15．抄録目次

一般演題
〔一般

口演〕

第１日目 10月６日
第３会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 中会議室
＜9：00＞座長：財前 一貴（大分大学医学部附属病院）
１ トランスフェリンを追加導入した便潜血の評価について
大城 七海ほか
２ ファブリー病診断における臨床との連携
角銅 智子ほか
３ 福岡市特定健康診査の開始から10年における実施状況と検査値の統計的考察
山根 直
４ 尿沈渣10倍希釈法の有用性
浦壁 順一郎ほか

〔臨床化学・免疫血清

口演〕

第１日目 10月６日
第４会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 小会議室31
＜10：20＞座長：榎本 恵梨果（大分大学医学部附属病院）
５ 急性腎障害における尿中NGALの有用性について
６ 尿中NGAL測定試薬「アーキテクト・U-NGAL」の性能および有用性評価
７ 肝線維化マーカー「オートタキシン」測定試薬の基礎的性能評価
８ 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリンキットの性能評価
＜11：00＞座長：三栖 徹也（久留米大学病院）
９ ABC分類（胃がんリスク検査）の導入について
10 全血中アンモニア値が心肺停止患者の予後予測因子となる可能性の検討
11 当院健診受診者における血中亜鉛濃度の世代別調査
12 心原性脳塞栓症における鑑別精度および予後の検討

神宮司 亨ほか
古澤 恭平ほか
梅村 明ほか
古川 絢華ほか
平田 哲也ほか
岩見 真人ほか
樽井 里佳ほか
原田 美里ほか

第２日目 10月７日
第４会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 小会議室31
＜９：20＞座長：中村 政敏（鹿児島大学病院）
13 リウマトイド因子がCRP測定に影響を与えたと考えられた１例
野﨑 裕史ほか
14 甲状腺関連項目（TSH, FT3, FT4）測定値に不一致を認めた症例の解析
花島 奈央ほか
15 NAFL、NASHにおける肝線維化マーカーとしてのFib-4 index の有用性 普天間 文也ほか
16 透析患者における心筋障害マーカートロポニンTとトロポニンIの検討
吉田 治代ほか

〔輸血

口演〕

第１日目 10月６日
第３会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 中会議室
＜９：40＞座長：江頭 弘一（久留米大学病院）
17 心臓血管外科手術患者にて抗E＋抗Fyaを検出した一症例
18 当院における過去３年間の不規則抗体検出状況
19 吸着解離試験にて血液型確定が困難であったA1Bmの１症例
＜10：10＞座長：葦苅 巌（大分県済生会日田病院）
20 当院の緊急輸血対応マニュアルに従いB型患者にA型血小板を輸血した１症例
21 手術室非常事態宣言に対する検査部の取り組み
22 ダラツムマブ投与後のDTT処理輸血検査
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松本 亮希ほか
髙嶋 絵実ほか
古城 剛ほか
溝上
川野
舞木

真衣ほか
和彦ほか
弘幸ほか

＜10：40＞座長：松永 光博（地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター）
23 臓器移植におけるLuminex法を用いたHLAタイピングの検討
橋口
24 血液型精査の為のABO遺伝子タイピングの実施
舞木
25 Bmアリルの遺伝子タイピング
宮元

裕樹ほか
弘幸ほか
珠華ほか

第２日目 10月７日
第５会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 小会議室2＋3
＜９：00＞座長：吉田 雅弥（熊本赤十字病院）
26 炎症・感染症における好中球アルカリホスファターゼ活性高値の機序解明 江崎 あき菜ほか
井 美紗稀ほか
27 プロカルシトニンによる単球系細胞からの組織因子とサイトカイン産生刺激について
28 22℃保存血小板の細胞膜蛋白GPⅠb/Ⅸの切断と切断酵素阻害剤の効果について
朝倉 果琳ほか
＜９：30＞座長：川上 保浩（出水総合医療センター）
29 当院における洗浄血小板使用状況について
岩男 千恵子ほか
30 当院における血液製剤廃棄状況とその解析
得能 寛子ほか
31 当院における血液製剤の適正使用と廃棄率ゼロを目指して
金本 人美ほか

〔血液

口演〕

第１日目 10月６日
第１会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza フィルハーモニアホール
＜9：00＞座長：齊藤 祐樹（久留米大学医療センター）
32 末梢血中に芽球様細胞が出現した鉄欠乏性貧血の１例
尾上 由美ほか
33 パルボウイルスB-19感染に伴う急性赤芽球癆の一症例
内村 華ほか
34 播種性血管内凝固症候群を伴った重症熱性血小板減少症候群の１症例
安部 沙耶ほか
35 海外渡航後にデング熱を発症した一例
佐藤 麻衣ほか
＜９：40＞座長：佐々木 高太郎（都城健康サービスセンター）
36 当院で経験した芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍（BPDCN）の１症例
藤垣 大輔ほか
37 CD4（+）CD8（+）double positiveおよびCCR4（-）を示した成人T細胞白血病/リンパ腫の一症例
栗山 正嗣ほか
河野 克也ほか
38 TKI治療中のCMLに発症したJAK2- V617F変異を有するMDS with myelofibrosis
第２日目 10月７日
第３会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 中会議室
＜９：00＞座長：内堀 勢子（地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館）
39 鼻汁採取方法の違いによる好酸球染色の比較
40 診断に苦慮した悪性貧血の１例
41 末梢血異常リンパ球を伴う低悪性度Ｂ細胞性リンパ腫の病型診断
＜９：30＞座長：水永 正一（大分大学医学部附属病院）
42 トロンビン・アンチトロンビン複合体検査試薬「ナノピア®TAT」の基礎的検討
43 当院におけるAPTTクロスミキシングテストの現状
44 DICにおける基礎疾患別のTAT、SFを中心とした変動
45 脳アミロイド血管症に伴う再発性脳出血に対するトラネキサム酸の再発予防効果
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倉永 隆司ほか
永吉 幸ほか
曽我 泰裕ほか
中島 賢祥ほか
岩代 翔吾ほか
岡田 和大ほか
愛甲 杏奈ほか

〔病理・細胞

口演〕

第２日目 10月７日
第４会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 小会議室31
＜９：00＞座長：平山 賢司（公立学校共済組合 九州中央病院）
46 クラミジア陽性症例における遺伝子検査と婦人科細胞診の比較検討
47 S状結腸癌術後、脱分化型脂肪肉腫を発症した１剖検例

〔生理

山口 沙由莉ほか
渋谷 秀徳ほか

口演〕

第１日目 10月６日
第２会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 国際会議室
＜９：00＞座長：竹内 保統（独立行政法人 国立病院機構 熊本医療センター）
48 当院における経胸壁心エコーデータからみたSAPIEN XT弁、SAPIEN3弁の初期・中期成績
杉田 国憲ほか
49 大動脈四尖弁に対してTAVIを施行した一症例
樋口 裕樹ほか
50 感染性心内膜炎症例~心エコーと他部門の連携
小島 真由美ほか
51 TAVIにて右室穿孔を生じ術後急性心不全を呈した一症例
岡村 優樹ほか
＜９：40＞座長：新名 洋明（臼杵市医師会立 コスモス病院）
52 腎細胞癌から転移した心嚢腫瘍の一例
福本 遥佳ほか
53 急性肝炎を疑った急性心筋炎の一例
高橋 光彦ほか
54 悪性高血圧疑いの治療経過を経胸壁心エコー検査で追えた一症例
窪田 典洋ほか
55 術中経食道心エコーで認めた左房内血栓の一例
石橋 正博
＜10：20＞座長：富園 正朋（国立病院機構 鹿児島医療センター）
56 当院で経験した肝血管筋脂肪腫の一例
椎野 有紀ほか
57 超音波検査が検出と診断の契機となった小腸重複症の１例
三根 琴音ほか
58 腎細胞癌と鑑別困難だったオンコサイトーマの一症例
永田 恭子ほか
59 突発性非外傷性胃壁内血腫の１例
古賀 綾子ほか
＜11：00＞座長：大島 綾花（佐賀大学医学部附属病院）
60 下咽頭癌検出・診断における超音波検査の有用性
伊東 春佳ほか
綿苧 寛人ほか
61 診断と経過観察に腹部超音波検査が有用であった急性巣状細菌性腎炎の２小児例
62 甲状腺機能低下症により心不全を発症した１例
内山 聖ほか
63 当院での乳腺造影エコー検査の取り組み
江藤 佳奈ほか
第２日目 10月７日
第２会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 国際会議室
＜８：50＞座長：井本 達也（独立行政法人 国立病院機構 別府医療センター）
64 当院心電図室におけるパニック値の検討
上尾
65 当院におけるImplantable Loop Recorderの現状
竹内
66 ホルター心電計のペースメーカー検出機能により判明し回避できたリバージョンの症例
渡邉
＜９：20＞座長：宮﨑 明信（独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター）
67 総合呼吸抵抗測定装置 MostGraph-01の基礎的検討（第２報）
佐野
68 総合呼吸抵抗測定装置 MostGraph-01の基礎的検討（第３報）
佐野
69 気管支サーモプラスティにおける肺機能検査の有用性
吉冨
70 心疾患患者における握力と関連する生理機能検査項目の検討
松井
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有美ほか
房子ほか
未紗ほか
成雄ほか
成雄ほか
博人ほか
宏樹ほか

＜10：00＞座長：八木 和広（一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団
潤和会記念病院）
〔微生物 口演〕
71 当院での耳鳴検査の現状
横山 祥恵ほか
第1日目
10月6日
72 敗血症患者で多彩な臨床経過を追えた一例
佐々 智子ほか
73
超音波検査が発見契機となった肺膿瘍の１例
森中 恵美ほか
第5会場：ビーコンプラザ
＜10：30＞座長：斎藤 辰好（社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院）
＜9：30＞座長：新開 幸夫（地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館）
平井 宥也ほか
74 慢性炎症性脱髄性多発神経炎にSLEを合併した一例における神経伝導検査の経時的変化
48
75 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
パーキンソン病患者における睡眠中の心拍変動解析
八木 和広ほか
76 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
MRI検査におけるDIR画像とT2Flair画像の比較検討
窪田 駿介ほか
48
＜11：00＞座長：山田 勝也（長崎大学病院）
48 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
77 筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者を肺機能検査で経時的に観察し得た一症例
常松 由華ほか
＜9：30＞座長：新開
幸夫（地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館）
78 肝硬度と生化学検査の臨床検討
中城 雄輝ほか
48
79 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
動脈硬化に関する非侵襲的検査と関連因子についての検討
藤井 直人ほか
80 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
二次健康診断における頸動脈超音波検査の有用性について
道崎 勇二ほか
48

〔微生物

口演〕

48 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
第１日目
10月６日
第５会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 小会議室2＋3
〔病理・細胞 口演〕
＜９：00＞座長：冨岡 正和（都城健康サービスセンター）
81 結核菌群迅速検査の比較検討
東田 和子ほか
第1日目
10月6日RYIDパネルの延長培養における臨床分離株同定の比較検討
82 Microscan
梅谷 昌司ほか
第5会場：ビーコンプラザ
83 全自動遺伝子解析装置GeneXpertシステムを用いたカルバペネマーゼの検出能の検討
平田 京子ほか
＜９：30＞座長：八幡 幸夫（地方独立行政法人
照幸（沖縄県立中部病院）
＜9：30＞座長：新開
佐賀県医療センター好生館）
84 当院の2013年から2017年の５年間における血液培養検査実施状況と評価
中尾 龍之介
48 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
85 血液培養検査に関するICT活動と過去３年間の検査実施状況について
花木 祐介ほか
48
86 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
Chromobacterium haemolyticum による敗血症の１例
冨岡 正和ほか
＜10：00＞座長：松尾
由美（地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター）
48 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
87 当院におけるインフルエンザの検出状況
池田 佳菜子ほか
＜9：30＞座長：新開 幸夫（地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館）
88 フィールドから学ぶジカウイルスの分子疫学的解析
八尋 隆明ほか
48
当院における小児尿培養によりESBL産生大腸菌を検出した症例の患者背景について
金内 弘志ほか
89 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
90 好中球機能測定による柿種子の抗酸化作用の評価
エアロゾル対策危機管理マニュアルの策定
八幡 照幸ほか
48
第２日目 10月７日
第４会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 小会議室31
＜10：00＞座長：吉良 理穗（大分市医師会立 アルメイダ病院）
91 喀痰のグラム染色を契機に肺クリプトコッカス症の診断に至った一症例
後藤 裕一ほか
92 抗酸菌蛍光染色における迅速化の検討
田中 麻梨乃ほか
93 グラム染色で認めたMycobacterium abscessus 皮膚感染症の２症例 
江島 遥ほか
＜10：30＞座長：田口 舜（地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館）
94 Pseudomonas aeruginosa との鑑別に苦慮したPseudomonas otitidis の１例
河原 菜摘ほか
95 Panton-Valentine leukocidin 産生黄色ブドウ球菌による小児皮膚疾患の１症例
平良 大輝ほか
96 Enterococcus hirae による感染症例
渡久地 陽架ほか
97 Sneathia sanguinegenes による子宮内感染症の１例
山田 明輝ほか
＜11：10＞座長：林 秀幸（独立行政法人 国立病院機構 熊本医療センター）
98 スエヒロタケ（Schizophyllum commune ）によるアレルギー性気管支肺真菌症の１例
入村 健児ほか
99 血液培養より分離された Kodamaea ohmeriの１症例
鳥巢 由真ほか
100 非典型的形態を呈するAspergillus fumigatus が分離された１症例
松元 優太ほか
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〔チーム医療・管理運営

口演〕

第１日目 10月６日
第４会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 小会議室31
＜９：00＞座長：奥下 由紀子（社団法人 遠賀中間医師会 おんが病院）
101 FreeStyleリブレで得られた血糖変動パターンを多職種と共有し患者指導に生かす試み
102 当院における健診での糖尿病ハイリスク者への早期介入
103 FGM（Flash Glucose Monitoring）利用して、１年間のまとめ
＜９：30＞座長：谷 好子（医療法人 野口記念会 野口病院）
104 ジャパン・マンモグラフィー・サンデー（JMS）への当院での取り組み
105 当院における栄養評価指標の検討
106 外国人患者受け入れのための当院での取り組み
107 変化に対応する組織力
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深水
尾方

由美ほか
明美ほか
仲里 幸康

岩崎
岩崎
福井
北村

美希ほか
信子ほか
達也ほか
洋子ほか

