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一般演題【生理】

11 月 2 日（土）　9:00 ～ 11：30　＜第 1 会場＞

生理＜ 9：00 ～ 9：30 ＞
　座長 : 山﨑　悠（島根大学医学部附属病院）
番号 演　　題　　名 演　者

61 血清CK解析、心臓超音波検査による急性心筋梗塞に対する血栓吸引の臨床的効果の検討
～右冠動脈と左冠動脈前下行枝起始部閉塞との比較検討～ 武田　靖也

62 感染性心内膜炎の疣腫により急性心筋梗塞を合併した一例 淺井　瑶子
63 左房内巨大腫瘤を伴う感染性心内膜炎の１例 平田有紀奈

生理＜ 9：30 ～ 10：00 ＞
　座長 : 岡野　典子（広島大学病院）
番号 演　　題　　名 演　者
64 当院で経験した巨大左房粘液腫の一症例 小杉　晴香
65 脳梗塞精査で指摘した左房内異常構造物の 1 症例 手銭　　遥

66 心雑音を契機に発見された若年者の心臓脂肪腫の一例
～粘液腫との鑑別を含めて～ 田淵奈津美

生理＜ 10：00 ～ 10：30 ＞
　座長 : 三崎　美江（香川県済生会…香川県済生会病院）
番号 演　　題　　名 演　者
67 経胸壁心エコーにより右室内血栓を認めた肺塞栓症の 1 症例 岡野　玲奈
68 不整脈を契機に診断された多発性骨髄腫合併ALアミロイドーシスの 1 例 五歩池加奈
69 大動脈弁狭窄症に心アミロイドーシスを合併した症例 佐々木卓哉

生理＜ 10：30 ～ 11：00 ＞
　座長 : 平川　大悟（高知大学医学部附属病院）
番号 演　　題　　名 演　者
70 経胸壁心エコー図検査における右室サイズ補正による三尖弁輪移動距離の有用性 遠藤　竜也
71 大動脈四尖弁の一例 岩田　和宏
72 重症僧帽弁逆流に頻脈性心房細動を合併したにも関わらず心不全症状が軽症であった一例 森田　沙瑛

生理＜ 11：00 ～ 11：30 ＞
　座長 : 宮崎　真紀（愛媛大学医学部附属病院 )
番号 演　　題　　名 演　者

73 筋強直性ジストロフィーから拡張型心筋症に移行し、心臓再同期療法を施
行した 1 症例 福永　恵吉

74 周産期心筋症に心房頻拍を合併し、アブレーション後に心機能が改善した症例 大西　美穗
75 当院におけるがん治療関連心機能障害（CTRCD）の症例について 中石　浩己

一般演題一覧
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一般演題【管理運営・教育】

11 月 2 日（土）　9:00 ～ 10:40　＜第 2 会場＞

管理運営・教育＜ 9：00 ～ 9：30 ＞
　座長 : 小池　尚司（安来市立病院）
番号 演　　題　　名 演　者
130 ５S の継続実施による作業動線の効率化とインシデント予防の取り組み 福重　達也
131 医療法改正に伴う当院の取り組み 吉野　　功
132 法改正に伴う当院の取り組み～内部精度管理を中心に～ 髙坂　智則

管理運営・教育＜ 9：30 ～ 10：00 ＞
　座長 : 平田　明子（医療法人…翆清会…梶川病院）
番号 演　　題　　名 演　者
133 看護業務支援の取り組み 楢林　秀記
134 GS1-128 バーコードを使用した試薬入庫管理の取り組み 見山　晋一
135 新システム導入による採血業務の改善と指標化の取り組み 吉田　裕子
136 診察予約時間等を優先した採血システム導入後の採血待ち時間調査 小笹　大貴

管理運営・教育＜ 10：10 ～ 10：40 ＞
　座長 : 久原　太助（高知大学医学部附属病院）
番号 演　　題　　名 演　者
137 検査科職員全員で取り組む参加型勉強会～自己成長力を備える～ 小川　実華
138 当院の抗菌薬適正使用に向けた教育・啓発活動への取り組み 髙橋　　諭

139 初期臨床研修医に対する臨床検査技師による研修の取り組み
～病理検査を中心に～ 松原真奈美

一般演題【血液】

11 月 2 日（土）　10:50 ～ 11:40　＜第 2 会場＞

血液＜ 10：50 ～ 11：20 ＞
　座長 : 樋口　美奈（公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構…倉敷中央病院）
番号 演　　題　　名 演　者
24 国際的観点から見た日本の血液検査の存在感―アジア諸国の一員として― 川上　　肇
25 末梢血液塗抹標本に酵母様真菌貪食像を認めた 1 症例 今岡　まみ
26 正球性貧血を呈したビタミン B12 欠乏性貧血の一例 小林　芳友
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血液＜ 11：20 ～ 11：40 ＞
　座長 : 杉本　圭輔（近森病院）
番号 演　　題　　名 演　者
27 著明な骨髄浸潤を認めたリンパ球減少型古典的ホジキンリンパ腫の一症例 井上　雄介
28 急性骨髄性白血病と多発性骨髄腫を併発した 1 症例 杉原　崇大

一般演題【微生物】

11 月 2 日（土）　9:00 ～ 11:00　＜第 3 会場＞

微生物　＜ 9:00 ～ 9:40 ＞
　座長 : 平井　由紀（松江市立病院）
番号 演　　題　　名 演　者
1 Globicatella…sanguinis による敗血症の１例 林　加奈子
2 下腿創部潰瘍より分離されたLeclercia…adecarboxylata の 1 症例 津田真莉子
3 Haemophilus…influenzas による感染性動脈瘤の１症例 石倉　純子
4 小児の血液培養・便培養からSalmonella…Typhi を検出した１症例 小笠原　愛

微生物　＜ 9：40 ～ 10：20 ＞
　座長 : 石丸　美架（愛媛県立中央病院）
番号 演　　題　　名 演　者
5 扁桃周囲膿瘍から検出されたArcanobacterium…haemolyticum の一症例 長山　香織
6 血液培養から Fusarium…sp.…を検出した一症例 道下　明美
7 Mycobacterium…marinum と推定したMycobacterium…chelonae の一症例 佐藤　瑞記
8 妊婦の ESBL スクリーニングによる感染対策の取り組み 別所　将弘

微生物　＜ 10：20 ～ 11：00 ＞
　座長 : 佐藤　雅美（国立大学法人…徳島大学病院）
番号 演　　題　　名 演　者
9 AST 活動への貢献～血液培養検出菌における迅速報告の取り組み～ 藤本　愛子
10 質量分析器および自動遺伝子検査装置導入における運用構築と導入効果 古川　佐和
11 血液培養における汚染に及ぼす因子の検討 谷松　智子
12 ESBL 産生大腸菌における POT型解析とキノロン耐性率との関連の検討 川島　史祥
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一般演題【遺伝子、染色体】

11 月 2 日（土）　11:10 ～ 11：40　＜第 3 会場＞

遺伝子、染色体　＜ 11：10 ～ 11：40 ＞
　座長 : 渕田比呂志（三原市医師会…三原市医師会病院）
番号 演　　題　　名 演　者
127 出生後に判明した先天性サイトメガロウイルス感染症の 1 例 松田　親史
128 子宮内フローラ検査で不妊の原因を探る 田中　順子
129 当院におけるデジタル PCR 法の運用方法の確立 高木　文也

一般演題【生理】

11 月 2 日（土）　9：00 ～ 10：30　＜第 4 会場＞

生理　＜ 9：00 ～ 9：30 ＞
　座長 : 佐藤　明美（国立大学法人…鳥取大学医学部附属病院）
番号 演　　題　　名 演　者
76 生理検査室における新病院移転後の業務変化と現状 深井　実佳
77 病院機能評価及びＩＳＯ審査に対する生理検査室の取り組み 須浪　夏姫
78 生理検査における手指衛生向上の取り組み 西村　恵子

生理　＜ 9：30 ～ 10：00 ＞
　座長 : 遠藤　竜也（独立行政法人国立病院機構…岡山医療センター）
番号 演　　題　　名 演　者
79 泌尿器科専任技師の配置による診療支援の取り組み 田邉　啓介
80 当院における新生児聴覚スクリーニングと支援状況について 石原　真紀

81 当院における介助者の違いと内視鏡的粘膜下層剥離術成績の検討
～臨床検査技師と医師での比較～ 曽田　悠介

生理　＜ 10：00 ～ 10：30 ＞
　座長 : 坂東　典子（国立大学法人…徳島大学病院）
番号 演　　題　　名 演　者
82 腰椎疾患におけるNCS の有用性について 高野　静香
83 術中神経モニタリングにおける SEP の当院法と一般法との比較検討 島林　健太
84 脳波検査が診断・治療の一助となった抗NMDA受容体脳炎 奥井富美子
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一般演題【チーム医療】

11 月 2 日（土）　9：00 ～ 11：20　＜第 5 会場＞

チーム医療　＜ 9：00 ～ 9：30 ＞
　座長 : 藤原　弘光（鳥取県済生会…境港総合病院）
番号 演　　題　　名 演　者
140 HIV 検査陽性時における院内連絡手順改善の効果 小松あか里
141 外来採血室における検査マーク機能活用によるインシデントの予防と患者満足度の向上 吉田　芽以
142 ALBI…grade 導入における臨床支援効果 下村　孟史

チーム医療　＜ 9：30 ～ 10：10 ＞
　座長 : 久本　輝美（独立行政法人国立病院機構…岡山医療センター）
番号 演　　題　　名 演　者
143 脳死下臓器提供における多職種カンファレンスへの参画 佐伯　志織
144 生殖補助医療胚培養士としての臨床検査技師の役割 射塲　智美
145 経皮的大動脈弁バルーン形成術における検査技師の役割 澤田健一郎
146 緊急内視鏡から見るルーチン業務へのフィードバック事項の検討 永田　智紀

チーム医療　＜ 10：10 ～ 10：50 ＞
　座長 : 新川　香苗（山口大学医学部附属病院）
番号 演　　題　　名 演　者
147 尿中アルブミン正常かつ腎機能低下糖尿病患者における患者背景の検討 紙田　　晃
148 自己検査用グルコース測定器（SMBG 機器）保守点検導入の取り組み 尾川　　恵
149 FGM導入における検査室の取り組み 前河　里歩

150 『もしかめ』は運動療法として有用か～糖尿病教室でのけん玉利用を目指して～ 松本　昌也

チーム医療　＜ 10：50 ～ 11：20 ＞
　座長 : 河口　喜治（医療法人…住友別子病院）
番号 演　　題　　名 演　者
151 生理検査患者引き継ぎチェックリストの運用 片寄　志保
152 NST 回診における検査システムタブレット導入の実績と評価 小野　　渓
153 チーム医療の評価・支援体制の構築と成果 西山　政孝
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一般演題【病理・細胞】

11 月 2 日（土）　15：40 ～ 17：10　＜第 5 会場＞

病理　＜ 15：40 ～ 16：20 ＞
　座長 : 藤井　将希（地方独立行政法人　山口県立病院機構…山口県立総合医療センター）
番号 演　　題　　名 演　者
52 Primary…effusion…lymphoma…like…lymphoma(PEL-LL) の一例 松田　正浩
53 遺伝子検査によって確定した腎臓原発の Ewing 肉腫の一例 藤川　純子
54 SK-BR3を用いたコンドロイチン硫酸ナトリウムによる接着能の変化に関する検討 木嶋　仁美

55 「第1回The…International…Young…BLS…Forum…‐人工知能の活用‐」を終えて～若手技師国際化向上Working…Groupの取り組み～ 小林　　剛

細胞　＜ 16：20 ～ 16：50 ＞
　座長 : 柿田…和宏（財団法人…鳥取県保健事業団…総合保健センター）
番号 演　　題　　名 演　者
56 子宮頸部小細胞癌の一例 久保　智子

57 口腔扁平上皮癌の細胞診断学的検討
～推定診断が組織診断と不一致であった症例の後方視的検討～ 河上衣舞妃

58 擦過細胞診でNILMと判定し、その後の病理診断と不一致であった口腔白板症の検討 秀島　克巳

細胞　＜ 16：50 ～ 17：10 ＞
　座長 : 虫本　一平（三豊総合病院企業団…三豊総合病院）
番号 演　　題　　名 演　者
59 細胞診における判定不能症例の追跡調査 永﨑　裕志
60 LBC（Cell…Prep®）法による松江市子宮がん検診の現状と今後の課題 吉原　孝紀

一般演題【免疫血清】

11 月 2 日（土）　9：30 ～ 10：30　＜第 6 会場＞

免疫血清　＜ 9：30 ～ 10：00 ＞
　座長 : 岡本　博満（鳥取生協病院）
番号 演　　題　　名 演　者
18 梅毒定量 RPR 法においてキット間で乖離を認めた症例の解析 佐藤　恵美
19 ルミパルスプレストHCV試薬の性能評価 大木　佑夏
20 低ホスファターゼ症治療薬による検査値への影響が疑われた 1 症例 岡崎　亮太

免疫血清　＜ 10：00 ～ 10：30 ＞
　座長 : 古川　聡子（川崎医科大学附属病院）
番号 演　　題　　名 演　者
21 日立ラボスペクト 006 を用いた sIL-2R 測定試薬の基礎的検討 水島　桃子
22 全自動化学発光酵素免疫測定システム「ルミパルスＧ６００Ⅱ」の基礎検討 福間　弘行
23 免疫自動分析装置Alinity による intactPTH 院内導入に向けての検討 佐藤　悦子
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一般演題【臨床化学】

11 月 2 日（土）　10：40 ～ 11：30　＜第 6 会場＞

臨床化学　＜ 10：40 ～ 11：10 ＞
　座長 : 大井　幸子（益田赤十字病院）
番号 演　　題　　名 演　者
41 cobas8000｜702｜502｜801｜の導入効果 平岡　健吾
42 当院における便中カルプロテクチンの利用状況 伊原　純笑
43 全自動臨床検査システム STACIA を用いた NH3 測定の基礎的検討 黑見　晃行

臨床化学＜ 11：10 ～ 11：30 ＞
　座長 : 香西　宣秀（香川県厚生連…滝宮総合病院）
番号 演　　題　　名 演　者
44 ALP測定において非特異的な混濁を生じた原発性マクログロブリン血症の１例 三好　雅士
45 フェリチン測定で初検値と希釈再検値の乖離が生じた一例 柳樂　治希

一般演題【一般】

11 月 2 日（土）　9：30 ～ 11：10　＜第 7 会場＞

一般　＜ 9：30 ～ 10：10 ＞
　座長 : 佐々木　彩（国家公務員共済組合連合会…呉共済病院）
番号 演　　題　　名 演　者
107 関節液検査で指摘できた右肘への悪性リンパ腫細胞の集積について 徳永　裕介
108 髄液検査を契機に発見されたBリンパ芽球性白血病（B-ALL）再発の一症例 赤岩　沙紀
109 尿沈渣でマルベリー小体を認めた Fabry 病の一例 西岡　幸満
110 尿中マルベリー小体よりファブリー病の診断に繋がった１症例 上野　由希

一般　＜ 10：10 ～ 10：40 ＞
　座長 : 小野　尚江（社会福祉法人恩賜財団…岡山済生会総合病院）
番号 演　　題　　名 演　者
111 感染症迅速診断キットのオンライン導入に伴う有用性 門脇　朱理
112 OC センサー PLEDIA の基礎的検討 田原　歩華
113 尿中有形成分分析装置 3 機種の比較検討 石橋　直美

一般　＜ 10：40 ～ 11：10 ＞
　座長 : 永田　啓代（独立行政法人…国立病院機構…四国こどもとおとなの医療センター）
番号 演　　題　　名 演　者
114 当院の尿定性検査における内部精度管理の一試案 前川　圭子
115 尿定性試験紙の安定性についての検討 水間　俊一
116 尿検査と腎疾患診断の関連性に関する検討 池田　ゆか
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一般演題【生理】

11 月３日（日）　8：30 ～ 10：30　＜第 1 会場＞

生理　＜ 8：30 ～ 9：00 ＞
　座長 : 渡邊　亮司（済生会…今治病院）
番号 演　　題　　名 演　者
85 呼気ガス分析装置を用いた酸素消費量及び心拍出量測定の有用性の検討 杉原　辰哉
86 steal 症候群による手指潰瘍治療においてＳＰＰ測定が有用であった一例 宮脇可奈子
87 超音波検査が診断に有用であった type Ⅲ b…endoleak の一症例 安岡　佳成

生理　＜ 9：00 ～ 9：30 ＞
　座長 : 西尾　　進（国立大学法人…徳島大学病院）
番号 演　　題　　名 演　者
88 超音波検査により小腸転移性腫瘍による腸重積が確認できた 1 例 若松　宏海
89 胆嚢血腫の一例 黒岩　駿也
90 胆嚢原発神経内分泌癌 (NEC) の 2 例 湯浅　麻美

生理　＜ 9：30 ～ 10：00 ＞
　座長 : 宮元　祥平（高知県高知市病院企業団立…高知医療センター）
番号 演　　題　　名 演　者
91 L/H 比から見えた健常中年者層への頸動脈エコー検査の有用性 湯浅　一樹
92 超音波検査が診断、経過観察に有用であった頸動脈単独解離の一例 榎　　美奈
93 超音波検査により診断および経過観察した巨細胞性動脈炎の一例 出尾　優佳

生理　＜ 10：00 ～ 10：30 ＞
　座長 : 吉武　美香（広島赤十字・原爆病院）
番号 演　　題　　名 演　者
94 当院でのバスキュラーアクセスにおけるエコーの運用と現状 宮元　祥平
95 in-situ 法のバイパス術後，遺残分枝により動静脈瘻を形成し下肢血流障害をきたした1例 松本　力三
96 大腸癌術前における深部静脈血栓症リスク要因の検討 山﨑　彩香

一般演題【生理】

11 月３日（日）　8：30 ～ 10：10　＜第 2 会場＞

生理　＜ 8：30 ～ 9：00 ＞
　座長 : 川﨑　京子（広島県厚生農業協同組合連合会…廣島総合病院）
番号 演　　題　　名 演　者
97 当検査室における心電図検査の精度管理 常松　明莉
98 非典型的な心電図変化を示した前壁梗塞の 2 症例 妹尾　彰之
99 血液透析患者におけるホルター心電図の心拍変動に関する検討 中木　竜馬
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生理　＜ 9：00 ～ 9：40 ＞
　座長 : 寺尾　陽子（公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構…倉敷中央病院）
番号 演　　題　　名 演　者
100 当院の超音波検診併用乳がん検診の成績 濱田まいか
101 当院における健診でのオプション検査としての乳腺エコーの取り組みと業務拡大の検討 内田　智美
102 乳腺腺筋上皮腫 (AME) の 1 症例 中坂　文美
103 非常に稀な乳腺原発平滑筋肉腫の 1 例 山尾　雅美

生理　＜ 9：40 ～ 10：10 ＞
　座長 : 安藤　弘紀（綜合病院山口赤十字病院）
番号 演　　題　　名 演　者
104 神経超音波検査が有用であった左鎖骨上窩神経鞘腫の一例 岡本　翔也
105 当院における小児機能性難聴の臨床的検討 村上　千尋
106 終夜睡眠ポリグラフィー中に心拍停止を認めた 1 例を経験して 香川　葉子

一般演題【血液】

11 月３日（日）　8：30 ～ 10：30　＜第 3 会場＞

血液　＜ 8：30 ～ 9：10 ＞
　座長 : 加藤　千春（鳥取県立中央病院）
番号 演　　題　　名 演　者
29 MDS フォロ－中に PDGF α遺伝子異常を伴う骨髄腫瘍と診断された１例 窪田　知佳

30 MDS-MLD で発症し、MDS-RS-MLD、その後MDS-CMML へと病型移行し
た一例 荒木みな子

31 e13a3(b2a3) 融合を有する CMLの一例 朝霧　　正
32 急性転化をきたしたKMT2A-ELL 陽性 CMMoL の症例 川渕　章弘

血液　＜ 9：10 ～ 9：50 ＞
　座長 : 井上　雄介（国立大学法人…徳島大学病院）
番号 演　　題　　名 演　者
33 当院で経験した骨髄壊死の 2 症例 女鹿田有紗
34 末梢血データからMDS を疑ったAPL の一症例 吉良　美玖
35 がんドッグで発見されたAML/MRC の一例 月原　　瞳

36 エステラーゼ二重染色陰性であったが急性骨髄単球性白血病（AMML）と
判明した一例 秦　真公人

血液　＜ 9：50 ～ 10：30 ＞
　座長 : 早木　弘斉（公益財団法人周南市医療公社…周南市立　新南陽市民病院）
番号 演　　題　　名 演　者
37 CS-5100 を用いたレボヘム PT及びトロンボレル Sの基礎的検討 福島　朱里
38 ワーファリン内服中に発症した後天性血友病Aの１例 渡部　　貴
39 血小板減少と末梢血塗抹標本から診断に至った von…Willebrand 病の１例 毎田　昇平
40 当院で経験した aHUS の 1 症例 藤原　宇志
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一般演題【輸血】

11 月３日（日）　8：30 ～ 10：10　＜第 5 会場＞

輸血　＜ 8：30 ～ 9：00 ＞
　座長 : 柏原　真由（広島大学病院）
番号 演　　題　　名 演　者
117 Ficin 法が有用であった低力価不規則抗体保有患者への輸血症例 糸賀　真人
118 酵素 2 段法でのみ検出された抗 Eの一例 井川加奈子
119 術前検査で C特異性のある温式自己抗体を検出した症例 齋藤　純子

輸血　＜ 9：00 ～ 9：30 ＞
　座長 : 藤原　伸子（社会福祉法人恩賜財団…岡山済生会総合病院）
番号 演　　題　　名 演　者
120 検査技師による輸血現場ラウンドの取り組み 篠原　由佳
121 当院における輸血後感染症検査実施率向上への取り組み 杉本　昌美
122 高度外傷センターにおける血液搬送装置ATRの導入と運用について 石原　智子

輸血　＜ 9：30 ～ 10：10 ＞
　座長 : 平岡希実子（独立行政法人…国立病院機構…四国こどもとおとなの医療センター）
番号 演　　題　　名 演　者
123 交差適合試験不適合を呈した免疫グロブリン大量療法後の 2 症例 瀧本　朋美
124 骨髄異形成症候群 (MDS) と診断された妊婦への輸血対応 杉本　美香
125 当院におけるクリオプレシピテートの運用について 佐々木崇雄
126 当院の心臓大血管手術におけるクリオプレシピテートの有用性 徳住　美鈴

一般演題【臨床化学】

11 月３日（日）　8：30 ～ 9：30　＜第 6 会場＞

臨床化学　＜ 8：30 ～ 9：00 ＞
　座長 : 中岡　　忍（愛媛県立新居浜病院）
番号 演　　題　　名 演　者
46 BODIPY標識コレステロールを用いたHDLのコレステロール引き抜き能の検討 山本　里菜
47 DPP-4の基礎的検討および糖尿病患者、脂肪肝患者における活性値の測定について 石川絢珠華
48 セフェム系抗菌薬の PIVKA- Ⅱへの影響 木村　　充

臨床化学　＜ 9：00 ～ 9：30 ＞
　座長 : 中田　恭文（JA徳島厚生連…吉野川医療センター）
番号 演　　題　　名 演　者
49 乳びによる溶血への影響の検討 大國　　翼
50 JCA-ZS050 におけるリアルタイム異常反応チェック機構の活用 神岡　良助
51 アンバウンドビリルビン測定値の信頼性について 永田　啓代
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一般演題【微生物】

11 月３日（日）　9：40 ～ 10：30　＜第 6 会場＞

微生物　＜ 9：40 ～ 10：10 ＞
　座長 : 河野　允信（医療法人社団…宇部興産中央病院）
番号 演　　題　　名 演　者
13 当院における過去 5 年間の血液培養検査の実施状況 西田　美穂
14 当院の血液培養陽性症例におけるqSOFAに基づく検出菌と臨床的背景の調査 関　　未来
15 血液培養２セット率向上への取組みと成果 有馬由美子

微生物　＜ 10：10 ～ 10：30 ＞
　座長 : 采原　隆志（独立行政法人…国立病院機構…浜田医療センター）
番号 演　　題　　名 演　者
16 当院における血液培養検査状況－ 2011 年以降の変化－ 平井　由紀
17 島根県立中央病院小児科領域における血液培養陽性重症細菌感染症原因菌の推移 和久利美帆


