room2 コラボ滋賀 3F 18席

13:00 14:00 15:00

【2019年10月26日(土)1日目】 

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

会場

8:00 9:00 10:00 11:00 12:007:00 17:00 18:0016:00

CL機材スタッフ控室

CL機材スタッフ控室

主催スタッフ控室

主催スタッフ控室

ＬＳ３ ベックマン・コールター（株）

ＬＳ２ （株）LSIメディエンス

LS4 東ソー（株

ＬＳ8 株式会社堀場製作所

ＬＳ7 （株）ミズホメディー

ＬＳ６ 富士フイルム和光純薬（株）

SS2

SS3

ＬＳ1 ロシュ・ダイアグノスティックス（株）

生理シン 特別講演１ 講師控え

検査血液学会会(仮)

免疫・化学シンポ

学生フォーラム会議 一般シン 連盟ブロック会議 近畿支部幹事会

日本臨床検査医学会近畿支 会議 免疫・化学部門長会議

ＲＣＰＣ打合せ 血液教育

血液シンポ

病理シン

LS5 シメックス（株） SS4

生理部門長会

SS1

レイアウト2分割
パテ―ションin

レイアウト要確認 スクールレイアウト戻し

レイアウトロの字から変更な

現状ロの字のまま利用返却

現状利用返却

現状利用返却

6名 2名 6名

4名

21名 6名

8名
4名

6名

現状ロの字のまま利用返却

現状利用返却

受付

控室 ホール準備室 ピアザ淡海 2F 6席

控室 202会議室A ピアザ淡海 2F 24席

控室 202会議室B ピアザ淡海 2F 24席

控室 205会議室 ピアザ淡海 2F 36席

控室 301会議室 ピアザ淡海 3F 36席

控室 302会議室A ピアザ淡海 3F ロの字36席

控室 302会議室B ピアザ淡海 3F ロの字36席

控室 303会議室 ピアザ淡海 3F ロの字36席

控室 特別会議室 ピアザ淡海 3F 16席

控室 応接室 ピアザ淡海 3F 14席

控室 応接室　控室 ピアザ淡海 3F 14席

スタッフ控室 控室 ピアザ淡海 1Ｆ 6席

スタッフ控室 楽屋１ ピアザ淡海 1Ｆ 5席

主催スタッフ控室 楽屋２ ピアザ淡海 1Ｆ 5席

主催スタッフ控室 楽屋３ ピアザ淡海 1Ｆ 8席

控室 控室1 コラボ滋賀 3F 5席

控室 控室2 コラボ滋賀 3F 4席

控室 Meeting room2 コラボ滋賀 3F 18席

【2019年10月27日(日）2日目】 

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

会場

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

13:007:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

18:00

CL機材スタッフ控室

主催スタッフ控室

主催スタッフ控室

CL機材スタッフ控室

ＬＳ11 バイオ・ラッド ラボラトリーズ（株）

LS12 アボット ジャパン（株）

血液部門長 会議

ＬＳ9 清水メディカル（株)

輸血打合せ

一般部門長会議

特別講演Ⅱ 講師控え

免疫化学教育セミナー

微生物シンポ 免疫化学教育セミナー

遺伝子染
色体

次年度打ち合わせ会議

細胞教育
セミナー

病理細胞部門長会議

LS13 オーソ クリニカル ダイアグノスティックス（株）

ＬＳ10 シーメンスヘルケア・ダイアグノスティックス（株）

設営復旧

現状利用返却

現状利用返却

5名 2名 6名 2名

2名

5名

2名

現状ロの字のまま利用返却

レイアウト2分割

レイアウト2分割パテ―ションin 設営復旧

現状利用返却

返却

返却

現状利用返却
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コラボしが２１ 第８～１０会場 

会場対比表 

Ⅵ-2. 会場図（コラボ） 

会場

３F
ピアザホール 大会議室 ３０５会議室 ２０７会議室 ２０３会議室 ２０４会議室 ３０４会議室

第７会場
書籍

ホスピタリティ

ピアザ淡海 ピアザ淡海
２F ３F

大会議室 中会議室　1 中会議室　2 ２０６会議室 大会議室前

その他

２０１会議室 ２０２会議室
ホール
準備室

３０１会議室 ３０２会議室 ３０３会議室 応接室

控室 控室 控室 控室 控室

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
ﾙｰﾑ2

控室1 控室2

控室 控室 控室

ピアザ淡海

ピアザ淡海
３F

打合せ・会議 打合せ・会議

コラボしが（1日目のみ利用）
　３F

講師控
打合せ・会議

講師控
打合せ・会議

講師控
打合せ・会議

２F

学会本部
講師控

打合せ・会議打合せ・会議 打合せ・会議 打合せ・会議

コラボしが（1日目のみ利用）
　３F

第８会場 第９会場 第１０会場 クローク 展示会場

３F ２F

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場

22 
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ピアザ淡海 2F・3F 

ステージ 

操作盤 

調 光 

進行 アナウンス 

講師控え 

打合せ 

Ⅵ-3. 第1会場（ピアザホール） 
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401席 

担当 業務内容 

アナウンス アナウンス・記念品渡し・タイム管理（計時回線操作）・座長確認 

進行 演者確認・進行状況把握・参加人数カウント・本部、フロア責任者へ連絡 

補助 サブスクリーン映写、（記念品渡し） 

  ※ 照明、音響などはピアザのオペレーターが担当（専任） 

マイク 

ワイヤレス（W） ： 3 

有線（L） ： 5 

L 
L 

L 

L 



第59回近畿医学検査学会 

運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

ピアザ淡海 3F 

ステージ 

音響等 

操作盤 

ア
ナ
ウ

ン
ス

 

進
 
行

 

調 
光 

Ⅵ-4. 第2会場（大会議室） 

24 

306席 
(前方スクール+後方シアター） 

担当 業務内容 

アナウンス アナウンス・記念品渡し・タイム管理（計時回線操作）・座長確認 

進行 演者確認・進行状況把握・参加人数カウント・本部、フロア責任者へ連絡 

補助  照明 

  ※ 音響はピアザのオペレーターが担当（専任） 

マイク 

ワイヤレス（W） ： 3 

有線（L） ： 5 

L L L 
L 

L 

W W W 
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公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

ピアザ淡海 3F 

操
作
盤

調
光

ステージ

進
行

ア
ナ
ウ
ン
ス

締

切

Ⅵ-5. 第3会場（305会議室） 

25 

100席 

調 
光 

担当 業務内容 

アナウンス アナウンス・記念品渡し・タイム管理（計時回線操作）・座長確認 

進行 演者確認・進行状況把握・参加人数カウント・本部、フロア責任者へ連絡 

補助 照明、（記念品渡し、座長確認） 

マイク 

ワイヤレス
（W） 

： 2 

有線（L） ： 3 

L 
L 

L 

W W 
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公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

ピアザ淡海 2F 

ステージ

操
作

盤

調
光

進
行

ア
ナ

ウ
ン

ス

締
切

締
切

Ⅵ-6. 第4会場（207会議室） 

26 

105席 
（26日PMのみスイーツセミナーの為120席） 

担当 業務内容 

アナウンス アナウンス・記念品渡し・タイム管理（計時回線操作）・座長確認 

進行 演者確認・進行状況把握・参加人数カウント・本部、フロア責任者へ連絡 

補助  照明 

マイク 

ワイヤレス（W） ： 2 

有線（L） ： 2 

L L 

W 

W 
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  ピアザ淡海 2F 

操
作
盤

調
光進

行

ア
ナ
ウ
ン
ス

締

切

Ⅵ-7. 第5会場（203会議室） 

27 

80席 
（26日のみランチョンセミナー90席） 

担当 業務内容 

アナウンス アナウンス・記念品渡し・タイム管理（計時回線操作）・座長確認 

進行 演者確認・進行状況把握・参加人数カウント・本部、フロア責任者へ連絡 

補助  照明、（記念品渡し、座長確認） 

マイク 

ワイヤレス（W） ： 2 

有線（L） ： 2 

L 
L 

W 

W 
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ピアザ淡海 2F 

操
作
盤

調
光

ア
ナ
ウ
ン
ス

進
行

締

切

Ⅵ-8. 第6会場（204会議室） 

28 

81席 
（26日PMのみスイーツセミナーの為102席） 

担当 業務内容 

アナウンス アナウンス・記念品渡し・タイム管理（計時回線操作）・座長確認 

進行 演者確認・進行状況把握・参加人数カウント・本部、フロア責任者へ連絡 

補助 照明、（記念品渡し、座長確認） 

マイク 

ワイヤレス（W） ： 2 

有線（L） ： 2 

L L 

W 

W 
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フ
ｱ
ン
コ
イ
ル

フ
ｱ
ン
コ
イ
ル

ホスピタリティー

書 籍

次
回
開
催
県

連
盟
・
他

Ⅵ-9. 第7会場（304会議室） 
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担当 業務内容
アナウンス アナウンス

進行 タイム管理

入口

P

C

入口

入口

ア
ナ
ウ
ン
ス

進
行

操作盤

調 光

締

切

締

切

コラボしが21 3F 

Ⅰ.第8会場（コラボ大会議室）会場図 
 

30 

210席 
(前方スクール+後方一部のみシアター） 

担当 業務内容 

アナウンス アナウンス・記念品渡し・タイム管理（計時回線操作）・座長確認 

進行 演者確認・進行状況把握・参加人数カウント・本部、フロア責任者へ連絡 

補助 照明、（記念品渡し、座長確認） 

操作
盤 

調光 
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Ⅵ-11.第9会場（コラボ中会議室1） 

椅子：机に３脚× 6 5 ＝ 1 9 5 脚 

不足分はスタッフルームから運搬済（前日） 

入口 

操作盤 

調 光 

ア
ナ
ウ
ン

ス
 

進
 
行

 

コラボしが21 3F 

31 

60席 

担当 業務内容 

アナウンス アナウンス・記念品渡し・タイム管理（計時回線操作）・座長確認 

進行 演者確認・進行状況把握・参加人数カウント・本部、フロア責任者へ連絡 

補助 照明、（記念品渡し、座長確認） 

マイク 

ワイヤレス（W） ： 1 

有線（L） ： 2 

L L 

W 

ｵ
ﾍ

ﾟﾚ
ｰ

ﾀ
ｰ

 

進行 
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コラボしが21 3F 

Ⅵ-12.第10会場（コラボ中会議室2) 

入口 

操作盤 

調 光 

ア
ナ
ウ
ン

ス
 

進
 

行
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60席 

担当 業務内容 

アナウンス  アナウンス・記念品渡し・タイム管理（計時回線操作）・座長確認 

進行  演者確認・進行状況把握・参加人数カウント・本部、フロア責任者へ連絡 

補助  照明 

マイク 

ワイヤレス（W） ： 1 

有線（L） ： 2 

L L 

W 

ｵ
ﾍ

ﾟﾚ
ｰ

ﾀ
ｰ

 

進行 
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Ⅵ-13.クローク（206会議室） 
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その他 1 

２０１会議室（ロの字）

学会本部 
２０２会議室（スクール）

控室 

３０１会議室（スクール）

フ
ｱ
ン
コ
イ
ル

フ
ｱ
ン
コ
イ
ル

フ
ｱ
ン
コ
イ
ル

３０２会議室（ロの字）

フ
ｱ
ン
コ
イ
ル

フ
ｱ
ン
コ
イ
ル

３０３会議室（ロの字）

フ
ｱ
ン
コ
イ
ル

フ
ｱ
ン
コ
イ
ル

控室 控室 控室 

Ⅵ-14. 会場その他 

応接室

34 
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Ⅶ-1. 会場における各係業務概要 

 各会場の運営が円滑に進行するよう、事前に全体の流れを把握し、協力しながら進めてください。 

    

  
会    場 

＜進行・計時＞ 

＜入場管理＞  
■参加人数（セッション聴講数のカウント） 
■誘導：入口付近をあける、前席からつめて頂くように誘導 

■会場全体及び進行のチェック 
（ピアザ2階：杉野 哲也、ピアザ3階：中川 佳典、コラボ：池田 良） 

■照明の調整（客入れ、開始、スクリーン使用時、質疑応答） 
 ※第1会場はピアザホールが担当 
■音響は第1会場、第2会場以外は標準値でセットされています 
 ※第1会場、第2会場はピアザホールが担当 
■座長・演者対応 
 →次座長席着席時に、発表演者フリガナリストの案内を渡す 
 →開始15分前までに未着席の場合、会場責任者に連絡 
 →開始15分前までにデータが届いていない場合、会場責任者に連絡 
■アナウンス 
■口演時間の計時操作 
■氏名掲示交換（必要に応じ）  
■水の交換（特別講演のみ） 
■記念品のお渡し（該当者にお渡し） 
■総合討論時の机椅子移動（事前に座席表を貼っておく） 
■不測の事態が起こった場合の確認・相談 
 

会場責任者（主催/各フロア1名） 

■PC操作 
 会場オペレーターから演題PCへ 
 講演者の順番になるとオペレーターが操作し、 
 １枚目のスライドが現れるようになります 
 （リモートプレゼンシステム） 
 
■持込機材（PC)がある場合の対応 

進行・アナウンス・進行補助（技師会/各会場3名） 

会場機材オペレーター（ＣＬ/各会場1名） 

＜記念品＞ 
■上級演題 座長・演者 
事前配布（打ち合わせ時または
全体の発表開始前） 
 

■一般演題 座長 
各登壇前（または登壇後）。 
各会場担当にお渡しするリスト
とそれに応じた記念品を渡す予
定（運営本部にて） 

 
  

 PC受付 
（ピアザ淡海3F） 

＜ピアザ淡海 発表者＞ 
■PC持込の場合 PC受付No発行 
（上級演題のみ/一般演題持ち上げ不可） 
■データ提出 
■会場オペレーターへデータ転送 

＜コラボしが21 発表者＞ 
■コラボしがの演者は自身の講演会場まで 
 データを持参する 
■演者は会場機材オペレータへデータUSB  
 を渡す 

■データチェック 
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Ⅶ-2. 会場における各係業務流れ 

■ 会場確認 

  ＜マイク＞設置場所、ハウリングはおきていないか？⇒ハウリングの場合、進行または会場責任者が担当 

  ＜施設＞ 会場ドアの開閉の確認、会場レイアウト、諸施設（非常口、電話、自販機、トイレ等）の場所 

セッション終了 

■ 備品確認（*マークはコンサルが用意） 
   ＜座長席＞マイク*、卓上ライト* 、演者フリガナリスト、履歴書*（ある場合） 

   ＜演者卓＞マイク* 、ＰＣ* 、レーザーポインター* 、卓上ライト* 、ミネラルウォーター（特別講演のみ）  

   ＜進行席＞ボールペン、メモ、ポケットプログラム、アナウンス原稿、演者フリガナリスト案内 

        トランシーバー*、ミネラルウォーターはその日使う分を予め準備しておく。（特別講演のみ） 

   ＜アナウンス席＞マイク* 、卓上ライト* 、計時回線*、アナウンス原稿、ボールペン、メモ、ポケットプログラム、  

   ＜総合討論時の机椅子*＞必要数をマニュアル等で確認しておく。氏名掲示の確認（必要に応じ）    

■ アナウンス原稿読み→必ずマイクを通して練習。※実際に声に出して確認する 

■ 開始15分前：座長、演者の到着確認：（進行、アナウンス、進行補助） 

■ 開始15分前：演者のデータチェックインをオペレーターに確認：（進行） 

■ 座長には、定刻でアナウンスを入れること・アナウンス後にセッション開始していただくようお伝えしておく。演者フリガナリス
ト案内を渡し、座長机上にリストがある事を伝える。その際に確認希望があれば、各会場マニュアルを参照し演者名を伝える。 

 ■アナウンスを入れる。（アナウンス）シナリオに従う。詳細は、会場ごとのマニュアル項参照 

 ■ 会場ドアを閉める。（進行補助） 

 ■ 計時を行う。（進行）進行不在時はアナウンスが行う。 

  一般演題：発表6分/QA3分、上級演題：計時は行わない 

 プログラム終了 

開始前 

■ 参加人数(セッション開始後10～20分頃の聴講者数をマニュアルP39に記入）（進行） 

■ 照明操作（質疑応答、総合討論時）（進行補助） 

■ 氏名掲示、ミネラルウォーターを交換する（特別講演のみ）：（進行、進行補助） 

■ 討論時、机・椅子移動をする。（進行、進行補助）ピアザホール・大会議室は事前に配置しておく。 

■ 混み合って立ち見が出そうな場合、空席を探しご案内する。※イスの追加は不可（進行、進行補助） 

 

 

 

■ 忘れ物、ごみのチェック 

セッション開始 

■ 照明操作（質疑応答、総合討論時）（進行補助） 

■ 会場ドアを開ける。（進行補助） 

■ セッション終了の報告を学会本部へ連絡する。同時に、参加人数の報告も行う。（進行） 

■ 次セッションの準備 

 

セッション中 
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Ⅶ-3. 会場における各係業務注意点 

計時回線 

座長卓に設置  演台に設置 アナウンス卓に設置。 
アナウンス係が計時セット＆スタートしてください。 
計時開始（カウントダウン）します。 
座長席、演者席と連動していますので、演者＆座長は御席にて 
残り時間を（デジタル表示）と（ランプ）で確認できます。 
 
      

記念品 

■上級演題 座長、演者・・・事前配布（打ち合わせ時または全体の発表開始前） 
■一般演題 座長・・・・・・各登壇前（または登壇後）。アナウンスはたは進行補助（会場により異なる） 
             各会場担当にお渡しするリストとそれに応じた記念品を渡す予定（運営本部にて） 

座長・演者不在時 

■座長不在時：進行が部門長へ連絡、部門長（または部門長が指定したもの）が務める。 
■演者不在時：原則として中止する。 
       進行から座長へ報告・提案し、本部へ報告する。次の発表を繰り上げとする。 
       但し、途中で入場した場合は最後に発表させる。 

トラブル時の対応 

■進行からフロア責任者に連絡、フロア責任者は学会本部へ連絡し指示を仰ぐ。 
■体調不良者がでた場合：上記の手順で学会本部へ連絡。必要に応じ病院への搬送または救急車の手配。 
■災害発生時：学会長が災害対策本部長となり、対策の指示を行う。指示を待てない場合は、避難・誘導を行う。 
■実務委員に欠員が生じた場合：前日まで・・・事務局長 守安 または 学術部長 西尾まで連絡。 
                  当日・・・・・部門長（または進行）から学会本部へ連絡。 
                  ※部門長で人選が可能な場合も学会本部へ連絡。 
■運営マニュアルに変更が生じた場合： 
               前日・当日・・事務局長（守安）は、変更内容を該当者へ連絡。必要に応じて               
                      資料も作成する。 

一般演題のみ使用 但し、シンポジウム・教育セミナーの使用は 
部門長の指示に従う。 



第59回近畿医学検査学会 
運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

● 開始時 

「定刻となりましたのでこれより○○部門の 

（一般演題 or 教育セミナー or シンポジウム）を始めます。 

座長（司会）の○○先生よろしくお願いします。」 

  

● 終了時 

「座長（司会）の○○先生ありがとうございました。これで○○部門の 

（一般演題 or 教育セミナー or シンポジウム）を終了します。」 

    

●引き続きランチョン or スイーツセミナーがある場合 

「○時より（ランチョンセミナーorスイーツセミナー）を開催いたします。会場準備のた

め一旦退室をお願いします。」 

  

●ランチョン or スイーツセミナー 

 アナウンスなど運営は企業様に一任する。 

  

●アナウンス 各会場最後の口演終了時 

「以上を持ちまして第○会場の予定は全て終了しました。なお、クロークご利用の方は必

ず受け取りをお願いします。」 

  ※スタッフ…会場の忘れ物、ゴミ類の整理をする。 

        忘れ物等は総合受付に持っていく。 

  

※各会場でのトラブル発生時は各会場責任者まで連絡 

Ⅶ-4. 会場アナウンス（例） 

会場配置・アナウンス詳細は別途マニュアルあり 
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第59回近畿医学検査学会 
運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

【第1日目】　10月26日（土）

ピアザホール 大会議室 ３０５会議室 ２０７会議室 ２０３会議室 ２０４会議室 大会議室 中会議室　1 中会議室　2

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第８会場 第９会場 第１０会場

9：00～9：30
開会式

（　　　　）人

13：00～14：00
特別講演　Ⅰ

（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー　1

ロシュ・ダイアグノス

ティックス（株）
（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー　２

（株）LSIメディエンス

（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー　３

ベックマン・コールター

（株）
（　　　　）人

ピアザ淡海 コラボしが21

３F ２F 　３F

9：30～10：30
一般演題

生理
（　　　　）人

9:40～11:40
シンポジウム　Ⅰ

生理
（　　　　）人

9：20～11：50
一般演題
免疫化学

（　　　　）人

9:40～11:40
教育セミナー　Ⅰ

一般
（　　　　）人

9:40～11：10
学生フォーラム

（　　　　）人

9:40～10:40
教育セミナー　Ⅴ

チーム医療
（　　　　）人

9:40～10:50
検査医学会
一般演題

（　　　　）人

9：40～11：40
シンポジウム　Ⅱ

血液
（　　　　）人

9：40～11：50
一般演題
微生物

（　　　　）人

10:40～11:40
一般演題

チーム医療他
（　　　　）人

10：30～11：50
一般演題

輸血
（　　　　）人

11:10～11:40
学生フォーラム

交流会
（　　　　）人

10:50～11:50
検査医学会
教育セミナー
（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー　４

東ソー（株）

（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー　５

シスメックス（株）

（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー　６

富士フィルム和光純薬

(株）
（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー　７

（株）ミズホメディー

（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー　８

（株）堀場製作所

（　　　　）人

AM

14:20～16:00
一般演題

生理
（　　　　）人

14:00～15:00
日臨技企画

（　　　　）人

14:00～16:00
シンポジウム　Ⅴ
病理・検査医学会

（　　　　）人

14:00～16:00
シンポジウム　Ⅵ

一般
（　　　　）人

14:00～16:00
教育セミナー　Ⅲ

生理
（　　　　）人

14：00～15：00
日衛協

シンポジウムⅠ
（　　　　）人

14:00～14:30
一般演題

輸血
（　　　　）人

14:00～15:50
一般演題

血液
（　　　　）人

14:00～16:00
シンポジウム　Ⅲ

チーム医療
（　　　　）人

15:00～15:30
連盟企画

（　　　　）人

15：00～16：00
日衛協

シンポジウムⅡ
（　　　　）人

14:40～16:40
教育セミナー　Ⅳ

輸血
（　　　　）人

16:10～16:30
スイーツセミナー３

（株）BML
（　　　　）人

16:10～16:30
スイーツセミナー4

日本電子(株)
（　　　　）人

16:40～17:50
一般演題

生理
（　　　　）人

16:40～17:40
一般演題

一般
（　　　　）人

15：50～16:30
中高生

進路支援事業
（　　　　）人

16::00～18:00
シンポジウム　Ⅳ

免疫化学
（　　　　）人

16:10～16:30
スイーツセミナー１

（株）キャノン
（　　　　）人

16:10～16:30
スイーツセミナー２
（株）ｴｲｱﾝﾄﾞﾃｨｰ

（　　　　）人

16:20～18:00
一般演題

細胞
（　　　　）人

16:40～17:40
教育セミナー　Ⅱ

血液
（　　　　）人

16:40～18:00
教育セミナー　Ⅶ

微生物
(　　　　）人

PM

【第2日目】　10月27日（日）

ピアザホール 大会議室 ３０５会議室 ２０７会議室 ２０３会議室 ２０４会議室

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場

AM

PM

ピアザ淡海

３F ２F

9::00～11:00
シンポジウム　Ⅶ

輸血
（　　　　）人

9:00～11:00
三団体合同企画

RCPC
（　　　　）人

9:00～11:00
一般演題

生理
（　　　　）人

9:00～11:00
日衛協一般演題

（　　　　）人

9:00～11:１0
一般演題
微生物

（　　　　）人

9:00～10:10
一般演題

病理
（　　　　）人

10:10～11:10
一般演題
免疫化学

（　　　　）人

11:00～12:00
特別講演　Ⅱ

（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー　９

積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ（株）

（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー10

シーメンス（株）

（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー11
バイオ・ラッド（株）

（　　　　）人

13:00～15:00
教育セミナー　Ⅷ

生理
（　　　　）人

13:00～15:00
シンポジウム　Ⅷ

微生物
（　　　　）人

13:00～15:00
教育セミナー　Ⅸ

細胞
（　　　　）人

13:00～13:30
一般演題

遺伝子・染色体
（　　　　）人

13:00～14:00
教育セミナー　Ⅹ

免疫化学
（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー12

アボット（株）

（　　　　）人

12：00～12：50
ランチョンセミナー13

オーソ　（株）

（　　　　）人

13:00～15:00
一般演題

血液
（　　　　）人

13:40～14:40
教育セミナー　Ⅵ
遺伝子・染色体

（　　　　）人

14:00～15:00
教育セミナーⅩⅠ

免疫化学
（　　　　）人
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Ⅶ-5. 各会場における参加人数調査 



第59回近畿医学検査学会 
運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

 記念品の準備 
① 開催前日に、学会本部（201会議室）に送付される。 
② 事前に記念品を、付属の袋に詰める。 
③ 袋に会場名、企画名を記載し、チェックリストも同封する。 

  担当（北村・中井・他協力出来る者） 

謝礼・記念品受け渡しについて 

 謝礼（担当：部門長） 

1. 部門長は、学会本部（会計）に謝礼と領収書をもらいに行く。 

2. 謝礼を渡し、領収書に署名または捺印をしてもらう（氏名・住所など） 

3. 領収書は、学会本部（会計）へ提出する事。（必須） 

4. 特別講演などは、司会・座長がこの任をおう。 （マイナンバー注意） 

 記念品（担当：部門長・アナウンス・進行） 

1. 事前に必要数の記念品は、本部に準備してある。 

2. 特別講演・日臨技企画などは、司会・座長が直接講師に渡す。 

3. その他セクション（シンポ・教育・一般公演）に関しては、進行が事前

に記念品を本部まで取りに行く。 

4. シンポジウム・教育セミナーは、打ち合わせ時に、または終了後に司

会・演者の先生へ渡す事。（担当部門に任せます） 

5. 一般演題等は次座長席着席時、又は終了後に渡す。（アナウンス予定） 

※ 渡した人にはリスト表にチェックを入れ、セッション終了後、学会本部へ渡す。 

 謝礼の準備 
① 事前に会計担当が、謝礼・領収書などを準備する。 
② 会計担当は、引き渡しリストなどを作成する。 

担当（西村精、豊川） 
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Ⅶ-6. 謝礼・記念品準備・受け渡し詳細 



第59回近畿医学検査学会 
運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

記念品配布数

ピアザ
ホール

大会議室
３０５

会議室
２０７

会議室
２０３

会議室
２０４

会議室
大会議室

中会議室
1

中会議室
2

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第８会場 第９会場 第１０会場

技師会 6 8 4 4 - 4 6 3 5 40

検査医会 - - - - 4 - - - - 4

技師会 61) 8 9 8 5 2 5 4 5 52

日衛協 - - - - - 2 - - - 2

AM 技師会 52) 8 4 - 4 4 25

PM 技師会 6 6 5 3 4 4 28

23 30 22 15 17 16 11 7 10 151

1)特別講演1、日臨技企画1、連盟企画3を除く 5

2)特別講演1を除く 1

佐守　友博1 1

総合計 158

合計

合計

PM

AM

26日

会場

ピアザ淡海 コラボしが21

27日

記念品配布リスト（例） 

第1会場　 ピアザ　ピアザホール 記念品配布リスト

第1日目（10月26日） AM

進行担当 森　真奈美 様
シンポジウムⅠ（生理）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 チ ェ ック 欄

- 座長 川﨑　俊博 カワサキ　トシヒロ 西宮渡辺心臓脳・血管センター　 ●

- 座長 鮎川　宏之 アユカワ　ヒロユキ 滋賀県立総合病院 ●

S3 演者 荻野　和大 オギノ　カズヒロ 顕鐘会　神戸百年記念病院 ●

S4 演者 小林　昌弘 コバヤシ　マサヒロ 天理よろづ相談所病院　臨床検査部 ●

S5 演者 六尾　哲 ムツオ　サトル 市立岸和田市民病院　中央検査部 ●

S6 演者 安田　浩一朗 ヤスダ　コウイチロウ 済生会野江病院　　糖尿病・内分泌内科 ●

記念品小計 6

※記念品を該当の先生にお渡し後、チェック欄にレ点を記入し、セッション終了後、学会本部へお渡しください。

9:40 11:40
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Ⅶ-7. 謝礼・記念品準備・受け渡しリスト（例） 



第59回近畿医学検査学会 
運営マニュアル 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 

Ⅶ-8. 演題等一覧（第１会場） 
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第1日目（10月26日）

開会式

シンポジウムⅠ（生理）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 川﨑　俊博 カワサキ　トシヒロ 西宮渡辺心臓脳・血管センター　 ● -

- 座長 鮎川　宏之 アユカワ　ヒロユキ 滋賀県立総合病院 ● -

S3 演者 荻野　和大 オギノ　カズヒロ 顕鐘会　神戸百年記念病院 ● -

S4 演者 小林　昌弘 コバヤシ　マサヒロ 天理よろづ相談所病院　臨床検査部 ● -

S5 演者 六尾　哲 ムツオ　サトル 市立岸和田市民病院　中央検査部 ● -

S6 演者 安田　浩一朗 ヤスダ　コウイチロウ 済生会野江病院　　糖尿病・内分泌内科 ● ●

総合討論あり（机2、イス4） 記念品・謝礼小計 6 1

特別講演1

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 岩井　宗男 イワイ　ムネオ 滋賀医科大学医学部附属病院 - -

S1 演者 坂口　志文 サカグチ　シモン 大阪大学　免疫学フロンティア研究センター ● ●

記念品・謝礼小計 1 1

日臨技企画

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 大本　和由 オオモト　カズヨシ 済生会守山市民病院 - -

S61 演者 横地　常広 ヨコチ　ツネヒロ 一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会 ● -

記念品・謝礼小計 1 0

連盟企画

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 小澤　優 日技連　京都府支部長 ● -

- 座長 脇村　小津江 日技連　近畿ブロック長 ● -

S62 演者 安田　守 ヤスダ　マモル 京都府向日市　市長 ● ●

記念品・謝礼小計 3 1

シンポジウムⅣ（免疫化学）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 一瀬　亮介 イチセ　リョウスケ NHO東近江総合医療センター ● -

- 座長 堀端　伸行 ホリバタ　ノブユキ 和歌山県立医科大学附属病院　 ● -

S15 演者 髙崎　匡 タカサキ　タダシ 株式会社エスアールエル　医真会八尾総合病院ラボ ● -

S16 演者 頃橋　信慶 コロハシ　ノブヨシ 奈良県立医科大学附属病院　 ● -

S17 演者 東　正浩 ヒガシ　マサヒロ 市立敦賀病院　医療技術部　 ● -

S18 演者 雪松　里佳 ユキマツ　リカ 兵庫医科大学附属病院　 ● -

総合討論あり（机2、イス4） 記念品・謝礼小計 6 0

シンポジウムⅦ（輸血）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 森井　耕治 モリイ　コウジ 和歌山労災病院　中央検査部 ● -

- 座長 吉田　正明 ヨシダ　マサアキ 地域医療機能推進機構　滋賀病院 ● -

S25 演者 小川　久美子 オガワ　クミコ 長浜赤十字病院　検査部 ● -

S26 演者 日南　淳子 ヒナタ　ジュンコ 大阪医科大学附属病院　看護部 ● ●

S27 演者 寺坂　勇亮 テラサカ　ユウスケ 京都桂病院　救急科 ● ●

総合討論あり（机2、イス3） 記念品・謝礼小計 5 2

特別講演2

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 守安　岳征 モリヤス　タケマサ 大津赤十字病院 - -

S2 演者 荻田　和秀 オギタ　カズヒデ りんくう総合医療センター　産婦人科 ● ●

記念品・謝礼小計 1 1

教育セミナーⅦ（生理）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 米田　智也 ヨネダ　トモヤ 京都大学医学部附属病院 ● -

- 座長 河野　裕樹 コウノ　ヒロキ 市立敦賀病院　医療技術部　検査室 ● -

S51 演者 小谷　敦志 コタニ　アツシ 近畿大学奈良病院　臨床検査部 ● -

S52 演者 寺西　ふみ子 テラニシ　フミコ 八尾市立病院　中央検査部 ● -

S53 演者 森　真奈美 モリ　マナミ 滋賀県立総合病院 ● -

S54 演者 大前　嘉良 オオマエ　ヨシカズ 紀南病院　中央臨床検査部 ● -

記念品・謝礼小計 6 0

9:00～9:30

9:40 11:40

14:00 15:00

13:00 14:00

16:00 18:00

13:00 15:00

15:00 15:30

9:00 11:00

11:00 12:00

第2日目（10月27日）
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教育セミナーⅠ（一般）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 藪　真奈美 ヤブ　マナミ 公立甲賀病院　臨床検査課 ● -

- 座長 鈴木　恭子 スズキ　キョウコ 紀南病院　健診部 ● -

S32 演者 刀根　由美子 トネ　ユミコ 福井赤十字病院 ● -

S33 演者 野崎　聖恵 ノザキ　トモエ 医療法人寺西報恩会長吉総合病院　 ● -

S34 演者 滝沢　恵津子 タキザワ　エツコ 大阪市立大学医学部附属病院　 ● -

S35 演者 大沼　健一郎 オオヌマ　ケンイチロウ 神戸大学医学部附属病院　 ● -

S36 演者 藤井　宏哉 フジイ　ヒロヤ 株式会社ファルコバイオシステムズ総合研究所 ● -

S37 演者 中村　彰宏 ナカムラ　アキヒロ 天理医療大学　医療学部　臨床検査学科 ● -

記念品・謝礼小計 8 0

ランチョンセミナー1　（ロシュ・ダイアグノスティックス（株））

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 加藤　幸久 福井赤十字病院　検査部　技師長 - -

- 演者 樋口　武史 彦根市立病院　臨床検査科　科長 - -

シンポジウムⅤ（病理・検査医学会）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 山口　直則 ヤマグチ　タダノリ 綾部市立病院　医療技術部　 ● -

- 座長 九嶋　亮治 クシマ　リョウジ 滋賀医科大学　医学部　臨床検査医学講座 ● -

S19 演者 白波瀬　浩幸 シラハセ　ヒロユキ 京都大学医学部附属病院　病理部 ● -

S20 演者 岩泉　守哉 イワイズミ　モリヤ 浜松医科大学　医学部　臨床検査医学講座 ● -

スイーツセミナー1（（株）キャノンメディカルシステムズ）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 演者 16:10 16:30 浜田　聡明 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 - -

教育セミナーⅡ（血液）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 山野　智子 ヤマノ　トモコ 福井大学医学部附属病院　検査部 ● -

座長 梅村　茂人 ウメムラ　シゲト 滋賀県立総合病院　臨床検査部 ● -

S38 演者 中村　真一 ナカムラ　マサカズ 公立八鹿病院　医療技術部　検査科 ● -

S39 演者 下村　大樹 シモムラ　ダイキ 天理よろづ相談所病院　臨床検査部 ● -

記念品・謝礼小計 8 0

三団体合同企画　RCPC

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 竹内　秀史 タケウチ　ヒデシ 日本医学株式会社　検査事業部 ● -

- 座長 松田　哲明 マツダ　テルアキ 大津赤十字病院　検査部 ● -

- 座長 橋口　篤 ハシグチ　アツシ 大津赤十字病院　検査部 ● -

- アドバイザー 松尾　収二 マツオ　シュウジ 天理よろづ相談所病院 ● -

演者 松田　哲明 マツダ　テルアキ 大津赤十字病院　検査部 - -

演者 麻野　秀一 アサノ　シュウイチ 大阪医科大学附属病院　中央検査部 ● -

演者 辻　　侑子 ツジ　ユウコ 京都大学医学部附属病院　検査部 ● -

演者 橋口　篤 ハシグチ　アツシ 大津赤十字病院　検査部 - -

演者 上西　知幸 ウエニシ　トモユキ 日本医学臨床検査研究所　営業統括部学術課　 ● -

演者 三觜　智子 ミツハシ　トモコ 国立循環器病研究センター ● -

総合討論あり（机1、イス2） 記念品・謝礼小計 8 0

ランチョンセミナー9　（積水メディカル（株））

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 演者 12:00 12:50 石井　葵 積水メディカル（株）検査事業統括部 - -

シンポジウムⅧ（微生物）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 小森　敏明 コモリ　トシアキ 長浜バイオ大学　フロンティアバイオサイエンス学科 ● -

- 座長 近澤　秀己 チカザワ　ヒデミ 近江八幡市立総合医療センター ● -

S28 演者 茂籠　邦彦 モロ　クニヒコ 彦根市立病院 ● -

S29 演者 口広　智一 クチビロ　トモカズ 公立那賀病院　臨床検査科 ● -

S30 演者 木村　圭吾 キムラ　ケイゴ 大阪大学医学部附属病院　臨床検査部 ● -

S31 演者 大澤　真 オオサワ　マコト 滋賀医科大学医学部附属病院　感染制御部 ● ●

総合討論あり（机2、イス4） 記念品・謝礼小計 6 1

第2日目（10月27日）

13:00 15:00

9:40 11:40

16:40 17:40

9:00 11:00
S66

S67

第1日目（10月26日）

12:00 12:50

14:00 16:00
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一般演題（免疫化学）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 陰山　友希 カゲヤマ　ユキ 一般社団法人 姫路市医師会 ● -

27 演者 09:20 09:30 森野　真平 モリノ　シンペイ 大津赤十字病院 - -

28 演者 09:30 09:40 安藤　みさき アンドウ　ミサキ 兵庫医科大学病院 - -

29 演者 09:40 09:50 鈴木　紀子 スズキ　ノリコ 市立豊中病院 - -

- 座長 鈴木 誠也 スズキ　セイヤ 和歌山県立医科大学附属病院 ● -

30 演者 09:50 10:00 三上　孝 ミカミ　タカシ 大津赤十字病院 - -

31 演者 10:00 10:10 上野　信弥 ウエノ　シンヤ 大阪市立大学医学部附属病院 - -

32 演者 10:10 10:20 寺田　茉由 テラダ　マユ 住友病院　診療技術部 臨床検査技術科 - -

33 演者 10:20 10:30 仲村　ちあき ナカムラ　チアキ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -

- 座長 藤村　博和 フジムラ　ヒロカズ 滋賀医科大学医学部附属病院 ● -

34 演者 10:30 10:40 高橋　光一郎 タカハシ　コウイチロウ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -

35 演者 10:40 10:50 岡本　朋子 オカモト　トモコ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -

36 演者 10:50 11:00 森山　涼介 モリヤマ　リョウスケ 淀川キリスト教病院　臨床検査課 - -

37 演者 11:00 11:10 峯　梓 ミネ　アズサ 和歌山県立医科大学附属病院 - -

- 座長 見谷　敦司 ミタニ　アツシ 福井赤十字病院 ● -

38 演者 11:10 11:20 森口　鈴香 モリグチ　スズカ 恩賜財団 済生会 中和病院 - -

39 演者 11:20 11:30 速水　亮一 ハヤミ　リョウイチ 長浜赤十字病院 - -

40 演者 11:30 11:40 高田　真奈美 タカタ　マナミ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -

41 演者 11:40 11:50 山ケ城　学 ヤマガジョウ　マナブ 社会医療法人 真美会 中野こども病院 - -

記念品・謝礼小計 4 0

ランチョンセミナー2　（（株）LSIメディエンス）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 田中　秀磨 大阪はびきの医療センター - -

- 演者 由木　洋一 京都府立医科大学附属病院 - -

シンポジウムⅥ（一般）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 大沼　健一郎 オオヌマ　ケンイチロウ 神戸大学医学部附属病院　検査部 ● -

- 座長 北川　大輔 キタガワ　ダイスケ 奈良県立病院機構　奈良県総合医療センター　 ● -

S21 演者 堀田　真希 ホッタ　マサキ 大阪大学医学部附属病院　医療技術部　 ● -

S22 演者 佐伯　仁志 サエキ　ヒトシ 国立病院機構　敦賀医療センター　研究検査科 ● -

S23 演者 今井　重良 イマイ　シゲヨシ 大阪市立大学医学部附属病院　 ● -

S24 演者 大﨑　博之 オオサキ　ヒロユキ 神戸大学大学院　保健学研究科 ● -

総合討論あり（机2、イス4）

一般演題（細胞）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 小林　史孝 コバヤシ　フミタカ 地域医療振興協会 市立奈良病院 ● -

71 演者 16:20 16:30 吉田　章子 ヨシダ　アキコ 独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院 - -

72 演者 16:30 16:40 藤井　明穂 フジイ　アキホ 大津赤十字病院 - -

73 演者 16:40 16:50 杉本　愛鐘 スギモト　アカネ 医療法人 厚生会 福井厚生病院 - -

- 座長 田中　真理 タナカ　マリ 労働者健康安全機構 和歌山労災病院 ● -

74 演者 16:50 17:00 西野　万由美 ニシノ　マユミ 市立長浜病院 - -

75 演者 17:00 17:10 尾崎　達司 オサキ　タツシ 国立大学法人 神戸大学医学部附属病院病理部 - -

76 演者 17:10 17:20 大野　怜奈 オオノ　レイナ 国立病院機構 神戸医療センター - -

- 座長 松木　慎一郎 マツキ　シンイチロウ 兵庫県立尼崎総合医療センター ● -

77 演者 17:20 17:30 今村　真治 イマムラ　シンジ 滋賀医科大学医学部附属病院 - -

78 演者 17:30 17:40 橘　郁真 タチバナ　ユウマ 大和高田市立病院 - -

79 演者 17:40 17:50 森　正樹 モリ　マサキ 福井大学医学部附属病院病理診断科/病理部 - -

80 演者 17:50 18:00 山口　大 ヤマグチ　ダイ 滋賀医科大学医学部附属病院 - -

記念品・謝礼小計 9 0

一般演題（生理）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 森　真奈美 モリ　マナミ 滋賀県立総合病院 ● -

111 演者 09:00 09:10 古閑　歩惟 コガ　アイ  国立病院機構 大阪南医療センター　臨床検査科 - -

112 演者 09:10 09:20 宮本　知佳 ミヤモト　チカ 滋賀医科大学医学部附属病院　検査部 - -

113 演者 09:20 09:30 藤井　亜沙美 フジイ　アサミ 大阪市立大学医学部附属病院 - -

- 座長 齋藤　清隆 サイトウ　キヨタカ 福井大学医学部附属病院 ● -

114 演者 09:30 09:40 山田　沙由理 ヤマダ　サユリ 医療法人 宝生会 ＰＬ病院 - -

115 演者 09:40 09:50 森　亘平 モリ　コウヘイ 地方独立行政法人 市立大津市民病院 - -

116 演者 09:50 10:00 足立　安奈 アダチ　アンナ 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院 - -

- 座長 森　亘平 モリ　コウヘイ 地方独立行政法人 市立大津市民病院 ● -

117 演者 10:00 10:10 安楽　紀江 アンラク　ノリエ 京都桂病院 - -

118 演者 10:10 10:20 山田　幸子 ヤマダ　サチコ 滋賀県立総合病院 - -

119 演者 10:20 10:30 岩永　寿美華 イワナガ　スミカ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -

- 座長 尾花　康子 オバナ　ヤスコ 一般財団法人 京都工場保健会 ● -

120 演者 10:30 10:40 森本　由希子 モリモト　ユキコ 洛和会 音羽病院 - -

121 演者 10:40 10:50 木下　博之 キノシタ　ヒロシ 紀南病院 - -

122 演者 10:50 11:00 松下　隆史 マツシタ　タカヒト 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター 中央市民病院 - -

記念品・謝礼小計 4 0

ランチョンセミナー10　（シーメンスヘルケア・ダイアグノスティックス（株））

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 樋口武史 彦根市立病院　臨床検査科 - -

- 演者 田邊　華 関西医科大学附属病院 - -

- 演者 宮田　嵩也 関西医科大学附属病院 - -

教育セミナーⅨ（細胞）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 河原　邦光 カワハラ　クニミツ大阪はびきの医療センター ● ●

- 座長 小栗　大助 オグリ　ダイスケ 大津赤十字病院　病理診断科部 ● -

S55 演者 棚田　諭 タナダ　サトシ 大阪国際がんセンター　臨床検査科　病理・細胞診 ● -

S56 演者 今川　奈央子 イマガワ　ナオコ 神戸大学医学部附属病院 ● -

S57 演者 大西　雅子 オオニシ　マサコ 大阪はびきの医療センター　病理診断科 ● -

S58 演者 河原　邦光 カワハラ　クニミツ 大阪はびきの医療センター - -

総合討論あり（机2、イス4） 記念品・謝礼小計 5 1

第1日目（10月26日）

第2日目（10月27日）

13:00 15:00

9:20～11:50

16:20～18:00

9:00～11:00

12:00 12:50

12:00 12:50

14:00 16:00
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一般演題（微生物）
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 遠藤　昭大 エンドウ　アキオ 大津赤十字病院 ● -
1 演者 09:40 09:50 中野　雅巳 ナカノ　マサミ 大阪医科大学附属病院　中央検査部 - -

2 演者 09:50 10:00 松本　紗也加 マツモト　サヤカ 国立大学法人 神戸大学医学部附属病院 - -
3 演者 10:00 10:10 阿部　教行 アベ　ノリユキ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -
- 座長 辻田　愛 ツジタ　アイ 和歌山県立医科大学附属病院 ● -
4 演者 10:10 10:20 伊藤　拓哉 イトウ　タクヤ 高砂市民病院 - -

5 演者 10:20 10:30 谷野　洋子 タニノ　ヨウコ 京都府立医科大学附属病院 - -
6 演者 10:30 10:40 辰己　純一 タツミ　ジュンイチ 天理医療大学　臨床検査学科 - -
7 演者 10:40 10:50 安井　孝輔 ヤスイ　コウスケ 社会福祉法人恩賜財団 済生会 中和病院 - -
- 座長 竹川　啓史 タケガワ　ヒロシ 神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター ● -
8 演者 10:50 11:00 遠藤　昭大 エンドウ　アキオ 大津赤十字病院　検査部 - -

9 演者 11:00 11:10 佐古　大輔 サコ　ダイスケ 日本生命済生会 日本生命病院 - -
10 演者 11:10 11:20 坂本　和也 サカモト　カズヤ 市立吹田市民病院 - -
- 座長 近澤 秀己 チカザワ　ヒデミ 近江八幡市立総合医療センター ● -
11 演者 11:20 11:30 高山　春香 タカヤマ　ハルカ 京都保健衛生専門学校 - -

12 演者 11:30 11:40 山田　千尋 ヤマダ　チヒロ 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター - -
13 演者 11:40 11:50 畠山  大樹 ハタケヤマ　ダイキ 神戸常盤大学保健科学部医療検査学科 - -

記念品・謝礼小計 4 0

ランチョンセミナー3　（ベックマン・コールター（株））
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 演者 12:00 12:50 堀　みな美 ベックマン・コールター株式会社 - -

教育セミナーⅢ（生理）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼
- 座長 増田　信弥 マスダ　ノブヤ 京都民医連中央病院　検査技術課 ● -
- 座長 栗本　明典 クリモト　アキノリ 誠光会　草津総合病院　 ● -

S40 演者 子甫　徹 シホ　トオル 馬場記念病院　検査部　 ● -

S41 演者 川邊　晴樹 カワベ　ハルキ 天理よろづ相談所病院　臨床検査部 ● -
S42 演者 山本　義徳 ヤマモト　ヨシノリ 北播磨総合医療センター　 ● -
S43 演者 高谷　恒範 タカタニ　ツネノリ 奈良県立医科大学　中央手術部 ● -

スイーツセミナー2（（株）エイアンドティー）
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 西山　有紀子 京都大学医学部附属病院　検査部 - -
- 演者 加藤 龍二 株式会社エイアンドティー - -

教育セミナーⅦ（微生物）
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 山田　幸司 やまだ　ゆきじ 京都府立医科大学附属病院　臨床検査部 ● -
S50 演者 山田　稔 やまだ　みのる 京都府立医科大学大学院　感染病態学 ● ●

記念品・謝礼小計 8 1

一般演題（日衛協）
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 弘田　稔幸 （一財）阪大微生物病研究会 - -

衛1 演者 9:00 9:10 前田　尚子 (株)近畿予防医学研究所 - -
衛2 演者 9:10 9:20 中谷　瑞希 (株)兵庫県臨床検査研究所 - -

- 座長 島田　一彦 （株）兵庫県臨床検査研究所 - -
衛3 演者 9:20 9:30 松倉　嘉士 (株)大阪血清微生物研究所 - -
衛4 演者 9:30 9:40 松田　直樹 日本医学株式会社 - -

- 座長 瀧本　秀樹 （株）近畿予防医学研究所 - -
衛5 演者 9:40 9:50 愛原　亮彦 (株)日本医学臨床検査研究所 - -
衛6 演者 9:50 10:00 石田　有紀 (株)兵庫県臨床検査研究所 - -

- 座長 福光　弘明 （株）保健科学西日本 - -

衛7 演者 10:00 10:10 中尾　真美 (株)日本医学臨床検査研究所 - -
衛8 演者 10:10 10:20 竹本　一紀 (株)日本医学臨床検査研究所 - -

- 座長 木村　眞明 （株）日本医学臨床検査研究所 - -
衛9 演者 10:20 10:30 加藤　綾華 (株)ＬＳＩメディエンス　関西ラボラトリー - -

衛10 演者 10:30 10:40 水上　悠 (株)兵庫県臨床検査研究所 - -

- 座長 荒木年夫 （株）大阪血清微生物研究所 - -
衛11 演者 10:40 10:50 黒田　麻衣子 日本医学株式会社 - -
衛12 演者 10:50 11:00 越智　英彦 (株)近畿予防医学研究所 - -

ランチョンセミナー11　（バイオ・ラッド・ラボラトリーズ（株））
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 高木　成浩 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 - -
- 演者 植村　康浩 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 - -

一般演題（遺伝子）
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 竹岡　加陽 タケオカ　カヨ 天理よろづ相談所医学研究所 ● -

140 演者 13:00 13:10 佐々木　伸也 ササキ　シンヤ 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター - -
141 演者 13:10 13:20 物部　真恵 モノベ　サナエ 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター 中央市民病院 - -
142 演者 13:20 13:30 白石　祐美 シロイシ　ユミ 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター 中央市民病院 - -

教育セミナーⅥ（遺伝子）
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 山本　章史 ヤマモト　タカシ 大阪国際がんセンター ● -
S50 演者 西尾　和人 ニシオ　カズト 近畿大学医学部　ゲノム生物学教室　 ● ●

記念品・謝礼小計 3 1

9:00～11:00

13:00～13:30

13:40 14:40

12:00 12:50

16:10 16:30

16:40 18:00

第2日目（10月27日）

9:40～11:50

14:00 16:00

第1日目（10月26日）
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一般演題（検査医学会）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 馬場　正道 バンバ　マサミチ 済生会滋賀県病院 ● -

医1 演者 9:40 9:50 戸田　好信 天理医療大学医療学部臨床検査学科 - -

医2 演者 9:50 10:00 加藤　寿一 済生会滋賀県病院　病理診断科 - -

医3 演者 10:00 10:10 谷村　満知子 タニムラ　マチコ 滋賀医科大学附属病院検査部 - -

- 座長 乾　武広 イヌイ　タケヒロ 阿星会甲西リハビリ病院 ● -

医4 演者 10:10 10:20 杉山　友紀 関西医科大学附属病院　臨床検査部 - -

医5 演者 10:20 10:30 細川洋平 近江八幡市立総合医療センター - -

医6 演者 10:30 10:40 内田　健 関西医科大学附属病院　臨床検査部 - -

教育セミナー（検査医学会）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 細川　洋平 近江八幡市立総合医療センター ● -

S63 演者 中谷　中 三重大学医学部附属病院　中央検査部 ● -

記念品・謝礼小計 4 0

ランチョンセミナー4　（東ソー（株））

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 演者 12:00 12:50 丸尾　直子 東ソー株式会社バイオサイエンス事業部 - -

一般演題（生理）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 山内　一浩 ヤマウチ　カズヒロ市立豊中病院 ● -

88 演者 14:20 14:30 齊藤　冬見 サイトウ　フユミ 近畿大学　奈良病院 - -

89 演者 14:30 14:40 北川　貴大 キタガワ　タカヒロ 天理医療大学　医療学部　臨床検査学科 - -

90 演者 14:40 14:50 坂井　優 サカイ　ユタカ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -

- 座長 鮎川　宏之 アユカワ　ヒロユキ滋賀県立総合病院 ● -

91 演者 14:50 15:00 阿部　さやか アベ　サヤカ 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 - -

92 演者 15:00 15:10 岩永　大 イワナガ　ダイ 関西労災病院　中央検査部 - -

93 演者 15:10 15:20 山村　有希 ヤマムラ　ユキ 市立長浜病院　中央検査技術科 - -

94 演者 15:20 15:30 是永　愛 コレナガ　アイ 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター - -

- 座長 今川　昇 イマガワ　ノボル 一般財団法人 京都工場保健会 ● -

95 演者 15:30 15:40 瀧井　美紗希 タキイ　ミサキ 奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター - -

96 演者 15:40 15:50 大谷　祐哉 オオタニ　ユウヤ 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター - -

97 演者 15:50 16:00 萬雲　正清 マンクモ　マサキヨ 箕面市立病院 - -

スイーツセミナー2（（株）エイアンドティー）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 演者 16:10 16:30 本橋　直人 株式会社コスミックコーポレーション - -

一般演題（生理）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 松下　裕 マツシタ　ユウ 和歌山県立医科大学附属病院 ● -

98 演者 16:40 16:50 飯田　祐磨 イイダ　ユウマ 洛和会 音羽病院 - -

99 演者 16:50 17:00 藤原　美子 フジワラ　ヨシコ 宇陀市立病院 - -

100 演者 17:00 17:10 山本　あゆみ ヤマモト　アユミ 恩賜財団 済生会滋賀県病院 - -

- 座長 住ノ江　功夫 スミノエ　イサオ 姫路赤十字病院 ● -

101 演者 17:10 17:20 藪本　悠希 ヤブモト　ユキ 国立病院機構 大阪南医療センター - -

102 演者 17:20 17:30 菊田　健太 キクダ　ケンタ 宇陀市立病院 - -

103 演者 17:30 17:40 井門　浩美 イカド　ヒロミ  国立病院機構 大阪南医療センター - -

104 演者 17:40 17:50 源　宣彦 ミナモト　ヨシヒコ 市立長浜病院　中央検査技術科 - -

記念品・謝礼小計 5 0

一般演題（微生物）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 津田　美佐代 ツダ　ミサヨ 福井大学医学部附属病院 ● -

14 演者 09:00 09:10 西本　絵里奈 ニシモト　エリナ 大阪急性期・総合医療センター - -

15 演者 09:10 09:20 鬼岡　萌 オニオカ　モエ 兵庫県立尼崎総合医療センター - -

16 演者 09:20 09:30 中西　琴音 ナカニシ　コトネ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -

17 演者 09:30 09:40 福田　菜々子 フクダ　ナナコ 天理医療大学　医療学部　臨床検査学科 - -

- 座長 古垣内  美智子フルガイト　ミチコ近畿大学病院 ● -

18 演者 09:40 09:50 竹原　薫風 タケハラ　マサカゼ 兵庫医科大学病院臨床検査技術部 - -

19 演者 09:50 10:00 釼　祐一郎 ハガネ　ユウイチロウ関西医科大学附属病院 - -

20 演者 10:00 10:10 岡本　裕也 オカモト　ユウヤ 大阪母子医療センター - -

- 座長 阿部　教行 アベ　ノリユキ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 ● -

21 演者 10:10 10:20 大輪田　晴香 オオワダ　ハルカ 滋賀医科大学医学部附属病院 - -

22 演者 10:20 10:30 松尾　明彦 マツオ　アキヒコ 京都大学医学部附属病院 - -

23 演者 10:30 10:40 澤田　彩香 サワダ　アヤカ  大阪府済生会野江病院 - -

- 座長 山田　幸司 ヤマダ　ユキジ 京都府立医科大学附属病院 ● -

24 演者 10:40 10:50 大井　由佳 オオイ　ユカ 大阪急性期・総合医療センター - -

25 演者 10:50 11:00 岡地　莉央 オカチ　リオ 神戸常盤大学保健科学部医療検査学科 - -

26 演者 11:00 11:10 桐畑　美里 キリハタ　ミサト 近江八幡市立総合医療センター - -

記念品・謝礼小計 4 0

ランチョンセミナー12　（アボットジャパン（株））

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 演者 12:00 12:50 中山　洋一 アボットジャパン株式会社 - -

教育セミナーⅩ（免疫化学）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 岡﨑　一幸 オカザキ　カズユキ 京都大学医学部附属病院　検査部 ● -

S59 演者 谷本　和仁 タニモト　カズヒト 富士フイルム和光純薬株式会社 ● -

教育セミナー（免疫化学）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 松田　哲明 マツダ　テルアキ 大津赤十字病院　検査部 ● -

S60 演者 増岡　雅嗣 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社　 ● -

記念品・謝礼小計 4 0

9:40～10:40

10:50 11:50

14:20～16:00

第1日目（10月26日）

14:00 15:00

16:40～17:50

9:00～11:10

13:00 14:00

第2日目（10月27日）
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一般演題（生理）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 高谷　恒範 タカタニ　ツネノリ 奈良県立医科大学附属病院 ● -

105 演者 09:30 09:40 小阪　慎 コサカ　シン 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -

106 演者 09:40 09:50 土屋　智明 ツチヤ　トモアキ 天理医療大学 - -

107 演者 09:50 10:00 吉田　幸祐 ヨシダ　コウスケ 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 - -

- 座長 山﨑　功次 ヤマザキ　コウジ 社会医療法人 ペガサス 馬場記念病院 ● -

108 演者 10:00 10:10 畑　侑介 ハタ　ユウスケ 社会医療法人 ペガサス 馬場記念病院 - -

109 演者 10:10 10:20 中塚　賢一 ナカツカ　ケンイチ 和歌山県立医科大学附属病院 - -

110 演者 10:20 10:30 高谷　恒範 タカタニ　ツネノリ 奈良県立医科大学附属病院 - -

一般演題（輸血）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 松本  克也 マツモト　カツヤ 地域医療振興協会 市立奈良病院 ● -

129 演者 10:30 10:40 中島　久晴 ナカジマ　ヒサハル 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター - -

130 演者 10:40 10:50 櫻井　太紀 サクライ　ダイキ 彦根市立病院 - -

131 演者 10:50 11:00 豊川　美文 トヨカワ　ミフミ 彦根市立病院 - -

132 演者 11:00 11:10 長谷川　真弓 ハセガワ　マユミ 奈良県立医科大学附属病院 - -

- 座長 原　健介 ハラ　ケンスケ 亀岡市立病院 ● -

133 演者 11:10 11:20 山口　遼 ヤマグチ　ハルカ 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 - -

134 演者 11:20 11:30 生見　景子 イクミ　ケイコ 加古川中央市民病院 - -

135 演者 11:30 11:40 澤田　彩香 サワダ　アヤカ 大阪府済生会野江病院 - -

136 演者 11:40 11:50 三島　賀美 ミシマ　ヨシミ 市立大津市民病院 - -

記念品・謝礼小計 4 0

ランチョンセミナー5　（シスメックス（株））

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 池本　敏行 滋賀医科大学医学部附属病院　検査部 - -

- 演者 松本　智子 天理医療大学　臨床検査学科 - -

シンポジウム（日衛協1）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 島田　一彦 （株）兵庫県臨床検査研究所 - -

- 座長 荒木　年夫 （株）大阪血清微生物研究所 - -

S64 演者 吉田　弘之 兵庫県臨床検査研究所　検査技術部長 ● -

シンポジウム（日衛協2）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 島田　一彦 （株）兵庫県臨床検査研究所 - -

- 座長 荒木　年夫 （株）大阪血清微生物研究所 - -

S64 演者 森　誠司 森ノ宮医療大学　保健医療学部臨床検査学科 ● -

記念品・謝礼小計 2 0

スイーツセミナー4（日本電子(株)）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 演者 16:10 16:30 渡辺　豊 日本電子MEソリューション営業本部ME販促室 - -

一般演題（一般）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 新井　未来 アライ　ミキ 恩賜財団 済生会 滋賀県病院 ● -

123 演者 16:40 16:50 髙田　穂波 タカダ　ホナミ 奈良県立医科大学附属病院 - -

124 演者 16:50 17:00 西　律子 ニシ　リツコ 住友病院　臨床検査技術科 - -

125 演者 17:00 17:10 中島　和希 ナカシマ　カズキ 兵庫県立尼崎総合医療センター - -

- 座長 林　健太 ハヤシ　ケンタ 和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院 ● -

126 演者 17:10 17:20 前田　結衣 マエダ　ユイ 兵庫医科大学病院 - -

127 演者 17:20 17:30 片山　裕大 カタヤマ　ユウタ 公立那賀病院 - -

128 演者 17:30 17:40 阪口　ひかる サカグチ　ヒカル 天理医療大学　医療学部　臨床検査学科 - -

記念品・謝礼小計 2 0

一般演題（病理）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 岩崎　和美 イワサキ　カズミ 福井大学医学部附属病院 ● -

81 演者 09:00 09:10 西川　武 ニシカワ　タケシ 奈良県立医科大学附属病院 - -

82 演者 09:10 09:20 龍見　重信 タツミ　シゲノブ 奈良県立医科大学附属病院 - -

83 演者 09:20 09:30 山口　直則 ヤマグチ　タダノリ 綾部市立病院　医療技術部　 - -

- 座長 阪田　幸範 サカタ　ユキノリ 日本赤十字社和歌山医療センター ● -

84 演者 09:30 09:40 菅原　眞由美 スガハラ　マユミ 株式会社 互恵会　大阪回生病院 - -

85 演者 09:40 09:50 紙谷　知子 カミヤ　トモコ 公立那賀病院 - -

86 演者 09:50 10:00 武内　綾菜 タケウチ　アヤナ 和歌山県立医科大学附属病院 - -

87 演者 10:00 10:10 堀口　紗央里 ホリグチ　サオリ 社会医療法人 高清会 高井病院 - -

一般演題（免疫化学）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 伊東　裕之 イトウ　ヒロユキ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 ● -

42 演者 10:10 10:20 山本　裕也 ヤマモト　ユウヤ 和歌山県立医科大学附属病院 - -

43 演者 10:20 10:30 和田　哲 ワダ　サトシ 和歌山県立医科大学附属病院 - -

44 演者 10:30 10:40 田邊　正喜 タナベ　マサキ 彦根市立病院 - -

- 座長 藤原　明寛 フジワラ　アキヒロ 国立循環器病研究センター ● -

45 演者 10:40 10:50 河野　久 コウノ　ヒサシ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -

46 演者 10:50 11:00 五十嵐　麻衣 イガラシ　マイ 福井県立病院 検査室 - -

47 演者 11:00 11:10 清水　なつみ シミズ　ナツミ 綾部市立病院 - -

記念品・謝礼小計 4 0

ランチョンセミナー13　（オーソ　クリニカル　ダイアグノスティックス（株））

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 吉田　正明 地域医療機能推進機構　滋賀病院　 - -

- 演者 西村　好博 彦根市立病院　臨床検査科 - -

一般演題（血液）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 斉藤　真裕美 サイトウ　マユミ 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター ● -

59 演者 13:00 13:10 西川 諒1) 関西医科大学香里病院 - -

60 演者 13:10 13:20 太田　由理 オオタ　ユリ 神戸大学医学部附属病院 - -

61 演者 13:20 13:30 黒木　絵莉 クロキ　エリ 滋賀県立総合病院 - -

- 座長 中村　真一 ナカムラ　マサカズ 公立八鹿病院 ● -

62 演者 13:30 13:40 宮本　藍 ミヤモト　アイ 京都第一赤十字病院 - -

63 演者 13:40 13:50 大山　大貴 オオヤマ　ダイキ 兵庫医科大学病院　臨床検査技術部 - -

64 演者 13:50 14:00 森田　一馬 モリタ　カズマ 大阪医科大学附属病院 - -

- 座長 田邊　正喜 タナベ　マサキ 彦根市立病院 ● -

65 演者 14:00 14:10 水田　駿平 ミズタ　シュンペイ 兵庫県立尼崎総合医療センター - -

66 演者 14:10 14:20 河並　香央理 カワナミ　カオリ 済生会滋賀県病院臨床検査科 - -

67 演者 14:20 14:30 糸山　光麿 イトヤマ　ミツマロ 国立病院機構 神戸医療センター - -

- 座長 松宮　翔太 マツミヤ　ショウタ 福井赤十字病院 ● -

68 演者 14:30 14:40 上野山　恭平 ウエノヤマ　キョウヘイ滋賀医科大学医学部附属病院 - -

69 演者 14:40 14:50 寺内　翔 テラウチ　ショウ 洛和会 音羽病院 SRL検査室 - -

70 演者 14:50 15:00 岸森　千幸 キシモリ　チユキ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 - -
1):演者名変更 記念品・謝礼小計 4 0

13 :00～15:00

14:00 15:00

15:00 16:00

16 :40～17:40

9 :00～10:10

10 :10～11:10

12:00 12:50

第1日目（10月26日）

第2日目（10月27日）

9 :30～10:30

10 :30～11:50

12:00 12:50
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シンポジウムⅡ（血液）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼
- 座長 桝谷　亮太 マスタニ　リョウタ 大阪医科大学附属病院　中央検査部 ● -

- 座長 田邊　正喜 タナベ　マサキ 彦根市立病院　臨床検査科 ● -
S7 演者 田邊　正喜 タナベ　マサキ 彦根市立病院　臨床検査科 - -

S8 演者 髙橋　良一 タカハシ　リョウイチ 近江八幡市立総合医療センター　血液内科 ● ●

S9 演者 小山　明日美 コヤマ　アスミ 紀南病院　中央臨床検査部 ● -
S10 演者 江口　豊 エグチ　ユタカ 滋賀医科大学　救急集中治療医学講座 ● ●

S11 演者 池内　絢香 イケウチ　アヤカ 京都大学医学部附属病院　検査部 ● -
記念品・謝礼小計 6 2

ランチョンセミナー6　（富士フィルム和光純薬(株））

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼
- 座長 元中　秀行 近江八幡市立総合医療センター - -

- 演者 岡崎　一幸 京都大学医学部附属病院 - -

- 演者 繁　正志 大阪医科大学附属病院 - -
- 演者 藤田　宜子 兵庫県臨床検査研究所 - -

一般演題（輸血）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼
座長 村島　智 ムラシマ　サトシ 誠光会 草津総合病院 ● -

137 演者 14:00 14:10 山中　博之 ヤマナカ　ヒロユキ 近江八幡市立総合医療センター - -
138 演者 14:10 14:20 森川　潤也 モリカワ　ジュンヤ  大阪府済生会野江病院 - -

139 演者 14:20 14:30 小室　伸子 オムロ　ノブコ 滋賀医科大学医学部附属病院 - -

教育セミナーⅣ（輸血）
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 松谷　卓周 マツタニ　タカノリ 神鋼記念病院　診療技術部　検査室 ● -
S44 演者 清川　知子 キヨカワ　トモコ 大阪大学医学部附属病院　輸血部 ● -

S45 演者 大前　和人 オオマエ　カズト 地域医療振興協会　市立奈良病院　 ● -

S46 演者 海老田　ゆみえ エビタ　ユミエ 福井大学医学部附属病院　輸血部 ● -

総合討論あり（机2、イス3） 記念品・謝礼小計 5 0

14:00～14:30

14:40 16:40

第1日目（10月26日）

9:40 11:40

12:00 12:50
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49 

学生フォーラム

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 小森　敏明 コモリ　トシアキ 長浜バイオ大学 ● -

- 座長 澤村　暢 サワムラ　トオル 神戸常盤大学 ● -

S68 演者 工藤 雄貴 長浜バイオ大学　バイオサイエンス学科　 - -

S69 演者 國門 里咲 京都保健衛生専門学校　臨床検査学科 - -

S70 演者 平松 和大 大阪行岡医療専門学校長柄校　臨床検査科 - -

S71 演者 加世田 奈津子 天理医療大学　医療学部　臨床検査学科 - -

S72 演者 井上 希美 神戸常盤大学　保健科学部　医療検査学科 - -

S73 演者 鎌田 悠希 神戸大学医学部　保健学科　検査技術科学専攻 - -

S74 演者 椙山 広美 日本臨床検査技師会 ● -

総合討論あり（イス7） 記念品・謝礼小計 3 0

学生フォーラム交流会

ランチョンセミナー7　（（株）ミズホメディー）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 藤田　実 株式会社　ミズホメディー - -

- 演者 野中　翔平 株式会社　ミズホメディー - -

一般演題（血液）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 中藤　裕子 ナカトウ　ユウコ 日本赤十字社 大阪赤十字病院 ● -

48 演者 14:00 14:10 永谷　大輔 ナガタニ　ダイスケ 医真会八尾総合病院SRL検査室 - -

49 演者 14:10 14:20 森田　唯花 モリタ　ユイカ 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター - -

50 演者 14:20 14:30 演題取り下げ - - - -

51 演者 14:30 14:40 畑中　徳子 ハタナカ　ノリコ  天理医療大学 - -

- 座長 箕浦  直人 ミノウラ　ナオト 和歌山県立医科大学附属病院 ● -

52 演者 14:40 14:50 姫野　真由子 ヒメノ　マユコ  神戸市立医療センター 中央市民病院 - -

53 演者 14:50 15:00 張　允禧 チャン　ユニ 神戸市立医療センター 中央市民病院 - -

54 演者 15:00 15:10 河合　麻美 カワイ　アサミ 兵庫県立がんセンター - -

- 座長 田辺　祐也 タナベ　ユウヤ 京都第二赤十字病院 ● -

55 演者 15:10 15:20 中野　七奈 ナカノ　ナナ 一般財団法人 住友病院 - -

56 演者 15:20 15:30 野田　順子 ノダ　ジュンコ 洛和会 音羽病院　SRL検査室 - -

57 演者 15:30 15:40 中井　統紀子 ナカイ　トキコ 医療法人 新生会 高の原中央病院 - -

58 演者 15:40 15:50 上野山　恭平 ウエノヤマ　キョウヘイ滋賀医科大学医学部附属病院 - -

中高生進路支援事業

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 松井　まり子 マツイ　マリコ 市立大津市民病院 - -

S74 演者 小森　敏明 コモリ　トシアキ 長浜バイオ大学 ● -

記念品・謝礼小計 4 0

第1日目（10月26日）

9:40 11:10

15:50 16:30

11 :10～11:40

12:00 12:50

14 :00～15:50
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教育セミナーⅤ（チーム医療）

演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼
- 座長 見谷　敦司 ミタニ　アツシ 福井赤十字病院　検査部 ● -

S47 演者 嶋田　昌司 シマダ　マサシ 天理よろづ相談所病院　臨床検査部 ● -

S48 演者 髙橋　秀一 タカハシ　シュウイチ 済生会中和病院　医療技術部 ● -

一般演題（チーム医療他）
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 木下　真紀 キノシタ　マキ 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 ● -
143 演者 10:40 10:50 杉田　美咲緒 スギタ　ミサオ まえだ耳鼻咽喉科クリニック - -

144 演者 10:50 11:00 浅田  薫 アサダ  カオル  田附興風会 医学研究所北野病院 - -

145 演者 11:00 11:10 杉本　深幸 スギモト　ミユキ 加古川中央市民病院 - -
- 座長 増田　健太 マスダ　ケンタ 京都大学医学部附属病院 ● -

146 演者 11:10 11:20 秋篠　範子 アキシノ　ノリコ 兵庫県立西宮病院 - -

147 演者 11:20 11:30 安江　智美1) ヤスエ　トモミ 大阪国際がんセンター - -

148 演者 11:30 11:40 吉田　美帆 ヨシダ　ミホ 神戸大学医学部附属病院 - -
1)
演者交代の可能性あり。進行係が座長へ連絡すること 記念品・謝礼小計 5 0

ランチョンセミナー8　（（株）堀場製作所）
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 稲葉　亨 京都府立医科大学　感染制御・検査医学 - -
- 演者 石塚　勝敏 株式会社堀場製作所 - -

シンポジウムⅢ（チーム医療）
演題番号 座長／演者 開始時間 終了時間 氏名 フリガナ 施設名 記念品 謝礼

- 座長 濱田　宏輝 ハマダ　ヒロキ 愛仁会　高槻病院 ● -
- 座長 古谷　善澄 フルタニ　ヨシズミ 済生会滋賀県病院 ● -

S12 演者 塩見　直人 シオミ　ナオト 済生会滋賀県病院　救命救急センター ● ●

S13 演者 尾島　由美 オジマ　ユミ 済生会滋賀県病院　看護部　救命救急センター ● ●

S14 演者 福田　篤久 フクダ　アツヒサ 大阪医科大学　三島南病院 ● -

総合討論あり（机2、イス3） 記念品・謝礼小計 5 2

14:00 16:00

第1日目（10月26日）

9:40 10:40

10:40～11:40

12:00 12:50
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Ⅶ-17. 謝礼対象リスト 

NO 大区分 テーマ 日程 時間 分 会場名 氏名 ふりがな 謝金 チェック

1 特別講演Ⅰ 10月26日 13:00～14:00 60 第1会場 坂口　志文 さかぐち　しもん ●

2 特別講演Ⅱ 10月27日 11:00～12:00 60 第1会場 荻田　和秀 おぎた　かずひで ●

3 シンポジウムⅧ 微生物 10月27日 13:00～15:00 120 第2会場 大澤　真 おおさわ　まこと ●

4 教育セミナーⅦ 微生物 10月26日 16:40～17:40 60 第4会場 山田　稔 やまだ　みのる ●

5 教育セミナーⅨ 細胞 10月27日 13:00～15:00 120 第3会場 河原　邦光 かわはら　くにみつ ●

6 シンポジウムⅦ 輸血 10月27日 9:00～11:00 120 第1会場 日南 淳子 ひなた　あつこ ●

7 シンポジウムⅦ 輸血 10月27日 9:00～11:00 120 第1会場 寺坂 勇亮 てらさか　ゆうすけ ●

8 シンポジウムⅠ 生理 10月26日 9：40-11：40 120 第1会場 安田　浩一朗 やすだ　こういちろう ●

9 教育セミナーⅥ 遺伝子 10月27日 9:50～10:50 30 第7会場 西尾 和人 にしお かずと ●

10 シンポジウムⅡ 血液 10月26日 9：40-11：40 120 第8会場 髙橋　良一 たかはしりょういち ●

11 シンポジウムⅡ 血液 10月26日 9：40-11：40 120 第8会場 江口　豊 えぐち　ゆたか ●

12 シンポジウムⅢ 検体 10月26日 14:00～1600 120 第10会場 塩見　直人 しおみ　なおと ●

13 シンポジウムⅢ 検体 10月26日 14:00～1600 120 第10会場 尾島　由美 おじま　ゆみ ●

14 連盟企画
連盟

（合同）
10月26日 15：00-15：30 30 第１会場 安田　守 やすだ　まもる ●

15 懇親会 10月26日 今井亨 ●
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公
共
区
域 

使
用
禁
止 

使用グレー区域 

① ② ③ 

① 日臨技会員 （会員証携帯会員専用） 

② 日臨技会員 （会員証携帯会員専用） 

③ 日臨技会員 （会員証携帯会員専用） 

④ 日臨技会員証不携帯・非会員 

⑤ 来賓・賛助・学生 

⑥ 日本臨床検査医学会 

⑦ 日本衛生検査所協会 

その他：記帳台 

総合 

案内 

記
帳
台 

①②③は、様子を見て撤収 

3Fへ 

誘導係をエスカレーター下にも配置し、上で混
雑しないように注意する 
誘導は空いているいる理事・労務提携者で行う 

動線 

誘導係 

１F 

ランチョン 

スイーツ 

記帳台の位置について
は一般参加者の導線を
見て移動する 

Ⅷ-1.受付場所・レイアウト 
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【受付】 総括責任者 清水 陽子 

                  責任者   三田村 由枝 

             責任者   北村 友利子 

 

  場所：ピアザ淡海２階ピアザホール横 

  時間：一日目8:30～15:30 二日目8:30～14:30 

 

  受付区分 

 

 

 

 

 

 

 

  ネームホルダー 

   参加登録によってネームホルダーの色を分ける 

 

 

 

 

 

 

   検査医会・日衛協も一般参加者と同様に青とする 

    各１００枚渡す    

 

  参加証兼領収書 

   別紙見本あり 

   検査医会・日衛協も会員参加証を使用する 

   １００枚ずつ渡す 通し番号を控えておく 

            

会員（会員証あり） ①②③ 

会員（会員証なし） ④ 

賛助 ④ 

非会員 ④ 

来賓 ⑤ 

学生 ⑤ 

実務実行委員 赤 

一般参加者 青 

賛助会員 緑 

学生 黄 

Ⅷ-2.受付区分・ネームホルダー区分 
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② 

③ 

① 

総合案内誘導① 

 エスカレーターであがってくる参加者を受付方面に案内する  

 混雑している時間は会員受付に向かうよう三列に整列させる  

 待ち時間に会員証、参加費等準備いただくように声をかける 

 非会員、会員証不携帯者、賛助は別の行列に並んでもらう 

総合案内誘導② 

 三列に並んだ参加者を空いている受付窓口に案内する 

 受付のバッグ係とともにバッグを渡しながら整理する 

 非会員や会員証不携帯者に該当受付を案内する 

総合案内誘導③ 

 受付終了した参加者に記名を促し、ランチョンセミナー受付 

 や、会場へ案内する 

 

 

 

総合 

受付 

Ⅷ-3.総合案内・誘導（動線） 
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日臨技会員証のある方 ①～③ 

 

「おはようございます」「こんにちは」と声をかけ、日臨技会員証を提
示していただく 

PC操作係はバーコードリーダーで会員証バーコードを読み取り、読み取
りを確認し会員証を返却する 
 ※ここでシステムにはじかれる場合は、日臨技非会員可能性あり 

 非会員受付にまわってもらう 

 ※演者などは受付画面下に表示されるので、余裕があれば３FPC 

 受付を案内する 

会計係は参加費5,000円をいただき、必要に応じてお釣りを渡す 

（封筒入り） 

 ※お釣りは会計に準備してもらう 

参加証の領収控えは切り取り、徴収した参加費と一緒にする 

参加証、ネームホルダーを渡す 

バッグ係がコングレスバッグを渡し、記帳台へ誘導する 

 

 

会員証不携帯 ④ 

 

会員証不携帯 

「おはようございます」「こんにちは」と声をかけ、受付申請用紙（用
紙は非会員受付欄参照）を渡し記入してもらう 

必要事項を記入した受付申請用紙と参加費5,000円をいただき、必要に応
じてお釣りを渡す（封筒入り） 

受け取ったときに記入漏れがないか確認する 

 ※お釣りは会計に準備してもらう 

切り取った領収控え、記入された申請用紙は徴収した参加費と一緒にす
る 

参加証、ネームホルダーを渡す 

バッグ係がコングレスバッグを渡し、記帳台へ誘導する 

受付申請用紙に会員番号のあるものは空いた端末で登録する 

 

Ⅷ-4.会員受付詳細①～③ ④ 
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非会員（府県のみ会員は非会員）④  

 

「おはようございます」「こんにちは」と声をかけ、受付申告用紙を渡
し記入してもらう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要事項を記入した受付申告用紙と参加費10,000円をいただく 

参加証の領収控えは切り取り、徴収した参加費と一緒にする 

参加証、ネームホルダーを渡す 

バッグ係がコングレスバッグを渡し、記帳台へ誘導する 

 

賛助会員 ④ 

 

「おはようございます」「こんにちは」と声をかけ、受付申告用紙を渡
し、記入してもらう（無料会員も記入してもらう） 

受付申告用紙を受け取り、賛助会員一社につき一名参加費無料となるの
で、賛助一覧にチェックし、二人目の参加者からは参加費5,000円をいた
だく 

会計係は参加費5,000円をいただき、必要に応じてお釣りを渡す（封筒入
り） 

参加証の領収控えは切り取り、徴収した参加費と一緒にする 

参加証、ネームホルダー（緑）コングレスバッグを渡し、記帳台へ誘導
する 

 

第５９回近畿支部医学検査学会　受付申告用紙

　　　該当する○印の項目をご記入ください

会員証
不携帯

非会員 賛助会員 学生

○ 日臨技会員番号

○ ○ ○ ○ ふりがな

○ ○ ○ ○ 氏名

○ ※１ ○ 所属技師会 府　・　県　技師会　

○
生年月日

西暦
　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　

○ ○ 勤務先・会社名

○ 学校・学科名

※１　非会員のうち地臨技会員の方は所属技師会名をご記入ください
※　　ご記入いただいた情報は、個人情報保護法に基づき大会の参加登録以外には使用いたしません

Ⅷ-5.会員以外受付詳細 ④ 
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来賓 ⑤ 

 

「おはようございます」「こんにちは」と声をかけ、来賓参加予定一覧
よりお名前を確認し、受付をする 

参加費はもらわないので、領収証から下は切っておく 

参加者リストをチェックし、ネームホルダー（青）、参加証、コングレ
スバッグを渡し、記帳台へ案内する 

※非技師会員のシンポジスト（医師・看護師）は来賓窓口で受付する 

来賓受付された方にはポケプロを渡す 

 

 

学生 ⑤ 

 

基本的に学校単位で事前に参加人数を教えてもらう 

「おはようございます」「こんにちは」と声をかけ、受付申請用紙を渡
し必要事項を記入してもらう 

記入された受付申告用紙と教育機関発行の学生証を確認する 

学生証を確認すれば参加費は無料であるので、参加証・領収書は渡さな
い 

ネームホルダー（黄色）に学生証を提示してもらう 
 ※付添教官については会員非会員によって窓口を案内する 

 ※学生フォーラム参加者は会場で受付するため会場に案内する 

 

Ⅷ-6.会員以外受付詳細 ⑤ 
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http://jamtjamtis.jamt.or.jp/JamtisEvent/Account/Login.aspx 

へアクセスする。 

学会・研修会当日参加受付専用サイト利用 

事務局WiFi利用可能な場合 

行事コード 

パスワードを入力し 

ログインする。 

日臨技会員のみ 

Ⅷ-7.PC受付設定・取り扱い① 
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ここにカーソルを合わせる 

日臨技会員で会員証携帯専用①②③ 

① 受付画面 会員番号にカーソルを合わせる 

② バーコードリーダーにて会員証バーコード読み込み 

  ※ 読み込み不良の場合は手入力 

③ 登録内容の確認 → 自動受付される 

④ 演者などは下記欄に情報が提示される 

⑤ 演者はPC受付を案内する（できれば） 

受付方法 

演者などの場合、ここに情報が掲載される 

※ここではじかれる場合は、日臨技非会員可能性あり 

 非会員受付で受付をしてもらう。 

（入会手続き中、会費未納、その他の事象の為） 

Ⅷ-8.PC受付設定・取り扱い② 
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事務局WiFi利用不可の場合 
日臨技会員のみ 

事前にJAMT登録システムのダウンロードが必要 

事務局にて事前にUSBで用意 

① 事前に行事コード、パスワードを登録をしておく 

② 参加会員番号にカーソルを合わせる 

③ バーコードリーダーにて読み込み 

  ※ 読み込み不良の場合は手入力でもOK！ 

③ 登録内容の確認 

④ 後日JAMTへDATA配信する。 

  ※ 配信後はじかれた者のは非会員扱いとなる 

受付方法 

オフライン版：参加者登録用アプリケーション（ZIP形式）事前ダウンロードしシステムを登録する 

       各PCにあらかじめ登録しておく  

Ⅷ-9.PC受付設定・取り扱い③ 
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参加者登録用アプリケーションダウンロード方法 

日臨技HP 都道府県技師会専用会員管理システムにログインする。 

都道府県学術メニューをクリックする。 

参加ファイルアップロードをクリックする。 

ここをクリックしZIPファイルをダウンロードする 

• ZIPファイル解凍し、Jamtatをクリック 

• Setupを実行 

• 指示に従いダウンロードする 

• ダウンロード完了 

• 次々ページの要領で参加登録をする 

注）オフラインアプリZIPは、守安がUSBにて持参予定 

WiFi利用不可の場合 

Ⅷ-10.オフライン版（受付設定） 
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集計は各ブースの会計担当者にお願いします 

 

①受付開始前に手元にある釣銭を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各受付にある、受付集計表に開始時にある釣銭を記入しておく 

 

②午前終了時に釣銭・売上を記入 

午前午後交代時に残りの釣銭、売上を確認する 

差異があれば報告する 

領収書の残りから発行した領収書Noを記入する 

 

③午後終了時に釣銭・売上を記入 

午前午後交代時に残りの釣銭、売上を確認する 

差異があれば報告する 

領収書の残りから発行した領収書Noを記入する 

 

午前午後の集計表が集まった時点で参加集計表を作成する 

（三田村理事） 

■　開始前（釣銭） ■　終了後（釣銭＋売上） ■　領収書控

券種 枚数 計 券種 枚数 計 券種 枚数 計

10,000円× ＝ 10,000円× ＝ 非会員10,000円× ＝

5,000円× ＝ 5,000円× ＝ 会員5,000円× ＝

1,000円× ＝ 1,000円× ＝ 賛助5,000円× ＝

＝ ＝ ＝

（A） （B） （C）

《確認》 《確認》 《使用領収書No》

□　釣銭の枚数・金額が合っている □　（A)＋（C)＝（B)である 非会員：　No　　　　～No　　　　（計　　枚）

□　（A)＋（C)≠（B)である 会員　：　No　　　　～No　　　　（計　　枚）

賛助（無料）：No　　　～No　　　（計　　枚）

　※　　　　　　　　円の差異あり 賛助（有料）：No　　　～No　　　（計　　枚）

第59回日本臨床臨床衛生検査技師会　近畿支部医学検査学会　受付集計表
日時　：　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

受付デスク　　　（　担当　　　　　　　　　　　）

Ⅷ-11.受付会計集計 
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Ⅷ-12.来賓・招待者一覧 

日付 大区分 部門 担当 氏名 所属 重複
参加招待

有無
チェック

1 第一日目 特別講演Ⅰ 特 演者 坂口　志文 大阪大学　免疫学フロンティア研究センター なし 招待 非会員

2 第二日目 特別講演Ⅱ 特 演者 荻田　和秀 りんくう総合医療センター　産婦人科 なし 招待 非会員

3 第一日目 シンポジウムⅠ 生理 演者 安田　浩一朗 済生会野江病院　　糖尿病・内分泌内科 なし 招待 非会員（医師）

4 第一日目 シンポジウムⅡ 血液 演者 髙橋　良一 近江八幡市立総合医療センター　血液内科 なし 招待 非会員（医師）

5 第一日目 シンポジウムⅡ 血液 演者 江口　豊 滋賀医科大学　救急集中治療医学講座 なし 招待 非会員（医師）

6 第二日目 シンポジウムⅦ 輸血 演者 日南　淳子 大阪医科大学附属病院　看護部 なし 招待 非会員（看護師）

7 第二日目 シンポジウムⅦ 輸血 演者 寺坂　勇亮 京都桂病院　救急科 なし 招待 非会員（医師）

8 第二日目 シンポジウムⅧ 微生物 演者 大澤　真 滋賀医科大学医学部附属病院　感染制御部 なし 招待 非会員

9 第二日目 教育セミナーⅥ
遺伝子・
染色体

演者 西尾　和人 近畿大学医学部　ゲノム生物学教室 なし 招待 非会員（医師）

10 第一日目 教育セミナーⅦ 微生物 演者 山田　稔 京都府立医科大学大学院　感染病態学 なし 招待 非会員

11 第二日目 教育セミナーⅨ 細胞
座長
演者

河原　邦光 大阪はびきの医療センター あり 招待 非会員（医師）

13 第一日目 連盟企画 連 演者 安田　守 京都府向日市　市長 なし 招待 非会員

14 第一日目 シンポジウムⅢ
チーム
医療

演者 塩見　直人 済生会滋賀県病院　救命救急センター なし 招待 非会員（医師）

15 第一日目 シンポジウムⅢ
チーム
医療

パネリスト 尾島　由美 済生会滋賀県病院　看護部　救命救急センター なし 招待 非会員（看護師）

16 第二日目 教育セミナーⅩ
免疫化

学
演者 谷本　和仁 富士フイルム和光純薬株式会社 なし 招待 非会員（ﾒｰｶｰ）

17 第二日目 教育セミナーⅪ
免疫化

学
演者 増岡　雅嗣

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社　ラボソ
リューション事業部　クリニカルリエゾン部

なし 招待 非会員（ﾒｰｶｰ）

18 第一日目 シンポジウムⅤ
病理・検
査医学

会
演者 岩泉　守哉 浜松医科大学　医学部　臨床検査医学講座 なし 招待 非会員（医師）

19 第一日目
日本臨床検査医学
会　教育セミナー

教 演者 中谷　中 三重大学医学部附属病院　中央検査部 なし 招待 非会員

20 第一日目 日臨技企画 日 演者 横地　常広 一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会 なし
×

→受付で支払

い予定
会員

21
日臨技
連盟

etc 深澤　恵治 一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会
×

→受付で支払

い予定
会員

22
日臨技
連盟

stc 加藤　智行 一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会
×

→受付で支払

い予定
会員

23 第一日目 学生フォーラム etc 椙山 広美 一般社団法人　日本臨床衛生検査技師会
×

→受付で支払

い予定
会員
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Ⅸ-1.会計① 

責任者：西村 精児・豊川 純史 

１．学会参加費（5,000円）の精算とATMへの入金方法について 

  １）会場受付運営マニュアルに準じて、参加費を徴収し、受付終了後に精算する。 

  ２）徴収した参加費等は、高額となるため当日中にATMを用いて学会口座に入金する。 

    ATMへの入金は随時最寄りのATMから行う。 

    ・10月26日（土）は15時30分に会計を終了し、会計担当はATMに入金、 

     受付担当は処理番号から算出した総金額を精算する。 

    ・10月27日（日）は14時30分に会計を終了し、会計担当はATMに入金、 

     受付担当は処理番号から算出した総金額を精算する。 

  ３）総入金金額と受付処理番号から算出した総金額を精算する。 

  ４）会計担当（豊川）はおつりを用意し10月26日（土）朝に受付担当に渡す。 

    ・おつり用として5,000円入茶封筒を200枚用意しておく。 

    ・茶封筒は予備も用意する。 

２．特別公演・教育セミナー・シンポジスト講師への講師料・交通費支払いおよび 

  領収書受取について 

  １）特別公演・教育セミナー・シンポジスト講師への講師料・交通費の準備 

    ・対象は特別講演講師（2名）、教育セミナー講師（3名）シンポジスト講師（8名）。 

    ・講師料・交通費は事前に会計担当（豊川・西村）が準備する。 

    ・講師料の税金は本会が責任を持って源泉徴収を行う。 

    ・特別公演講師に関しては、マイナンバーも必要となるため、個人情報保護を確実に 

     する。 

  ２）教育セミナー・シンポジスト講師への講師料・交通費の受け渡し方法 

・教育セミナー・シンポジスト講師に講師料・交通費を渡して確認するのは、各学術部 

門責任者が行う。 

    ・各学術部門責任者は、直前に学会本部（2階201会議室）の会計担当まで受け取りに 

くる。 

    ・尚、講師料・交通費は謝礼袋に入れ、技師会の封筒に領収書とともに入れておき、 

謝礼袋の封はしない。 

・各学術部門責任者は講師に金額を確認してもらい、領収書にサインをもらい領収書を 

受け取る。 

    ・受け取った領収書は出来るだけ速やかに、学会本部（2階201会議室）の会計担当に 

     渡しチェックしてもらう。 
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Ⅸ-2.会計② 

３）特別講演講師への講師料・交通費の受け渡し方法 

・特別講演講へ講師料・交通費を渡すのは、特別講師担当（新川、湯本）が行う。 

・特別講師担当者は、直前に学会本部（2階201会議室）の会計担当まで受け取りにくる。 

    ・尚、講師料・交通費は謝礼袋に入れ、技師会の封筒に領収書とともに入れておき、 

謝礼袋の封はしない。 

・特別講師担当者は、講師に金額を確認してもらい、領収書にサインをもらい領収書を受 

け取る。 

・マイナンバーも必要となるため、講師に提示してもらい、控えておく。マイナンバー提 

示を拒まれたら、要求しないこと。 

    ・受け取った領収書及びマイナンバー控えは出来るだけ速やかに、学会本部（２階２０１ 

会議室）の会計担当に渡しチェックしてもらう。 

３．実行委員・実務委員の日当（交通費込み）の支払い方法について 

  １）支給対象者は、実行委員・実務委員（約112名）。半日3,000円（交通費込み）。 

  ２）準備方法 

    ・前もって準備された委員リストに従って、会計担当は日当を準備しておく。 

  ３）支払い方法 

・日当は、学会前日、学会1日目、学会2日目の3日間とする。 

・支給方法は、作成したリストをもとに準備し、学会当日に会計担当が各実行委員・実 

務委員にリストへの署名（または捺印）と引き換えに手渡す。  

    ・実行委員・実務委員は随時、学会本部（2階201会議室）の会計担当まで受け取りに 

     行く。 

４．学会懇親会参加費徴収について 

  １）準備 

・懇親会担当者は参加者リストを準備して、当日会計担当に手渡す。 

・会計担当（豊川）は懇親会用の領収書を100部用意する。 

・おつり用として1,000円を100枚用意しておく。 

    ・茶封筒も用意する。 

２）参加費の徴収方法 

・懇親会場入り口にて参加者名簿をチェックし、参加費7,000円と引き換えに領収書を 

渡す。会計担当（西村・豊川・櫻井）で行う。 

    ・但し、実行委員・実務委員の参加費は交通費の支払い時に学会本部で徴収する。 

     予算に余裕があれば、実行委員・実務委員の参加者については、2,000円の補助を出す。 

     これは、日当を渡すときに一緒に渡す。 

３）懇親会 フルート演奏者への出演料支払いについて 

    ・出演料・交通費は謝礼袋に入れ、技師会の封筒に領収書とともに入れておき、謝礼袋の 

封はしない。 

・懇親会担当者（または清水理事）は出演者に金額を確認してもらい、領収書にサインを 

もらい領収書を受け取る。 

    ・受け取った領収書は出来るだけ速やかに、会計担当に渡しチェックしてもらう。 

    ・出演者の税金は本会が責任を持って源泉徴収を行う。 
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Ⅸ-3.会計③ 

５．現金が緊急に必要とされる際について 

  １）当日、現金が必要とされる時は、仮払いをするので会計に申し出ること。 

    事前に把握できそうな際は、学会前日までに申し出ること。 
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担当時間 10/26（土） 10/27（日） 

８：３０～１０：００ 
アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様、増田医科器械
様（各2名）（8名） 

アルフレッサ様、アテスト様（各2名）、京都和光様（1名）、（5名） 

１０：００～１１：００ アルフレッサ様（2名）、アテスト様（3名） アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様（各1名） 

１１：００～１２：００ 京都和光様（3名）、ケーエスケー様（1名）  アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様（各1名） 

１３：００～１４：００ 増田医科器械様（2名）、ケーエスケー様（1名） アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様（各1名） 

１４：００～１５：００ 増田医科器械様（2名）、ケーエスケー様（1名） アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様（各1名）  

１５：００～１６：００ アルフレッサ様（2名）、アテスト様（3名） アルフレッサ様、アテスト様（各2名）、京都和光様（1名）、（5名） 

１６：００～１８：００ 
アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様、増田医科器械
様（各2名）（8名） 
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担当時間 10/26（土） 10/27（日） 

８：３０～１０：００ 
アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様、増田医科器械
様（各2名）（8名） 

アルフレッサ様、アテスト様（各2名）、京都和光様（1名）、（5名） 

１０：００～１１：００ アルフレッサ様（2名）、アテスト様（3名） アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様（各1名） 

１１：００～１２：００ 京都和光様（3名）、ケーエスケー様（1名）  アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様（各1名） 

１３：００～１４：００ 増田医科器械様（2名）、ケーエスケー様（1名） アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様（各1名） 

１４：００～１５：００ 増田医科器械様（2名）、ケーエスケー様（1名） アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様（各1名）  

１５：００～１６：００ アルフレッサ様（2名）、アテスト様（3名） アルフレッサ様、アテスト様（各2名）、京都和光様（1名）、（5名） 

１６：００～１８：００ 
アルフレッサ様、アテスト様、京都和光様、増田医科器械
様（各2名）（8名） 
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Ⅹ-3.クローク運営 
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クローク運営マニュアル 

  
 １．準備 

  1)番号札と荷物につける番号札 

    クローク札（500個）を用いる。 

    荷物の受け渡しの効率を上げるため、４色準備し、置き場も色分け 

    する。 

  2)物品 

    机(   )台、椅子10脚、連番荷札500個、ハンガー台（  台）、ハンガー 

    100本、ブルーシートもしくはそれと同等のもの（  ）枚、傘用ダン 

    ボール箱２個、綴じ紐50本。 ごみ箱２個、布性ガムテープ２個、セロ 

    テープ２個、ホッチキス２個、ポールペン３本、油性マジック（黒２本、 

    赤２本、青２本）、A4の無地もしくはレポート用紙、その他 等 

  3)掲示物 

    クローク看板、実務委員クローク看板、取り扱い時間・諸注意 

  4)スタッフ 

    表「クローク係 担当 メンバー」を参照。 

   
２．内容 

  1)設置場所 ２Ｆ ２０６会議室 

  2)受付時間  ２６日、8：30～18：00 ２７日、 8：30～15：30 （8:20には 

   206会議室に待機のこと） 

  ＊懇親会の出席者に関してもすべて荷物を返却し、会場へ持参してい 

   ただくこと。 

  ＊日を超えての荷物預かりは絶対にしないこと（重要）。 

  3)実務委員の荷物等は学会本部201会議室（スタッフルーム）に置くこ 

   と  
  
３．業務 

  1)担当人数と時間  

    Ｐ68「担当人数と時間表 」を参照。 

  2)接客手順 

    「クローク接客手順マニュアル」を次ページ参照。 
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クローク接客手順マニュアル 

  
受 付 

１．荷物を預かる 

  預かる荷物の確認 

  『おはようございます。お荷物の預かりでしょうか。（それともご返却です 

  か。）』 

  貴重品・割れ物・携帯電話の電源の確認 

  『割れ物やお金等の貴重品はございませんか。 

   割れ物や貴重品はお預かりできませんので、お手元にお持ちください。』 

  お預かり時間の確認 

  『お預かり時間は１８：００までとなっております。（日曜は15：30） 

   その時間までに引き換え札をお持ちになり、お荷物を引き取りに来てく 

  ださい。 

  
２．番号札（半券）を渡す 

  クローク札の半券を参加者に手渡す 

  『お荷物をお預かりしました。引き換えの番号札はこちらになります。 

   念のため、番号を覚えておいてください。 

   お荷物を受け取りに来られるときはこの番号札をお出しください。』 

  
３．番号札（半券）を荷物につける 

  荷物を預かった本人が必ず荷物に番号札をつけること 

  荷物が２個以上になるときは紐を用いてまとめること 

  上着や傘等、通常の荷物と一緒できないものはそれぞれ別の番号をとり、 

  その番号札を荷物の番号札につけておくこと 

   ＊荷物以外の上着や傘等の番号札は印を付ける等の工夫をして、わか 

    りやすくすること 

    例 上着 番号の上に￣を付ける。 

       傘  番号の上に∧を付ける。 
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４．荷物を所定の場所におく 

  番号札の色と番号から、決められた位置に置くこと 

   
返 却 

 １．番号札（半券）を出してもらう 

  必ず番号札を出してもらう。万が一なくした場合は番号を聞く 

  『お疲れさまでした。お荷物のご返却でしょうか。番号札をお出しくださ 

   い。』 

   ＊札をなくして番号も忘れてしまったとき、どう対処するか。 

   荷物の外見と預けた時間から、荷物を推定する。 

  
２．荷物を取りに行く 

  番号札は持っていかない。提示された番号札の色と番号が、荷物につい 

  ているものと、同じであることを確認すること 

           『少々、お待ちください。』 

  
３．荷物を返却する 

  荷物の間違いがないかを本人に確認してから、札を荷物からはずし、荷 

  物を返却すること 

  多くの荷物を束ねていた紐は返却するときにははさみ等で切ること 

  『お荷物はこちらでよろしいでしょうか。』 

  『お疲れさまでした。気をつけてお帰りください。』 

  
＊クローク担当者が交代するとき 

 番号札記録簿に担当者全員の氏名と預かり品の種類ごとに最後の番号を 

 記載すること。 

   
＊預かり時間を過ぎても取りに来られない荷物について 

  １日目：学会本部（２０１会議室）で保管し、２日目に拾得物として 

       貼り出す。 

  ２日目：事務局でしばらく預かり、学会ホームページ等その他で「忘れ物」 

       情報を近臨技会員に知らせる。 
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安田市長 白波瀬　浩幸（会長）

松尾　収二 小澤　優（副会長）
岡田 今川　昇（学術部長）
九嶋　亮治 佐藤　晴久（総務部長）

横地　常広（副会長） 江口　光徳（事業部長）
椙山　広美（副会長） 相田　幸雄（理事）
深澤　恵治（専務理事） 荻野　和大（理事）

加藤　部長 加藤　幸久（会長）
竹浦　久司（執行理事　支部長） 川上　優（副会長）

荒木　年夫 押野　寛美（副会長）
島田　一彦 飛田　征男（学術部長）
竹内　秀史 川端　直樹（広報部長）
木村　眞明 斎藤　泰子（会計副部長）
瀧本　秀樹 山田　恵美子（事務局）
福光　弘明 猿木　邦之（事務局副部長）
弘田　稔幸 井村　敏雄（臨床検査精度管理委員長）

永原　愛 岩井　宗男
広田　周一 松井　まり子
森　誠司 大本　和由

高田　厚照（会長） 一岡　英樹
井戸田　篤（副会長） 山村　満
酒井　正容（副会長） 中井　典子
田畑　泰弘（常務理事） 清水　治美
増田　詩織（常務理事） 西尾　久明
山西　八郎（常務理事） 梅村　茂人
清水　隆之（理事） 清水　陽子

真田　浩一（会長） 北村　友利子
井垣　歩（副会長） 三田村　由枝
綿貫　裕（副会長） 守安　岳征
松田　武史（副会長） 足立　徹
坂本　秀生（公益事業部長） 菅井　亮平
大崎　博之（組織部長） 宮元　伸篤
住之江　功夫（組織部地区理事） 西村　好博

勝山　政彦（会長） 櫻井　太紀
中田　恵美子（副会長） 杉野　哲也
倉田　主税（ちから）（副会長） 西村　精児
嶋田　昌司（事務局） 豊川　純史

竹中　正人（会長） 吉田　孝
田中　規仁（副会長） 入野　保
田原　靖子（会計部長） 田口　一也

神藤　洋次（事務局長）

和歌山

京都

福井

氏名

滋賀県

日衛協

大阪

兵庫

奈良

氏名

検査医会

日臨技
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懇親会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山村、岩井、大本 

   期 日：令和元年10月26日（土）18：30～20：30 

   会 場：びわ湖ホール「レストランオペラ」 

    ※ 参加者：日臨技理事、近臨技理事、日本臨床検査医学会 

          近畿支部、日本衛生検査所協会近畿支部 

          学会実行委員 

   準 備：①準備開始17：00～ 

       ②テーブルの確認 

       ③来賓には上席を指定 

       ④マイクのテスト 

 

   参加者：81名 

 

 

 

フルート演奏 

 

今井 亨 氏 

 

桐朋学園大学卒業 

日本国内もとより、オーストリア、フランスなどで演奏活動されてい
る。 

また、TV、映画、劇伴音楽など、スタジオワークも多数行われている。 

フジテレビドラマ「夏の恋は虹色に輝く」「スクール⁉」 

安倍 なつみ「光へ」等 

 

 

 

 

 

Ⅺ-2.学会懇親会 詳細 
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第59回近畿医学検査学会懇親会 

3団体合同懇親会式次第 
       

   司会 山村 満 

  
1.学会長挨拶(18:30) 第59回近畿医学検査学会会長 岩井 宗男 

  

2.来賓挨拶(18:35)  第62回日本臨床検査医学会 

            近畿支部総会総会長   九嶋 亮治 

 

          日本衛生検査所協会近畿支部 

               学術委員長          荒木 年夫 

                            

  

3. 乾杯（18:45）   近畿臨床検査技師会会長     竹浦  久司 

         

4. 祝宴(18:50)  

   

5. 来賓に一言の挨拶 

          日本臨床衛生検査技師会 

                副会長     横地 常広 

6. 演奏（19：45） フルート演奏      

                        今井 亨 

 

7. 次期開催県挨拶  福井県臨床検査技師会会長 加藤 幸久 

 

8. 閉会の辞（20：30）第59回近畿医学検査学会 

               実行委員長    松井 まり子 
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宿泊日 宿泊日 部屋タイプ 部屋タイプ

10月25日 10月26日 10月25日 10月26日

1 荒木　年夫 日本衛生検査所協会近畿支部 〇 シングル

2 島田　一彦 日本衛生検査所協会近畿支部 〇 シングル

3 竹内　秀史 日本衛生検査所協会近畿支部 〇 シングル

4 木村　眞明 日本衛生検査所協会近畿支部 〇 シングル

5 瀧本　秀樹 日本衛生検査所協会近畿支部 〇 シングル

6 福光　弘明 日本衛生検査所協会近畿支部 〇 シングル

7 弘田　稔幸 日本衛生検査所協会近畿支部 〇 シングル

8 永原　愛 日本衛生検査所協会近畿支部 〇 シングル

日衛協

No 氏名 所属団体　等

宿泊日 宿泊日 部屋タイプ 部屋タイプ

10月25日 10月26日 10月25日 10月26日

1 竹浦　久司 近畿支部長（大阪）日臨技　執行理事 〇 シングル

2 綿貫　裕 日臨技近畿支部（兵庫） 〇 シングル

3 松田　武史 日臨技近畿支部（兵庫） 〇 シングル

4 大崎　博之 日臨技近畿支部（兵庫） 〇 シングル

5 竹川　啓史 日臨技近畿支部（兵庫） 〇 シングル

6 竹中　正人 日臨技近畿支部（和歌山） 〇 〇 シングル シングル

7 田原　靖子 日臨技近畿支部（和歌山） 〇 〇 シングル シングル

地臨技

No 氏名 所属団体　等

宿泊日 宿泊日 部屋タイプ 部屋タイプ

10月25日 10月26日 10月25日 10月26日

1 横地　常広 日臨技　代表理事副会長 〇 シングル

2 深澤　恵治 日臨技　専務理事 〇 〇 シングル シングル

3 加藤　智行 日臨技　事務部長 〇 〇 シングル シングル

日臨技

No 氏名 所属団体　等
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No 氏名 所属施設 宿泊日 宿泊日 部屋タイプ 部屋タイプ

10月25日 10月26日 10月25日 10月26日

1 中川　美波 長浜赤十字病院 〇 シングル

2 小栗　真生人 長浜赤十字病院 〇 シングル

3 花木　由希 長浜赤十字病院 〇 シングル

4 山岡　睦 長浜赤十字病院 〇 シングル

5 荻田　和秀 特別講演　講師 〇 シングル

6 入野　保 長浜バイオ大学 〇 シングル

7 櫻井　太紀 彦根市立病院 〇 シングル

8 菅井　亮平 大津赤十字病院 〇 シングル

9 中辻　瑞穂 滋賀県立総合病院 〇 シングル

10 松田　哲明 大津赤十字病院 〇 シングル

11 田邊　正喜 彦根市立病院 〇 シングル

12 松井　まり子 市立大津市民病院 〇 〇 シングル シングル

13 一岡　英樹 生田病院 〇 〇 シングル シングル

14 中井　典子 甲南病院 〇 〇 シングル シングル

15 清水　治美 高島市民病院 〇 〇 シングル シングル

16 北村　友利子 公立甲賀病院 〇 〇 シングル シングル

17 三田村　由枝 長浜赤十字病院 〇 〇 シングル シングル

18 新井　未来 済生会滋賀県病院 〇 〇 シングル シングル

19 西尾　久明 滋賀県立総合病院 〇 〇 シングル シングル

20 梅村　茂人 滋賀県立総合病院 〇 〇 シングル シングル

21 西村　好博 彦根市立病院 〇 〇 シングル

22 豊川　純史 彦根市立病院 〇 〇 シングル

23 西村　精児 近江八幡市立総合医療センター 〇 〇 シングル

24 宮元　伸篤 市立長浜病院 〇 〇 シングル

25 杉野　哲也 株式会社　近畿予防医学研究所 〇 〇 シングル

26 大本　和由 済生会　守山市民病院 〇 〇 シングル

27 岩井　宗男 滋賀医科大学医学部付属病院 〇 〇 シングル

28 守安　岳征 大津赤十字病院 〇 〇 シングル

29 山村　満 株式会社　メディック 〇 〇 シングル

和洋

ツイン

ツイン

ツイン
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発注先：株式会社 南洋軒    担当 リンケージ 

   ：株式会社 クラブハリエ 担当 リンケージ 

＜実務員弁当内容・総数等＞ 

１日目 １０月２６日（土）午前 １７０食 

 ・滋賀名物入り弁当お茶紙パック付弁当（税込１６５０円） 
  実務員      １１０ 食  
   学生フォーラム   ３０ 食  
   検査医会    １８ 食  
   日臨技     ４ 食  
   日衛協     ８ 食  
 ・スイーツ：ドライムバーム・どら焼き・饅頭セット+お茶 

 

２日目 １０月２７日（日）午前  ９３食  
・滋賀和風弁当（うばかもち入り）お茶紙パック付弁当 
   実務員    ８２ 食  
   日臨技     １ 食 
          日臨技     ２ 食  
   日衛協     ８ 食  
 

 ＜弁当搬入時間・搬入場所＞ 

  ピアザ淡海２階 ２０１会議室 

  １日目 １０月２６日（土） １０：３０ ～ １１：００                                               

  ２日目 １０月２７日（日） １１：００ ～ １１：３０  

                                                                    

＜弁当・お茶空箱回収時間・回収場所＞ 

  １日目 １０月２６日（土）、２７日（日）  

         １６：００ ピアザ淡海２０１会議室 

         １６：００ ホール準備室 
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＜弁当費用・領収書宛先＞ 

・ランチョンセミナー → 各企業 

・検査医学会 → 検査医学会 

・日衛協 → 日衛協 

・日臨技 → 日臨技 

・学生フォーラム → 日臨技 

・実務委員、講師など → 学会負担 

＜学生フォーラム交流会用弁当配布＞ 

 学生フォーラム交流会用弁当は、１１：００頃に、３F 
３０１会議室に搬入される。３０食 

 

＜ランチョンセミナー用弁当配布＞ 

(1)コラボ会場   コラボ３F 大、中1、中2会議室 

・富士フイルム、ミズホメディー、堀場製作所様のコラボ３
F各会議室前の長机３台に１０：３０頃に弁当業者（南洋軒）
が所定の数量個の弁当を搬入するのを会場担当者と確認する。 

  大会議室（２００食）、中1（６０食）、中2（６０食） 

   合計 ３２０食 

 

・会場担当者は弁当とお茶の個数に過不足がないか、確認す
る。 

・コラボ責任者（池田氏）は、問題があれば２０１会議室
（学会本部）へ連絡し、事務局の指示に従う。 

第１日目 １０月２６日（土）  
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（2）ピアザ２階会場 

・コラボ会場の配布終了後、弁当業者（南洋軒）が、各ラン
チョン会場（第４～第６会場）前の長机に所定数の弁当を搬
入する。ピアザ２階責任者（杉野氏）は各企業担当者と各会
場ごとの弁当数量に問題がないか確認する。 

（２０７会議室 １００食、２０３会議室 ８１食、 

 ２０４会議室９０食   合計２７１食） 

 ・各会場の弁当とお茶の個数を確認する。 

 前のセミナーや講演が終了後速やかに、弁当やお茶を、参
加者に配布しはじめること。（長時間は廊下に机を出して弁
当やお茶を並べられない。（消防法）） 

 

日臨技様、検査医会様、日衛協様、実務員の弁当 

  ピアザ淡海１階楽屋３に実務員（１１０食） 

    日臨技様は、１階 控室に（４食） 

  日衛協様は、１階 楽屋１に（８食） 

  学生フォーラムは３階３０１会議室へ（３０食） 

  検査医会様は、３階３０２会場に（２０食） 

  合計 計１７２食を各々の会場に搬入される。 

食事場所 

 1.検査医会：弁当到着後、検査医会○○氏に連絡し取りに  

 来て頂く。 

 2.日臨技：来賓担当理事にて、ホール準備室③に4食届け 

 る。 

 3.日衛協：弁当到着後、日衛協荒木氏に連絡し取りに来て 

 頂く。 

 4.実務員の食事場所 

  ２０１会議室、ホール準備室①,②にて適時食事をとる。 
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（3）ピアザ３階会場 

・２階の弁当が配布完了後、弁当業者（南洋軒）はピアザ淡
海３階、各ランチョン会場（第２、３会場）の弁当を搬入す
る。ピアザ３階責任者（中川氏）は各企業担当者と各会場ご
との弁当数量に問題がないか確認する。 

 （大会議室 ２００食、３０５会議室 １００食  

  合計３００食） 

 ・各会場の弁当とお茶の個数を確認する。 

 前のセミナーや講演が終了後速やかに、弁当やお茶を参加
者に配布しはじめること。（長時間は廊下に机を出して弁当
やお茶を並べられない。（消防法）） 

 

（4）スイーツセミナー会場 

 ・前日（10/25）の夕方にクラブハリエより各会場毎にセッ  

 トされスーツセミナー用のドライムバーム・どら焼き・饅 

 頭セット+お茶が 2F ２０１会議室に搬入される。 

 ・翌日、開始時間前に各会場搬入する。 

  各会場スイーツセミナー担当者（選出中）が搬入するこ 

  と 

   3F 大会議室（第2会場）  ２４０セット     

   2F 207会議室（第4会場）  １２０セット 

   2F 203会議室（第5会場）  １０２セット 

   2F 204会議室（第6会場）  ６０セット 
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１．ランチョンセミナー（１２：００～１２：５０） 弁当
個数（ ７３０個 ） 

  
１）L-1 第２会場 （ピアザ淡海）:３Ｆ大会議室  ２００食 ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ㈱ 

２）L-2 第３会場 （ピアザ淡海）:３Ｆ３０５会議室 ９０食 ㈱LSIﾒﾃﾞｨｴﾝｽ 

３）L-3 第４会場 （ピアザ淡海）:２Ｆ２０７会議室 ９０食 ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ㈱ 

４）L-4 第５会場 （ピアザ淡海）:２Ｆ２０３会議室 ９０食 東ソー㈱ 

５）L-5 第６会場 （ピアザ淡海）:２Ｆ２０４会議室 ６０食 ｼｽﾒｯｸｽ㈱ 

６）L-6 第８会場 （コラボしが21）:３Ｆ大会議室 ２００食 富士ﾌｲﾙﾑ和光純薬（株）  

７）L-7 第９会場（コラボしが21）：３F中会議室 １００食 （株）ﾐｽﾞﾎﾒﾃﾞｨｰ 

８）L-8 第１０会場（コラボしが21)：３F中会議室 １００食 ㈱堀場製作所 

 
１）S-1 第２会場 （ピアザ淡海）:３Ｆ大会議室  ２００食 ｷｬﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 

２）S-2 第４会場 （ピアザ淡海）:２Ｆ２０７会議室 ９０食 ㈱ｴｲｱﾝﾄﾞﾃｨｰ 

３）S-3 第５会場 （ピアザ淡海）:２Ｆ２０３会議室 ９０食 ㈱ﾋﾞｰｴﾑ･ｴﾙ 

４）S-4 第６会場 （ピアザ淡海）:２Ｆ２０４会議室 ９０食 日本電子㈱ 

 

・食べ終わった弁当やお茶の空箱等のごみは弁当業者に引き
取ってもらいます。 

 →弁当の空箱とお茶の空箱を別々に分別して、セミナー終
了後、速やかに201会議室（2F分）とホール準備室 (3F分）
に運ぶこと（16時10分には弁当業者が引き取りに来ます。） 

・コラボ会場の弁当の空箱とお茶の空箱は速やかにミーティ
ングルーム2に搬入のこと 

  （16時00分には弁当業者が引き取りに来ます。） 

・残った弁当はピアザ淡海 2F201会議室に運んでください。 

  

・スイーツセミナーで出たゴミについてはゴミ袋に集め廃棄
する。 

ゴミの廃棄については、業者と調整必要 
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２．スタッフ弁当  弁当食数（ 110食 ） 

  

・１１：００までには１F楽屋３に弁当１１０食が搬入予定。 

・昼食時間は１１時００から１５時００分までとする。 

・昼食前に１F 楽屋３に張り付けてある実務委員等の一覧
表を確認 

 → 自分の名前にチェックの印を付け、弁当とお茶(１セ
ット)を召し上がってください。 

・スタッフの昼食時間は各会場責任者の指示で調整するこ
と 

・ １F 楽屋３にはダンボールやごみ袋を用意する。 

・１５：３０頃には弁当の空箱等のごみを室内の一ヶ所に
集める。 

・16時15分には弁当業者が弁当の空箱等のごみを回収予定。 

  内訳  

 実務委員（実行委員を含む）分  １１０食 

  

３ ． そ の 他 の 弁 当 （ 会 議 や 打 ち 合 わ せ 等 ）       
弁当個数（ ６２食 ） 

  

 検査医会     ２０食 

 学生フォーラム  ３０食 

 日臨技       ４食 

 日衛協       ８食 
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第２日目 １０月２７日（日） 

（1）ピアザ２階会場 

・弁当業者（南洋軒）はピアザ淡海１階 楽屋３に実務員
（82食）・日臨技（2食）・日衛協（8食）・検査医会（1

食）分 計93食が搬入される。 

 各ランチョン会場（第４～第６会場）の弁当は各会場毎に
会場前の長机に搬入される。ピアザ２階責任者（杉野氏）は
各企業担当者と各会場ごとの弁当数量に問題がないか確認す
る。 

 第４会場（２０７会議室 １０５食）、第５会場（２０３
会議室 ８０食）、第６会場（２０４会議室 ８０食）   

  合計 ２６５食） 

 ・各会場の弁当とお茶の個数を確認する。 

 前のセミナーや講演が終了後速やかに、弁当やお茶を参加
者に配布しはじめること。（長時間は廊下に机を出して弁当
やお茶を並べられない。（消防法）） 

 

食事場所 

 1.日臨技：来賓担当理事にて、ホール準備室③に4食届け 

 る。 

 2.日衛協：弁当到着後、日衛協荒木氏に連絡し取りに来て 

 頂く。 

 3.実務員の食事場所 

  ２０１会議室、ホール準備室①,②にて適時食事をとる。 
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（3）ピアザ３階会場 

・２階の弁当が配布完了後、弁当業者（南洋軒）はピアザ淡
海３階、各ランチョン会場（第２、３会場）の弁当を搬入す
る。ピアザ３階責任者（中川氏）は各企業担当者と各会場ご
との弁当数量に問題がないか確認する。 

 第２会場（大会議室 ２００食）、第３会場（３０５会 

 議室 １００食）   合計３００食） 

 

 ・各会場の弁当とお茶の個数を確認する。 

 前のセミナーや講演が終了後速やかに、弁当やお茶を参加
者に配布しはじめること。（長時間は廊下に机を出して弁当
やお茶を並べられない。（消防法）） 

 

１．ランチョンセミナー（１２：００～１２：５０）    
弁当個数（ ５６５個 ） 

  
１）L-9   第２会場 （ピアザ淡海）:３Ｆ大会議室  ２００食 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱ 

２）L-10 第３会場 （ピアザ淡海）:３Ｆ305会議室 １００食 ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｹｱ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｯｸｽ㈱ 

３）L-11 第４会場 （ピアザ淡海）:２Ｆ２０７会議室 １０５食 ﾊﾞｲｵ･ﾗｯﾄﾞﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ㈱ 

４）L-12 第５会場 （ピアザ淡海）:２Ｆ２０３会議室 ８０食 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 

５）L-13 第６会場 （ピアザ淡海）:２Ｆ２０４会議室 ８０食 ｵｰｿ･ｸﾘﾆｶﾙ･ﾀﾞｲｱﾉｽﾃｯｸｽ㈱ 

 

・食べ終わった弁当やお茶の空箱等のごみは弁当業者に引き
取ってもらいます。 

 →弁当の空箱とお茶の空箱を別々に分別して、セミナー終
了後、速やかに201会議室（2F分）とホール準備室 (3F分）
に運ぶこと（14時00分には弁当業者が引き取りに来ます。） 
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２．スタッフ弁当  弁当食数（ 82 食 ） 

  

・１１：００までには１F 楽屋３に弁当８２食が搬入予定。 

・昼食時間は１１時００から１４時００分までとする。 

・昼食前に１F 楽屋３にある実務委員等の一覧表を確認 

 → 自分の名前にチェックの印を付け、弁当とお茶(１セ
ット)を召し上がってください。 

・スタッフの昼食時間は各会場責任者の指示で調整するこ
と 

・ １F 楽屋３ にはダンボールやごみ袋を用意すること 

・１４：００頃には弁当の空箱等のごみを室内の一ヶ所に
集める。 

・1４時００分には弁当業者が弁当の空箱等のごみを回収予
定。 

  内訳  

 実務委員（実行委員を含む）分  ８２食 

  

３ ． そ の 他 の 弁 当 （ 会 議 や 打 ち 合 わ せ 等 ）       
弁当個数（ １１食 ） 

   
 検査医会      １食 

 日臨技       ２食 

 日衛協       ８食 
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担当 氏名 携帯No 

学会長 岩井 宗男 ０９０－９１６７－３４７６ 

副学会長・接遇統括 山村 満 ０９０－１２２８－９８１３ 

実行委員長 松井 まり子 ０９０－８８８９－８５６２ 

副実行委員長・渉外 大本 和由 ０９０－８２３６－４３３４ 

事務局・本部統括 守安 岳征 ０９０－１０２４－６９６７ 

会計統括 西村 精児 ０８０－３８１７－９９２０ 

学術統括 西尾 久明 ０９０－５６７２－２６６９ 

会場統括・ピアザ2F 杉野 哲也 ０９０－５０４３－７５６０ 

会場担当・ピアザ3F 中川 佳典 ０９０－８３８３－２７８９ 

会場担当・コラボ3F 池田 良   

受付統括 清水 陽子 ０９０－８８８３－０００８ 

広報統括 宮元 伸篤 ０９０－８４４７－３９６９ 

記念品担当     


