
一般演題目次

〔微生物　口演〕

第3会場：三重県総合文化センター(セミナーC室)

第1日目　11月24日

＜9：30＞ 座長:後藤　雪乃(岐阜県総合医療センター)

1 松島　志保ほか喀痰の抗酸菌塗沫染色3法の比較検討

2 松井　理乃ほか測定原理の異なる全自動血液培養装置機種間差の比較検討

3 近藤　千紘ほかカンピロバクター選択培地の基礎的検討

4 竹内　健二ほかUF-5000におけるBACT-informationと微生物検査結果の比較検討

第3会場：三重県総合文化センター(セミナーC室)

第1日目　11月24日

＜10：10＞ 座長:原　祐樹(名古屋第二赤十字病院)

5 池戸　政博ほか当院での抗菌薬ラウンド介入状況とラウンド介入によりde-escalationに至った1症例

6 森　志穂ほかステロイド内服中にNocardia farcinicaによる乳腺炎と菌血症を来した１例

7 齊藤　良子ほかMycobacterium chelonaeによる足底膿疱の一症例

8 稲垣　幹人ほかApiotrichum veenhuisii による播種性感染の1症例

9 森川　智仁ほか海外渡航歴を有する患者からバンコマイシン耐性Enterococcus faeciumを検出した一例

第3会場：三重県総合文化センター(セミナーC室)

第1日目　11月24日

＜15：15＞ 座長:石原　美弥子(焼津市立総合病院)

10 後藤　孝司ほか大垣市民病院におけるPseudomonas aeruginosaの薬剤感受性の推移

11 山崎　裕貴ほか当院における過去3年間の血液培養の動向と検出菌の状況について

12 石端　裕一ほか当院の細菌検査室におけるISO15189に対応した精度管理方法について

13 宮﨑　伸子ほか当院における5年間のESBL産生菌の検出状況

〔免疫血清　口演〕

第3会場：三重県総合文化センター(セミナーC室)

第2日目　11月25日

＜13：30＞ 座長:西垣　亮(藤田医科大学病院)

14 三輪　千晴ほか当院の自動免疫測定装置を対象とした精度管理の現状調査

15 神谷　美聡ほかAccuraseed高血圧マーカー測定試薬の基礎的検討

16 大石　祐ほか急性冠症候群におけるBNP/トロポニン比の有用性の評価

第3会場：三重県総合文化センター(セミナーC室)

第2日目　11月25日

＜14：00＞ 座長:春口　公哉(磐田市立総合病院)

17 佐野　沙也加ほかHCG、E2、 LHの測定機器変更とそれに伴う外部委託項目の院内化による効果

18 塚本　実奈子ほか当院で経験した de novo B型肝炎の一症例

19 加納　彩野ほかSVR後症例の経過測定に対するルミパルスプレストHCV試薬の有用性の検討
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〔血液　口演〕

第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

第1日目　11月24日

＜9：30＞ 座長:川端　絵美子(金沢赤十字病院)

20 佐野　智紀ほかminor-BCR/ABL陽性慢性骨髄性白血病の急性転化期が疑われた症例

21 谷口　彰ほか当院で経験した重症熱性血小板減少症候群の２症例

22 川北　将規ほか髄液のMay-Giemsa染色が有用であった急性前骨髄球性白血病骨髄外再発の一例

第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

第1日目　11月24日

＜10：00＞ 座長:渡邉　正博(浜松医療センター)

23 長谷川　珠央ほか血球貪食像を認めたTAFRO症候群の１例

24 川端　絵美子ほか核に切れ込みを有し特異な形態を呈した形質細胞白血病

25 板橋　直弥ほかIgG4型多発性骨髄腫の2症例

第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

第1日目　11月24日

＜10：30＞ 座長:渡邊　宜典(JA岐阜県厚生連 岐北厚生病院)

26 藤田　晴美ほか異常フィブリノーゲン血症における凝固波形解析の検討

27 荻田　璃奈ほか当院におけるプレリキサホルを用いた自家末梢血幹細胞採取

28 木本　梓ほか多項目自動血球分析装置XN-3000を用いた骨髄有核細胞数測定についての検討

第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

第2日目　11月25日

＜13：00＞ 座長:内田　一豊(豊橋市民病院)

29 佐波　佳奈ほか当院で経験した芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍(BPDCN)の1例

30 伊藤　香ほか骨髄異形成症候群と再生不良性貧血の鑑別が困難であった一例

31 渡邊　宜典ほか当院で経験したMDS5q(-)症候群の1例

第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

第2日目　11月25日

＜13：30＞ 座長:広瀬　逸子(社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院)

32 山田　ひかりほか血液検査の検体異常を迅速に予測回避する取り組み

33 杉野　史歩ほか出血時間の現状調査と術前検査としての有用性について

〔臨床化学　口演〕

第3会場：三重県総合文化センター(セミナーC室)

第2日目　11月25日

＜13：00＞ 座長:滝野　豊(学校法人北陸大学　)

34 橘　淳志ほかLDL-C直接法との比較によるF式とNon-HDLの有用性の検討

35 大石　美月ほか薬剤の影響によりHbA1cが異常低値を呈した2例

36 佐藤　由佳ほか糖尿病患者におけるCA19-9測定と発がん状況について
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〔病理　口演〕

第2会場：三重県総合文化センター(セミナーA室)

第1日目　11月24日

＜9：30＞ 座長:近藤　倫久(岐阜県総合医療センター)

37 岩田　英紘ほか遺伝子検査に対応した手術材料固定改善への取り組み

38 永田　かおりほかＰＤ－Ｌ１（２２Ｃ３）検査の精度管理について

39 水嶋　祥栄ほか甲状腺の術中迅速診断標本作製における固定液の検討

40 中村　広基EDTA脱灰法の超音波を用いた迅速化における基礎検討

第2会場：三重県総合文化センター(セミナーA室)

第1日目　11月24日

＜10：10＞ 座長:渡邉　広明(富士市立中央病院)

41 本多　譲ほか当院の病理検査室における医療安全管理への取り組み

42 吉野　聡ほか病理検査手順施設間相互間チェックの試み

43 片桐  恭雄ほか中部圏におけるDesmin抗体を用いた免疫組織化学染色精度管理調査結果報告

44 杉浦　記弘ほか内部精度管理を目的としたHER2タンパクFFPE未染標本の保存方法と染色性の検討

第2会場：三重県総合文化センター(セミナーA室)

第1日目　11月24日

＜10：50＞ 座長:林　宏(富山市民病院)

45 徳野　治ほかブタ臓器を用いた組織学・病理検査学実習への取り組み

46 山本　雄一ほか骨髄生検にて診断し得た急性赤白血病の一例

47 作野　綾ほか脾原発炎症性偽腫瘍の1例

48 宮田　一史ほか原発性肺癌心筋転移の1剖検例

〔細胞　口演〕

第2会場：三重県総合文化センター(セミナーA室)

第1日目　11月24日

＜15：15＞ 座長:大西　博人(石川県立中央病院)

49 小倉　昌弘ほか子宮頸部小細胞神経内分泌癌の1例

50 中村　豊ほか超音波内視鏡ガイド下生検によって診断されたホジキンリンパ腫の一例

51 吉田　知代ほか口蓋に発生した小型円形細胞腫瘍の2例

52 林　直矢ほか偽嚢胞構造が目立ち診断に苦慮したＤＣＩＳの一例

〔生理　口演〕

第4会場：三重県総合文化センター(視聴覚室)

第1日目　11月24日

＜12：40＞ 座長:加藤　鮎美(独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院)

53 脇田　絵理香ほか乳房超音波検査における混合性病変および乳管内病変についての検討

54 石神　弘子ほか乳腺超音波検査でインプラント破損を疑った3例の検討
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第4会場：三重県総合文化センター(視聴覚室)

第1日目　11月24日

＜13：00＞ 座長:長屋　麻紀(岐阜県総合医療センター)

55 中島  佳那子ほか経過観察中の胆嚢腺筋腫症における腹部超音波検査の観察点

56 杉山　博子ほか膵・胆管合流異常に合併した胆嚢癌の超音波像に関する検討

57 渥美　早哉佳ほか鑑別診断に苦慮した胆嚢管状腺腫の一例

58 安井　駿豊ほか造影超音波を施行した転移性膵腫瘍の2症例

第4会場：三重県総合文化センター(視聴覚室)

第1日目　11月24日

＜15：15＞ 座長:大井　直樹(磐田市立総合病院)

59 笹木　優賢ほか体位変換にて所見の印象が変化し、転移性肝腫瘍と誤判断した前腸性肝嚢胞の１例

60 刑部　恵介ほか超音波による肝硬度測定と肝線維化面積比の比較

61 中川　真理子ほか全周性および腫瘤状に発育した女性尿道憩室の一例

62 淀川　千尋胃幽門部から十二指腸球部に発生した悪性リンパ腫の1例

第4会場：三重県総合文化センター(視聴覚室)

第1日目　11月24日

＜15：55＞ 座長:上阪　浩矛(三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院)

63 松本　優汰ほかCAS後1ヶ月以内にISPPを繰り返し認め脳梗塞を再発した一例

64 深津　満ほか医師会立共同利用施設における血管検査の導入について

65 長谷川　雄亮ほか肺塞栓症を合併した右膝窩静脈の静脈性血管瘤の一例

第5会場：三重県総合文化センター(レセプション室)

第1日目　11月24日

＜9：30＞ 座長:中田　晶子(金沢大学附属病院)

66 岡本　恵助ほか糖尿病患者におけるサーモグラフィによる冷水負荷回復率における検討

67 山中　優香ほか当院脳ドックにおける認知機能検査について

68 中島　直美ほか呼気一酸化窒素濃度 （FeNO）の季節変動について

第5会場：三重県総合文化センター(レセプション室)

第1日目　11月24日

＜10：00＞ 座長:油谷　智史(高岡市民病院)

69 水谷　香世ほか心電図におけるQT時間の補正式の比較

70 新谷　麻乃ほか当院におけるリードレスペースメーカの現状

71 江藤　雄飛ほか植込みデバイスにおける新たな臨床検査技師の参画

72 髙本　智史ほかホルター心電図におけるパニック値報告症例の検討

第5会場：三重県総合文化センター(レセプション室)

第1日目　11月24日

＜10：40＞ 座長:松林正人(医療法人 三重ハートセンター)

73 唐渡　結希ほか血圧脈波検査で右上肢に狭窄性病変を指摘し得た一症例

74 鈴木　香奈子ほか皮膚灌流圧（SPP）検査測定時における測定条件の検討

75 柿本　将秀ほかCARTO3におけるずれに関する検討

第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

第1日目　11月24日
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第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

＜15：15＞ 座長:上野　剛志(厚生連 高岡病院)

76 小笠原　知恵ほか新生児脳波検査における臨床検査技師の役割

77 鍋谷　洋介ほか墜落分娩後の平坦脳波から脳波が正常化した新生児の一例

78 田中　伯香ほか長時間ビデオ脳波が診断に有用であった症例

79 中山　裕介ほか脳波検査において電極のつけ間違いが疑われたが、突発性異常波と考えられた一症例

第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

第1日目　11月24日

＜15：55＞ 座長:堀井　涼香(石川県立中央病院)

80 渡邊　孝康ほか妊娠後期に発症した抗NMDA受容体脳炎の1症例

81 榊原　久美子ほか筋電計機器更新に伴う機器間差の検討

82 西脇　啓太ほかElectroneurographyの電極位置に関する検討

83 林　健太ほか当院における整形外科領域術中神経モニタリングの現状と今後の課題

第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

第2日目　11月25日

＜9：10＞ 座長:竹内　竜弥(石川県立中央病院)

84 本木　直樹ほか周産期心筋症が疑われ、その後、背景に左室心筋緻密化障害があった症例

85 坂井　英雄ほか左房内浸潤を認めた肺癌の一例

86 林　大貴ほか心臓超音波検査を契機に検出できた門脈ガス血症の1例

第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

第2日目　11月25日

＜9：40＞ 座長:倉家　淳(高山赤十字病院)

87 岸　久美子ほかTrousseau症候群により非細菌性血栓性心内膜炎を発症した一例

88 岸江　知哉ほか診断に苦慮した心サルコイドーシスの一例

89 三ツ橋　健ほか全身性エリテマトーデス患者に認めた感染性心内膜炎の一例

第6会場：三重県総合文化センター(大会議室)

第2日目　11月25日

＜10：10＞ 座長:倉田　道也(磐田市立総合病院)

90 大嶋　慎也ほか人工弁置換後の感染性心内膜炎を心臓超音波検査で指摘しえた1例

91 羽根　千尋ほかACS疑いにて緊急搬送され、心エコー図検査にて急性大動脈解離と診断された１症例

92 横山　周ほか高齢者の術前経胸壁心臓超音波検査と脊髄くも膜下麻酔後の血行動態に関する検討

93 神野　真司ほかBライン定量評価を用いた心原性肺水腫の診断

〔一般　口演〕

第2会場：三重県総合文化センター(セミナーA室)

第2日目　11月25日

＜13：00＞ 座長:松村　隆弘(学校法人北陸大学　)

94 伊藤　明日香ほか随時尿中生化学成分のクレアチニン補正の効果について

95 浅井　千春ほか当院で経験したファブリー病の1症例

96 高木　宏祐ほか尿沈渣中に認められた悪性リンパ腫細胞の一症例
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第2会場：三重県総合文化センター(セミナーA室)

第2日目　11月25日

＜13：30＞ 座長:稲垣　泰良(富山市医師会 健康管理センター)

97 黒葛原　裕也ほか尿沈渣での異型細胞指摘により尿管癌の診断につながった一例

98 林　和佳奈ほか潜血陽性と異型細胞の出現頻度から算出した尿沈渣目視条件の検証

〔輸血　口演〕

第4会場：三重県総合文化センター(視聴覚室)

第1日目　11月24日

＜9：30＞ 座長:杉浦　縁(藤田医科大学病院)

99 亀山　拓哉ほか当院における貯血式自己血採血への臨床検査技師の関わりについて

100 牧野　達也ほか当院輸血細胞治療におけるISO15189とI&A認定の取得経験と今後の課題

101 丸山　美津子ほか抗ドナーHLA抗体陽性で急性抗体関連拒絶反応を示した脳死肝移植の１例

第4会場：三重県総合文化センター(視聴覚室)

第1日目　11月24日

＜10：00＞ 座長:佐藤　英洋(金沢大学附属病院)

102 三浦　亜佑美ほか輸血によるＥ型肝炎感染の１症例

103 中村　真理ほか交差適合試験陽性症例の後方視的検討

104 中西　繁夫ほかダラツムマブ投与後多発性骨髄腫における、DTT処理後に交差適合試験不適合の一症例

第4会場：三重県総合文化センター(視聴覚室)

第1日目　11月24日

＜10：30＞ 座長:堤　泰夫(社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院)

105 角屋　佳苗ほか輸血・細胞治療部でのアルブミン製剤管理方法と管理開始時の取り組みの一例

106 徳満　尚子ほか精度管理を通して経験した測定機器による感度の違い

107 山口　詩織ほかO型異型輸血により反応強度の異なる部分凝集がみられた一症例

〔遺伝子、染色体　口演〕

第2会場：三重県総合文化センター(セミナーA室)

第1日目　11月24日

＜15：55＞ 座長:上野　智浩(国立大学法人 富山大学附属病院)

108 鍬田　侑里ほか当センターにおける妊婦のクラミジア抗原検査の動向

109 中村　麻姫ほかDigital PCRの臨床検査への活用

110 成瀬　有純ほかステムループRTプライマーを用いたマイクロRNAの解析

〔管理運営　口演〕

第4会場：三重県総合文化センター(視聴覚室)

第2日目　11月25日

＜13：00＞ 座長:澤井　真史(富山県リハビリテーション病院・こども支援センター)

111 原　毅ほか生化学/免疫検査機器更新における効率的な検査室構築への取組み
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112 大森　恵ほか新病院移転に伴う採血システム更新によるTurnaround Time（ＴＡＴ）等の評価

113 小阪　絵美ほか当院検査室におけるBCPに基づく災害対策マニュアルの改正についての取り組み

114 河内　誠ほかブレインストーミングを応用した「ＳＫＧＯ」による業務改善の試み

〔教育　口演〕

第4会場：三重県総合文化センター(視聴覚室)

第2日目　11月25日

＜13：40＞ 座長:杉下　毅(羽島市民病院)

115 下村　美幸ほか当検査室における過誤に対する取り組み

116 蒲澤　康晃ほか愛知県厚生連8病院における形態検査標準化への取り組み

117 伊郷　優翔ほか外来採血システム導入後の患者アンケート

118 宇城　研悟ほか医療安全管理に携わる臨床検査技師としての役割

〔その他　口演〕

第2会場：三重県総合文化センター(セミナーA室)

第2日目　11月25日

＜13：50＞ 座長:鈴木　孝明(社会福祉法人　恩賜財団 済生会 松阪総合病院)

119 若松　真由美ほかパ－キンソン病患者における簡易嗅覚検査

120 大坪　弘明ほかFreeStyleリブレの結果抽出業務について

121 稲垣　奈緒ほか凍結融解胚移植における回復培養時間の検討

122 澤村　聖子ほか当院のNST回診における臨床検査技師の活動および役割
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