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特別企画目次
　

特別講演
第2日目（12月2日）第1会場（能楽ホール）

＜13：15～14：00＞

【S-1】雅楽の世界へようこそ
 演　奏：河原町雅韻会

教育講演Ⅰ
第1日目（12月1日）第1会場（能楽ホール）

＜13：15～14：15＞ 座　長：吉村   豊（学会長　（医療法人　和幸会　阪奈中央病院））

【S-2】患者が望むチーム医療とコミュニケーション
理事長　山口 育子（認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML）

教育講演Ⅱ
第2日目（12月2日）第2会場（会議室1）

＜14：30～16：00＞ 「クリニクラウン協会の活動について〜ワークショップ〜」
 座　長：藤本 一満（倉敷芸術科学大学）

【S-3】1． すべてのこどもにこども時間を！こどもの心を育むコミュニケーション 
クリニクラウンの実践報告とクラウンハートワークショップ

石井 裕子（認定NPO法人日本クリニクラウン協会（JCCA））
熊谷 恵利子（認定NPO法人日本クリニクラウン協会（JCCA））

シンポジウムⅠ　チーム医療
第1日目（12月1日）第1会場（能楽ホール）

＜10：00～11：30＞ 「躍進する臨床検査〜在宅で活躍する臨床検査技師を目指して〜」
 座　長：山﨑 正晴（奈良県立医科大学付属病院）
 　　　　北川 孝道（天理よろづ相談所病院）

【S-4】1． 2025年から2040年を見据えた地域包括ケアシステムと在宅医療、そして医療専
門職に求められる心構え

次橋 幸男（天理よろづ相談所病院）

【S-5】2．診療報酬改定の4つの柱を実現するには〜訪問看護師の立場からの思い願うこと〜
出原 雅代（株式会社マテリアル　訪問看護ステーションもぁ）

【S-6】3．在宅医療への検査技師の関わり
猪田 猛久（済生会中和病院）
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シンポジウムⅡ　臨床化学・免疫
第1日目（12月1日）第4会場（会議室3）

＜10：00～11：30＞ 「躍進する臨床検査　〜臨床化学免疫検査で遭遇する落とし穴〜」
 座　長：東   正浩（市立敦賀病院）
 　　　　松川 裕一（独立行政法人地域医療機能推進機構……滋賀病院）

【S-7】1．〜腫瘍マーカー編〜
岡崎 一幸（京都大学医学部附属病院）

【S-8】2．梅毒検査におけるピットフォール 〜梅毒検査の意義から結果の解釈まで〜
井尻 健太郎（淀川キリスト教病院）

【S-9】3．生化学機器で免疫項目を測定する際の注意点
金田 幸枝…（積水メディカル株式会社）

シンポジウムⅢ　生理
第1日目（12月1日）第6会場（会議室5）

＜10：00～11：30＞ 「生理検査の精度保証；ISO15189取得に向けて」
 座　長：中塚 賢一（和歌山県立医科大学附属病院）
 　　　　森嶋 良一（奈良県立医科大学附属病院）

【S-10】1．心電図検査を例にして
大西 重樹（京都第一赤十字病院）

【S-11】2． ISO15189取得を通じて得たもの、明日からできる呼吸機能検査の精度管理
高谷 恒範（奈良県立医科大学附属病院）

【S-12】3．生理検査におけるISO15189取得  〜脳波検査と精度管理〜
福岡…恵子（神戸大学医学部附属病院）

【S-13】4．超音波検査の精度保証（ISO15189取得・更新に向けた取り組み）
谷口 京子（近畿大学医学部附属病院）他

シンポジウムⅣ　輸血
第1日目（12月1日）第1会場（能楽ホール）

＜14：30～16：30＞ 「躍進する臨床検査 〜チームで取り組む輸血医療〜」
 座長：原　 健介（亀岡市立病院）
 　　　海老田 ゆみえ（福井大学医学部付属病院）

【S-14】1．輸血専任技師による安全な輸血実現への取り組み
前田 岳宏（近畿大学医学部付属病院）

【S-15】2．輸血医療に取り組むという共通で明確な目標
吉田 正明（独立行政法人……地域医療機能推進機構……滋賀病院）

【S-16】3．看護師からの輸血療法におけるチーム医療への招待
坂田 幸代（奈良県立医科大学付属病院）

【S-17】4．「輸血医療チーム」活動の重要性
中村 文彦（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）
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シンポジウムⅤ　病理
第1日目（12月1日）第2会場（会議室1）

＜14：30～16：00＞ 「病理検査における精度保証〜病理検体取扱いマニュアルの活用と現状〜」
 座　長：栗山 行央（紀南病院）
 　　　　浦　 雅彦（近畿大学医学部奈良病院）

【S-18】1．当センターでの運用と対応について
水上 利嗣（株式会社メディック）

【S-19】2．当院での運用と実際
宇仁 和将（大阪市立大学医学部附属病院）他

【S-20】3．ゲノム医療時代における病理検体の重要性
森井 英一（大阪大学大学院医学系研究科）

シンポジウムⅥ　一般
第1日目（12月1日）第4会場（会議室3）

＜14：30～16：30＞ 「躍進する臨床検査〜尿一般検査領域における更なる付加価値情報を再考する〜」
 座　長：大沼 健一郎（神戸大学医学部附属病院）
 　　　　中村 彰宏（天理医療大学）

【S-21】1．細菌類〜尿路感染症適正治療へのさらなる貢献をめざして〜
中村 彰宏（天理医療大学）

【S-22】2．上皮細胞類 特にポドサイトについて
大崎 博之（神戸大学大学院）他

【S-23】3．卵円形脂肪体
川邊 民昭（京都市立病院）

【S-24】4．〜ファブリー病を検出するためのマルベリー小体の有用性〜
堀田 真希（大阪大学医学部附属病院）

シンポジウムⅦ　遺伝子
第1日目（12月1日）第5会場（会議室4）

＜14：30～16：00＞ 「躍進する臨床検査 〜こんな時遺伝子関連検査！戦力となる遺伝子関連検査！～」

 座　長：飯田 貴雄（福井県立病院）
 　　　　前川 ふみよ（天理よろづ相談所医学研究所）

【S-25】1．造血器腫瘍遺伝子検査〜院内実施のメリット〜
末岡 　馨（神戸市立医療センター中央市民病院）

【S-26】2．低悪性度B細胞リンパ腫における分子生物学的検索
竹岡 加陽（天理よろづ相談所医学研究所）

【S-27】3．血液疾患染色体G-bandとFISH、SKYを使った総合解析の有用性について
高橋 郁子（株式会社エスアールエル）
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シンポジウムⅧ　臨床化学・免疫
第1日目（12月1日）第6会場（会議室5）

＜14：30～16：30＞ 「臨床化学免疫検査分野における卒前教育と職場での卒後教育との関連」
 座　長：後藤 直樹（京都保健衛生専門学校）
 　　　　田中　 忍（奈良県立医科大学附属病院）

【S-28】1．臨床検査教育の現状
坂本 秀生（神戸常盤大学保健科学部）

【S-29】2．学内における教育の現状（学内実習・臨地実習など）
藤本 一満（倉敷芸術科学大学）

【S-30】3．検査センターの立場から
飯田 一博（株式会社 保健科学西日本）

【S-31】4．元実習生の立場から
鈴木 智明（独立行政法人 地域医療機能推進機構 京都鞍馬口医療センター）

【S-32】5．大学病院の立場から
和田 　哲（和歌山県立医科大学附属病院）

シンポジウムⅨ　血液
第2日目（12月2日）第1会場（能楽ホール）

＜9：00～11：00＞ 「躍進する臨床検査 〜Plasma cell myelomaの診断と治療〜」
 座　長：田邊 正喜（彦根市立病院）
 　　　　下村 大樹（天理よろづ相談所病院）

【S-33】1．多発性骨髄腫の末梢血・骨髄における形態所見
清水 早苗（福井県立病院）

【S-34】2．生化学・免疫検査
増田 詩織（近畿大学医学部附属病院）

【S-35】3．フローサイトメトリーの将来展望
丸岡 隼人（神戸市立医療センター中央市民病院）

【S-36】4．多発性骨髄腫の診断と治療
島崎 千尋（独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター）

シンポジウムⅩ　微生物
第2日目（12月2日）第9会場（レセプションホール2）

＜10：30～12：00＞ 「躍進する臨床検査　〜AMR対策における検査技師と他職種との連携〜」
 座長：小泉 　章（奈良県立医科大学附属病院）
 　　　口広 智一（公立那賀病院）

【S-37】1．臨床検査技師が連携するために必要なこと
阿部 教行（天理よろづ相談所病院）他

【S-38】2．クリニックでの連携
前田 雅子（まえだ耳鼻咽喉科クリニック）他
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【S-39】3．薬剤師とコラボで取り組む抗菌薬適正使用支援
小阪 直史（京都府立医科大学附属病院）

【S-40】4．大学病院内での連携
笠原 　敬（奈良県立医科大学）

教育セミナーⅠ　血液
第1日目（12月1日）第2会場（会議室1）

＜10：00～11：00＞ 「難しいが見逃すことの許されない細胞の観察ポイント」
 座　長：梅村 茂人（滋賀県立総合病院）
 　　　　箕浦 直人（和歌山県立医科大学附属病院）

【S-41】1．血球形態異常（異形成）の見方 
中西 加代子（京都大学医学部附属病院）

【S-42】2．リンパ系腫瘍
永井 直治（天理よろづ相談所病院）

教育セミナーⅡ　遺伝子
第1日目（12月1日）第5会場（会議室4）

＜11：00～12：00＞ 「造血器腫瘍における染色体検査・FISH法の基礎と臨床的意義」
 座　長：入野　 保（長浜バイオ大学）

【S-43】「造血器腫瘍における染色体検査・FISH法の基礎と臨床的意義」
福塚 勝弘（天理よろづ相談所医学研究所）

教育セミナーⅢ　微生物
第1日目（12月1日）第9会場（レセプションホール2）

＜10：00～11：00＞ 「AMR対策における薬剤耐性菌の知識」
 座　長：中村 竜也（京都橘大学）

【S-44】 AMR対策における薬剤耐性菌の基礎知識  
薬剤耐性菌の基礎

矢野 寿一（奈良県立医科大学） 

教育セミナーⅣ　生理
第1日目（12月1日）第9会場（レセプションホール2）

＜14：30～16：30＞ 「きれいにとれるシリーズ① エコーライブ」
 座　長：北川 孝道（天理よろづ相談所病院）

【S-45】1．心臓超音波「基本断面をきれいにとるためのポイント」
松谷 勇人（天理よろづ相談所病院）

【S-46】2．腹部超音波「意識して見るためのコツ」
西岡 正彦（大和高田市立病院）
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教育セミナーⅤ　一般
第2日目（12月2日）第4会場（会議室3）

＜9：00～10：30＞ 「一般検査ベーシックマスター！」
 座　長：藪 真奈美（公立甲賀病院）
 　　　　鈴木 恭子（紀南病院）

【S-47】1．尿定性検査マスター
吉永 治代（株式会社エスアールエル）

【S-48】2．尿中有形成分分析装置マスター
藤内 千歳（京都第二赤十字病院）

【S-49】3．尿沈渣検査マスター
北川 大輔（奈良県総合医療センター）

【S-50】4．体腔液検査マスター
佐伯 仁志（国立病院機構…敦賀医療センター）

【S-51】5．寄生虫検査マスター
大沼 健一郎（神戸大学医学部附属病院）

教育セミナーⅥ　臨床化学・免疫
第2日目（12月2日）第9会場（レセプションホール2）

＜9：00～10：30＞ 「皆が悩む精度保証」
 座　長：高崎　 匡
 　　　　元中 秀行（近江八幡市立総合医療センター）

【S-52】1．検体検査の精度保証のために求められること
渡辺 勇気（神戸大学医学部附属病院）

【S-53】2．臨床検査の各プロセスにおける精度保証の要
倉村 英二（天理よろづ相談所病院）

【S-54】3． eQAPiによる精度管理 
測定結果を保証するために
中島 豊勝（シスメックス株式会社）

教育セミナーⅦ　細胞診
第2日目（12月2日）第3会場（会議室2）

＜10：30～12：00＞ 「細胞検査士の育成と問題点」
 座　長：黒木 和人（福井済生会病院）
 　　　　西川 　武（奈良県立医科大学附属病院）

【S-55】1．京都と当院細胞診教育セミナーの現状
林…孝俊（京都民医連中央病院）

【S-56】2．奈良県における細胞検査士養成の現状と問題点
安達…博成（高清会 高井病院）
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【S-57】3．細胞検査士養成に向けた兵庫県臨床検査技師会の取り組み
山下 展弘（神戸市立医療センター西市民病院）他

【S-58】4．細胞検査士の教育の現状と将来
南雲 サチ子（大阪大学大学院医学系研究科）

教育セミナーⅧ　一般
第2日目（12月2日）第4会場（会議室3）

＜10：30～11：30＞ 「多変量回帰分析から見える尿一般検査成績の底力」
 座　長：南保 栄美子（福井循環器病院）
 　　　　刀根 由美子（福井赤十字病院）

【S-59】「多変量回帰分析から見える尿一般検査成績の底力」
山西 八郎（天理医療大学）

教育セミナーⅨ　総合管理・チーム医療
第2日目（12月2日）第7会場（会議室6）

＜10：30～12：00＞ 「検査説明に生かせる検査データの読み方 〜基礎編〜」
 座　長：木下 真紀（天理よろづ相談所病院）

【S-60】1．生化学
畑中 徳子（天理医療大学）

【S-61】2．凝固
桝谷 亮太（大阪医科大学附属病院）

【S-62】3．血液
田辺 祐也（（株）ファイルコバイシステムズ総合研究所）

教育セミナーⅩ　統計
第2日目（12月2日）第5会場（会議室4）

＜14：30～16：00＞ 医療統計学初級講座 「統計検定手法の選び方」
 座　長：山西 八郎（天理医療大学）

【S-63】医療統計学初級講座　「統計検定手法の選び方」
大林 　準（天理よろづ相談所医学研究所）

教育セミナーⅪ　輸血
第2日目（12月2日）第7会場（会議室6）

＜14：30～16：00＞ 「造血幹細胞移植と輸血検査」
 座　長：坊池 義浩（神戸学院大学） 

【S-64】1．造血幹細胞移植と輸血検査
藤盛 好啓（兵庫医科大学病院）
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【S-65】2．血液型不適合造血幹細胞移植患者における輸血管理
藤野 惠三（大阪市立大学医学部附属病院）

教育セミナーⅫ　生理
第2日目（12月2日）第9会場（レセプションホール2）

＜14：15～16：15＞ 「きれいにとれるシリーズ② 講義編」
 座　長：吉田 秀人（天理よろづ相談所病院）

【S-66】1．きれいにとろう！心電図
守部　 司（福井赤十字病院）

【S-67】2．きれいにとるための呼吸機能検査のポイント
藤澤 義久（滋賀医科大学附属病院）

【S-68】3．良好な PSG 検査記録を行うコツ
山崎 功次（馬場記念病院）

【S-69】4．きれいな脳波波形を記録するポイント
宮林 知誉（天理よろづ相談所病院）

日臨技企画Ⅰ
第2日目（12月2日）第1会場（能楽ホール）

＜11：15～12：00＞ 座　長：勝山 政彦　奈臨技会長（大和高田市立病院）

【S-70】日臨技を新生させ、未来を拓く
宮島 喜文（日本臨床衛生検査技師会）

【S-71】医療法等の一部改正における日臨技対応について
滝野 　寿（日本臨床衛生検査技師会）

日臨技企画Ⅱ
第1日目（12月1日）第5会場（会議室4）

＜10：00～10：30＞ 座　長：藪内 博史　実行委員長（奈良県立医科大学附属病院）

【S-72】医療法等の一部改正に伴う日臨技の対処方針
滝野 　寿（日本臨床衛生検査技師会）

第2日目（12月2日）第2会場（会議室1）
＜9：00～9：30＞ 座　長：藪内 博史　実行委員長（奈良県立医科大学附属病院）

【S-72】医療法等の一部改正に伴う日臨技の対処方針
滝野　 寿（日本臨床衛生検査技師会）
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日本臨床検査医学会特別講演
第1日目（12月1日）第1会場（能楽ホール）

＜16：45～17：45＞ 座　長：岡田 仁克（大阪医科大学附属病院）

【S-73】 医師はどのようにして診断にたどり着くのか？ 
〜認知心理学の知見から〜

鈴木 富雄（大阪医科大学附属病院地域総合医療科学）

日本臨床検査医学会教育講演
第1日目（12月1日）第3会場（会議室2）

＜11：00～12：00＞ 座　長：武内　 徹（大阪医科大学第Ⅳ内科学）

【S-74】がんの遺伝子検査－検査の実施と結果解釈にあたっての留意点－
宮﨑 彩子（兵庫医科大学臨床検査医学）

日本臨床検査医学会シンポジウム
第1日目（12月1日）第3会場（会議室2）

＜14：15～16：15＞ 「耐性菌対策に細菌学的検査をどう生かすか」
 座　長：浮村　 聡（大阪医科大学附属病院感染対策室）

【S-75】1　基礎教室の立場から-グラム陰性菌について
中野 竜一（奈良県立医科大学微生物学講座）

【S-76】2　病院検査部の立場から-グラム陽性菌を中心に
長尾 美紀（京都大学医学部附属病院臨床病態検査学）

【S-77】3　抗生物質適正使用支援の現場から
山田 康一（大阪市立大学臨床感染制御学）

【S-78】4　細菌検査の結果を地域ネットワークにどう生かすか
浮村　 聡（大阪医科大学附属病院感染対策室）

日本衛生検査所協会近畿支部　シンポジウムⅠ
第1日目（12月1日）第8会場（会議室8）

＜14：30～15：30＞ 座　長：島田 一彦（（株）兵庫県臨床検査研究所 ）
 　　　　荒木 年夫（（株）大阪血清微生物研究所）

【S-79】学術業績を残す。そして次のステップへ
増田 詩織 （近畿大学医学部付属病院）他

日本衛生検査所協会近畿支部　シンポジウムⅡ
第1日目（12月1日）第8会場（会議室8）

＜15：30～16：30＞ 座　長：島田 一彦（（株）兵庫県臨床検査研究所 ）
 　　　　荒木 年夫（（株）大阪血清微生物研究所）

【S-80】法改正について、日臨技の取り組み
滝野　 寿 （日本臨床衛生検査技師会）
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三団体合同企画RCPC
第2日目（12月2日）第2会場（会議室1）

＜10：00～12：00＞ 司　会：山﨑 正晴（奈良県立医科大学附属病院）
 　　　　竹内 秀史（日本医学株式会社）

【S-81】症例1
提示；中村 文彦（奈良県総合医療センター）
解読；鬮橋 進吾（京都第一赤十字病院）
　　　小山 明日美（紀南病院）

【S-82】症例2
提示；松尾 収二（天理よろづ相談所病院）
解読；黒瀬 知美（福井大学医学部附属病院）
　　　藤江 拓也（大和高田市立病院）

学生企画
第2日目（12月2日）第1会場（能楽ホール）

＜14：30～16：00＞ 「将来なりたいのはどんな臨床検査技師ですか？」
 座　長：戸田 好信 （天理医療大学　医療学部　臨床検査学科）
 　　　　伊藤 洋志 （長浜バイオ大学　バイオサイエンス学部　臨床検査学プログラム）

【S-83】1．臨床検査技師としての将来性と可能性
井ノ上 稜、大西 里佳、角 　幸未、山﨑 健太
（天理医療大学　医療学部　臨床検査学科）

【S-84】2．バイオを学ぶ学生の目指す技師像
山田 将太、井口 航平、工藤 雄貴
（長浜バイオ大学　バイオサイエンス学部　臨床検査学プログラム）

【S-85】3．臨地実習で出会った理想の臨床検査技師
小元 真生、八木 綾菜（大阪医療技術学園専門学校　臨床検査技師科）

【S-86】4．挑戦に年齢制限なし！私が目指す臨床検査技師
①「本校について」
②「できることは多い方が楽しい」
③「専門性と手段と目的」
市坂 一哉、今坂 朋香、渡部 宇洋
（京都保健衛生専門学校　第二臨床検査学科）

【S-87】5．学生と働く臨床検査技師のビジョン
浅野 琴美、池田 恭子、木築 友里、清水 晴香
（神戸常盤大学　保健科学部　医療検査学科）

【S-88】6．日常業務から研究テーマを見出せる臨床検査技師をめざして
榎本 圭織、古川 明音（神戸大学医学部…保健学科　検査技術科学専攻）

【S-89】医療現場が求める臨床検査技師像
椙山 広美（日本臨床衛生検査技師会）
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一般演題目次
　

①微生物
1日目（12/1）第9会場（レセプションホール2）

＜11：00～11：30＞ 座　長：田平 昭彦（大和橿原病院）

1　微生物-1　Lodderomyces elongisporusによる血流感染症の1例
中村 悠介（労働者健康安全機構…神戸労災病院）他

2　微生物-2　子宮内膜吸引組織診後に劇症型溶血性レンサ球菌感染症を来たした1例
後藤 孝文（公立豊岡病院…細菌検査室）他

3　微生物-3　中間尿から分離したHaemophilus influenzaeの1例
山田 真以（彦根市立病院）他

1日目（12/1）第9会場（レセプションホール2）
＜11：30～12：00＞ 座　長：竹川 啓史（神戸市立西神戸医療センター）

4　微生物-4　黒色酵母、赤色酵母真菌の簡易鑑別法および抗真菌薬感受性の検討
佐子　 肇（独立行政法人…国立病院機構…刀根山病院）他

5　微生物-5　当院における過去5年間のカンジダ菌血症症例の傾向
寺口　 皓（近畿大学医学部奈良病院）他

6　微生物-6　 本邦の医療機関およびフィリピンの環境から分離されたAeromonas属の分子
遺伝学的解析
田内 絢子（奈良県立医科大学微生物感染症学講座）他

1日目（12/1）第6会場（会議室5）
＜13：15～13：45＞ 座　長：近澤 秀己（近江八幡市立総合医療センター）

7　微生物-7　PBP2’検出イムノクロマトキットの有用性の検討
西岡 聖美（地方独立行政法人…大阪市民病院機構…大阪市立総合医療センター）他

8　微生物-8　NVSのSatellitism testにストリークするStaphylococciの検討
古垣内 美智子（近畿大学医学部附属病院）他

9　微生物-9　 腸管出血性大腸菌検出における2種類のエンテロヘモリジン寒天培地の性能比較 
O群の血清型試験を省略することを目的として
佐藤 吉祥（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

＜13：45～14：15＞ 座　長：木村 圭吾（大阪大学医学部附属病院）

10　微生物-10　デュオパスベロトキシン陰性のEscherichia coli O157の解析
江口 香織（近畿大学医学部附属病院）他

11　微生物-11　Klebsiella pneumoniaeの過粘調性に影響する要因についての検討
阿部 教行（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

12　微生物-12　ストレプトLA　NX「生研」の有用性の検討
堀内 美里（市立敦賀病院）他
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1日目（12/1）第4会場（会議室3）
＜16：40～17：10＞ 座　長：津田 美佐代（福井循環器病院）

13　微生物-13　 微生物検査院内化の効果と課題 
一部院内導入後3年が経過して
佐々木 千鶴（福井県立病院）他

14　微生物-14　AMR対策アクションプランを踏まえた細菌検査フローの見直しとその効果
園屋 陽平（国立研究開発法人…国立循環器病研究センター）他

15　微生物-15　 ICTラウンドを契機に発見されたGranulicatella adiacensによる感染性心
内膜炎の1症例
杉野 翔太（紀南病院）他

＜17：10～17：50＞ 座　長：山田 幸司（京都府立医科大学附属病院）

16　微生物-16　菌種同定検査途上で発覚した 1 次鑑別により誘発された菌種推定誤認事例
藤田 朋浩（学校法人北里研究所…北里大学メディカルセンター）他

17　微生物-17　腸管スピロヘータ症の診断に腸管洗浄液のグラム染色が有用であった一例
宇都宮 加奈（地方独立行政法人加古川市民病院機構…加古川中央市民病院）他

18　微生物-18　血液培養からDialister pneumosintesを分離した子宮留膿腫の1症例
中辻 瑞穂（滋賀県立総合病院）他

19　微生物-19　破傷風患者の創部組織よりClostridium tetaniが分離された一症例
中尾 龍之介（国家公務員共済組合連合会…新別府病院）

2日目（12/2）第6会場（会議室5）
＜9：00～9：40＞ 座　長：福田 砂織（天理よろづ相談所病院）

20　微生物-20　 肺上葉切除術中に提出された組織よりMycobacterium marseillenseを検
出した一例
福澤 京介（西宮市立中央病院…医療技術部…臨床検査科）他

21　微生物-21　帝王切開創部からMycobacterium fortuitumが検出された1症例
太田 亜紀子（福井県立病院）他

22　微生物-22　 Mycobacterium wolinskyi</I>による腹膜透析カテーテル皮下トンネル感
染症の一例
谷野 洋子（京都府立医科大学附属病院）

23　微生物-23　当院における10年間の抗酸菌検出状況
吉田 匡辰（一般社団法人…日本海員掖済会…神戸掖済会病院）

2日目（12/2）第6会場（会議室5）
＜9：40～10：10＞ 座　長：仁木 　誠（大阪市立大学医学部附属病院…感染制御部）

24　微生物-24　 Escherichia coli ST131 Clade C1-M27の全ゲノムを用いたパンデミック
因子の探索
近江…俊恭（天理医療大学 医療学部 臨床検査学科）他

25　微生物-25　 糸状菌のMALDI-TOF MS解析における各種前処理法による蛋白質抽出効率
の比較
東 　成臣（天理医療大学 医療学部 臨床検査学科）他
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26　微生物-26　 Next-Generation Sequencingを用いたEscherichia coli ST131 特異的タ
ンパク質の追求
野口 延由（学校法人…天理よろづ相談所学園…天理医療大学）他

＜10：10～10：20＞ 企業演題
 座　長：仁木 　誠（大阪市立大学医学部附属病院…感染制御部）

企1　企1　 全自動遺伝子解析装置FilmArrayシステムを用いたシンドロミックアプローチ（臨
床症状別アプローチ）
松田 宇翔（ビオメリュー・ジャパン株式会社）

2日目（12/2）第2会場（会議室1）
＜13：15～13：45＞ 座　長：口広 智一（公立那賀病院）

27　微生物-27　当院の過去5年間のMRSA検出率とPOT番号の推移について
近澤…秀己（近江八幡市立総合医療センター）他

28　微生物-28　 POT法を利用したClostridium difficile 分子疫学解析の院内感染対策への有
用性
山下　 愛（国立大学法人…神戸大学医学部附属病院）他

29　微生物-29　 イムノクロマトグラフィー法とXpert　C. difficileを用いた遺伝子検査の比
較検討 
Clostridium difficile トキシン検査
濱野 京子（京都大学医学部附属病院…検査部）他

＜13：45～14：15＞ 座　長：阿部 教行（天理よろづ相談所病院）

30　微生物-30　尿から分離されたIMP-1産生Providencia stuartiiの1症例
宇井 孝爾（奈良県立医科大学附属病院）

31　微生物-31　当院におけるCREの検出状況
尾崎 鈴佳（大阪市立大学医学部附属病院）他

32　微生物-32　binary toxin産生C.difficileを検出した1症例
澤田 彩香（社会福祉法人恩賜財団済生会…大阪府済生会野江病院）他

2日目（12/2）第3会場（会議室2）
＜14：30～15：10＞ 座　長：宇井 孝爾（奈良県立医科大学附属病院）

33 　微生物-33　Actinotignum schaaliiによる乳房蜂窩織炎・腹部膿瘍の1症例
木下　 愛（滋賀医科大学医学部附属病院）他

34　微生物-34　尿中抗原検査が功を奏したレジオネラと肺炎球菌の重複感染肺炎の一例
福田 砂織（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

35　微生物-35　海外渡航者からEscherichia albertiiを分離した一例
志村 敏史（国家公務員共済組合連合会…大手前病院）

36　微生物-36　 フルオロキノロン耐性、莢膜多糖体非合成髄膜炎菌による脾臓摘出後重症感
染症の一例
飯島 紅祐（兵庫医科大学病院）他
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②臨床化学・免疫
1日目（12/1）第4会場（会議室3）

＜11：30～12：00＞ 座　長：前原　 純（橋本市民病院）

37　臨床化学免疫-1　 自動分析装置LABOSPECT008で経験したラテックス項目のデータ異
常について

頃橋 信慶（奈良県立医科大学附属病院）他

38　臨床化学免疫-2　KL-6が異常高値を示した事例
乾　 瑞起（兵庫医科大学病院…臨床検査技術部）他

39　臨床化学免疫-3　ラテックス免疫比濁法を用いたLASAYオートKL-6の基礎的検討
森崎 隆裕（一般財団法人…住友病院…診療技術部…臨床検査技術科）他

＜13：15～13：45＞ 座　長：川原 宏恵（大阪市立大学医学部附属病院）

40　臨床化学免疫-4　エクルーシス試薬FT4Ⅲの基礎的検討
河本 友美（大阪医科大学附属病院）他

41　臨床化学免疫-5　「コルチゾール・アボット」についての基礎的検討
堀内 駿矢（地方独立行政法人大阪府立病院機構…大阪急性期・総合医療セン
ター）他

42　臨床化学免疫-6　「アクセス25（OH）ビタミンD Total」の基礎的検討
春名 希依子（地方独立行政法人大阪府立病院機構…大阪急性期・総合医療セン
ター）他

＜13：45～14：15＞ 座　長：陰山 友希（一般社団法人 姫路市医師会）

43　臨床化学免疫-7　尿素窒素測定試薬　4試薬の比較検討
頃橋 信慶（奈良県立医科大学附属病院）他

44　臨床化学免疫-8　クレアチニン測定試薬　5試薬の比較検討
倉田 主税（奈良県立医科大学附属病院）他

45　臨床化学免疫-9　クレアチニン測定試薬の基礎的検討および検量物質の比較について
和田　 哲（公立大学法人…和歌山県立医科大学附属病院）他

1日目（12/1）第6会場（会議室5）
＜16：40～17：10＞ 座　長：米本 圭佑 （近畿大学医学部附属病院）

46　臨床化学免疫-10　血糖値上昇抑制についての検討
田邊…伊吹（日本医療学院専門学校）他

47　臨床化学免疫-11　HbA1c測定装置データベース解析による知見
鈴木 誠也（公立大学法人…和歌山県立医科大学附属病院）他

48　臨床化学免疫-12　当センターで経験したHbA1cの異常クロマトグラムについて
田路 夕海（地方独立行政法人大阪府立病院機構…大阪急性期・総合医療セン
ター）他
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＜17：10～17：30＞ 企業演題
 座　長：雪松 里佳（兵庫医科大学病院）

企2　企2　「ダイヤカラー・CO2」のご紹介
高橋 綾香（東洋紡株式会社 診断システム事業部）

企3　企3　日本電子 新型生化学自動分析装置 JCA-ZS050 のご紹介
土井…悠平（日本電子株式会社）

2日目（12/2）第6会場（会議室5）
＜10：40～11：20＞ 座　長：藤田 宜子（株式会社 兵庫県臨床検査研究所）

49　臨床化学免疫-13　過去10年間における当院で見つかったE型肝炎
横山 孝治（福井県済生会病院）他

50　臨床化学免疫-14　B型肝炎ウイルス再活性化対策の現状とその効果
内池 伸和（奈良県立医科大学附属病院…）他

51　臨床化学免疫-15　がん患者を対象にした検査説明の活動について
井尻 健太郎（淀川キリスト教病院…臨床検査課）他

52　臨床化学免疫-16　 積極的な診療支援のツールとしてDSS（診断支援システム）を利用す
ることの試み 
蛋白分画追加検査のためのロジックとして

田村 早紀（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

＜11：20～12：00＞ 座　長：北園 竜彦（京都第二赤十字病院）

53　臨床化学免疫-17　 ヒト精巣上体蛋白4（HE4）測定試薬の検討 
基礎的検討を中心に

佐藤 絵里香（地方独立行政法人大阪府立病院機構…大阪急性期・総合医療セン
ター）他

54　臨床化学免疫-18　SCC測定におけるFEIA法の性能評価
岡本 朋子（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

55　臨床化学免疫-19　敗血症におけるプロカルシトニンの有用性の検討
原田 直宏（地方独立行政法人…奈良県立病院機構…奈良県西和医療センター）他

56　臨床化学免疫-20　AMI患者における高感度トロポニンIの臨床的有用性の評価
近藤 拓也（紀南病院）他

＜13：15～13：45＞ 座　長：姫野 美保 （（株）ファルコバイオシステムズ総合研究所）

57　臨床化学免疫-21　ブートストラップ法による基準範囲の推定
山下 綾菜（天理医療大学 医療学部 臨床検査学科）他

58　臨床化学免疫-22　HDLの日差再現性の評価と経時変化について
西原 温子（パナソニック健康保険組合…松下記念病院）他

59　臨床化学免疫-23　 免疫グロブリンとの結合でアルカリホスファターゼ活性が阻害された
2症例

成田 真奈美（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他
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＜13：45～14：15＞ …座　長：小笠原 志朗 （公立那賀病院）

60　臨床化学免疫-24　POD反応系試薬の反応チェック試薬の開発
末光 莉佳（天理医療大学 医療学部 臨床検査学科）他

61　臨床化学免疫-25　富士ドライケムNX500によるT-BIL、血糖測定の評価
山本 成登（兵庫医科大学病院…臨床検査技術部）他

62　臨床化学免疫-26　 血液ガス分析装置と生化学分析装置においてClが乖離したFanconi症
候群の1例

寺田 茉由（一般財団法人…住友病院…診療技術部…臨床検査技術科）他

＜14：15～14：45＞ 座　長：松田 哲明（大津赤十字病院）

63　臨床化学免疫-27　 IgE測定試薬「IgE-ラテックス生研」の基礎的検討及び現行試薬との相
関についての検証

山本 裕也（公立大学法人…和歌山県立医科大学附属病院）他

64　臨床化学免疫-28　可溶性IL-2レセプター測定試薬「ナノピアIL-2R」の基礎的検討
安井 孝輔（社会福祉法人恩賜財団…済生会…中和病院）他

65　臨床化学免疫-29　フェリチン測定における前希釈分析を用いた希釈再検削減の試み
潮崎 裕也（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

＜14：45～15：15＞ 企業演題
 座　長：松村 充子（天理よろづ相談所病院）

企4　企4　IgG4関連疾患とIgG4
松木 友里（ニットーボーメディカル株式会社）

企5　企5　 梅毒抗体検査自動化法（LA法）のあゆみ 
メディエース TPLA･RPR を主に
中岡 啓一（極東製薬工業株式会社）

企6　企6　新しい人脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）測定試薬の紹介
金田 幸枝（積水メディカル株式会社 検査事業統括部）

③血液
1日目（12/1）第2会場（会議室1）

＜11：00～11：30＞ 座　長：胡内 久美子 （…奈良県総合医療センター）

66　血液-1　2型糖尿病の病態把握におけるМPV（平均血小板容積）の有用性に関する検討
井上 裕行（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）他

67　血液-2　新生児における平均血小板容積の検討
近藤 宏皓（大阪医科大学附属病院）他

68　血液-3　マラリア検査におけるXN-Series“pRBC?”フラグの有用性について
佐藤 ひかり（地方独立行政法人…大阪市民病院機構…大阪市立総合医療セン
ター）他
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＜11：30～11：50＞ 企業演題
 座　長：胡内 久美子 （…奈良県総合医療センター）

企7　企7　 ACL TOP 50シリーズのプレアナリティカル機能と凝固波形解析の特徴 
―全自動血液凝固分析装置に求められる機能―
阪田 敏幸（アイ・エル・ジャパン株式会社）

企8　企8　血球計数装置ユニセルDxH シリーズのハイブリッド測定原理について
清水 宏伸（ベックマン・コールター株式会社…マーケティング部）他

＜13：15～13：45＞ 座　長：中村 真一 （公立八鹿病院）

69 　血液-4　長期にわたり好中球に空砲を認めたことでJordans異常を疑った1例
武野 建吾（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）他

70　血液-5　ダサチニブ投薬中CML患者の顆粒リンパ球報告の有用性についての検討
森　 真美（一般財団法人…住友病院）他

71　血液-6　楕円赤血球がみられた20番長腕欠失を伴うMDSの1例
萩原 祐至（大阪鉄道病院）他

＜13：45～14：15＞ 座　長：箕浦 直人 （和歌山県立医科大学付属病院）

72　血液-7　 初診時にリンパ腫細胞様の形態を呈し診断に苦慮した急性単球性白血病の一症
例
荒金 裕貴（一般財団法人…住友病院）他

73　血液-8　当センターの急性単球性白血病（M5a）のデータ的特徴
上田 万里子（高知県高知市病院企業団立…高知医療センター…SRL…検査室）他

74　血液-9　診断に苦慮したAML症例
杉本 圭輔（高知県高知市病院企業団立…高知医療センター…SRL…検査室）他

＜16：15～16：55＞ 座　長：増田 健太 （京都大学医学部付属病院）

75　血液-10　 G-CSF製剤とプレリキサホル併用による末梢血幹細胞採取と幹細胞数測定の意
義
榧木 美佳（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）他

76　血液-11　遺伝子SLC46A1変異が認められた先天性葉酸吸収不全の1症例
永谷 大輔（社会医療法人…医真会八尾総合病院…SRL…検査室）他

77　血液-12　 長期間診断に至らず重篤な出血症状を来したminor-BCR陽性慢性骨髄性白血病
の1例
中谷 三穂（加古川中央市民病院…臨床検査室）他

78　血液-13　 頚部リンパ節腫脹を主訴に発見されたCML（de novo blast phase）の一症
例
小森 咲紀（福井県立病院）他

＜16：55～17：45＞ 座　長：永井 直治 （天理よろづ相談所病院）

79　血液-14　可溶性インターロイキン2レセプターと悪性リンパ腫の関連について
久保 沙織（公立甲賀病院…臨床検査課）他
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80　血液-15　成熟好中球に種々形態異常を認めたT-ALL
野村 駿佑（神戸市立医療センター…中央市民病院…LSI…メディエンス検査室）他

81　血液-16　血清分離異常により多発性骨髄腫を発見しえた1症例
岸上 周平（医療法人…徳洲会…八尾徳洲会総合病院）他

82　血液-17　形態学的所見、臨床所見よりMMを疑ったが鑑別困難だった1症例
寺内　 翔（洛和会音羽病院…SRL…検査室）他

83　血液-18　末梢血と骨髄での単球様細胞比率の差を契機に診断につながったHCLの一例
伊東 美菜（医療法人…宝生会…PL病院）他

2日目（12/2）第5会場（会議室4）
＜11：20～12：00＞ 座　長：高城 茂弘 （市立敦賀病院）

84　血液-19　当院でゼータ迅速赤沈計ZESRを採用した経過報告
植田 慶喜（社会福祉法人恩賜財団…済生会…中和病院）他

85　血液-20　 がんセンターオリジナルプレミックス抗体（DuraClone抗体）の作製 
〜FCM検査の迅速化・効率化および安全性の向上を目指して〜
河合 麻美（兵庫県立がんセンター）他

86　血液-21　当院における血液形態標準化を目標とした目合わせの試み
栗本 麗子（社会医療法人生長会府中病院…臨床検査室）他

87　血液-22　ハングアウト Meetを利用した血液形態研修システムの構築
岩井 宏賢（㈱ファルコバイオシステムズ総合研究所）他

2日目（12/2）第4会場（会議室3）
＜13：15～13：55＞ 座　長：西原 佑昇 （松下記念病院）

88　血液-23　CADM1を標的としたマルチカラーフローサイトメトリー解析の臨床的有用性
水田 駿平（兵庫県立尼崎総合医療センター）他

89　血液-24　造血器腫瘍における10カラーフローサイトメトリー検査の有用性
大本 知佳（兵庫県立がんセンター）他

90　血液-25　リキッドバイオプシーのためのcell-free DNA抽出の基礎的検討
茶木 善成（公益財団法人天理よろづ相談所医学研究所）他

91　血液-26　 濾胞ヘルパーT細胞（Tfh）由来T細胞リンパ腫におけるリキッドバイオプシー
の有用性 
Allele-Specific PCR を用いた G17V RHOA 遺伝子変異の解析
林田 雅彦（公益財団法人天理よろづ相談所医学研究所）他

＜13：55～14：25＞ 座　長：中西 良太（滋賀医科大学医学部付属病院）

92　血液-27　DICを伴うAML-cuplikeの1症例
石塚 洋明（社会福祉法人恩賜財団済生会…大阪府済生会野江病院）他

93　血液-28　多発血栓を伴う結節性多発動脈炎でヘパリン抵抗性を示した一症例
池内 絢香（京都大学医学部附属病院）他

94 　血液-29　新規APTT凝固波形パラメータによるAPTT延長検体判別の有用性
杉本 夏菜（天理医療大学 医療学部 臨床検査学科）他
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＜14：25～15：05＞ 座　長：松本 智子（天理医療大学）

95　血液-30　TAT測定試薬「ナノピアTAT」の基礎的検討
井本 真弓（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

96　血液-31　ナノピアPAI-1試薬の基礎的検討およびPAI-1値への影響因子
高田 章美（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

97　血液-32　交差混合試験における正常/患者血漿混合比率の違いが結果に与える影響
三江 里紗（大阪医科大学附属病院）他

98　血液-33　 アテローム性動脈硬化症進行に対する長期トロンビン阻害の自発的線溶活性に
ついて
三田 朋秀（神戸学院大学栄養学研究科）他

④病理・細胞診
1日目（12/1）第3会場（会議室2）

＜16：45～17：15＞ 座　長：鍵弥 朋子 （関西医療大学 保健医療学部）

99　病理-1　HE標本作製時に使用する切片浮遊水発生する“しわ”の関係
城山　 優（大阪医療技術学園専門学校）他

100　病理-2　劇物シュウ酸を用いない新たな鍍銀染色法の開発
三原　 凌（大阪医療技術学園専門学校）他

101　病理-3　還元にホルマリンを使用しない渡辺の鍍銀法における検討
龍見 重信（奈良県立医科大学附属病院）他

＜17：15～17：45＞ 座　長：礒島 喜孝（京都府立医科大学附属病院）

102　病理-4　 マッソン・トリクローム染色におけるPTA・PMA混合液浸漬時間の染色性への
影響
橘田 明音（国立大学法人…神戸大学医学部附属病院）他

103　病理-5　当検査センターにおけるチールネルゼン染色の工夫
森井 雅敏（株式会社…兵庫県臨床検査研究所）他

104　病理-6　原発性腹膜癌を疑った一例
槌谷 美幸（市立ひらかた病院）他

2日目（12/2）第3会場（会議室2）
＜13：15～13：45＞ 座　長：秋山 綾子（市立敦賀病院）

105　細胞診-1　胸水検体にて診療早期に推定し得た前立腺癌の1例
小林 史孝（地域医療振興協会…市立奈良病院）他

106　細胞診-2　甲状腺穿刺吸引細胞診で硝子化索状腫瘍を疑った1例
浦　 雅彦（近畿大学医学部奈良病院）他

107　細胞診-3　頸部リンパ節転移を来した性腺外胚細胞性腫瘍の1例
松岡 直子（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他
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＜13：45～14：15＞ 座　長：吉田 桂子（長浜赤十字病院）

108　細胞診-4　尿中ポドサイトの検出方法の考案
森　 一葉（神戸大学 医学部保健学科）他

109　細胞診-5　尿中ポドカリキシン陽性細胞は半月体形成のバイオマーカーとなるか
木地 優花里（神戸大学大学院 保健学研究科）他

110　細胞診-6　Krukenberg腫瘍を認めた虫垂腫瘍の一症例
峰　 高義（紀南病院）他

⑤生理
1日目（12/1）第6会場（会議室5）

＜11：30～12：00＞ 座　長：山中 雅美 （南奈良総合医療センター）

111　生理-1　身長の影響を考慮したMostGraph測定値とスパイロメトリーの関連性
濵中 友梨（福井大学医学部附属病院…検査部）他

112　生理-2　呼気中一酸化窒素濃度（FeNO）がACOの診断につながった1症例
小宮 彩香（洛和会音羽病院）他

113　生理-3　心臓血管外科手術患者における術前身体機能からみた術後運動耐容能の予測
矢野 真悟（天理医療大学 医療学部 臨床検査学科）他

1日目（12/1）第7会場（会議室6）
＜10：00～10：40＞ 座　長：川﨑 俊博 …（西宮渡辺心臓脳・血管センター）

114　生理-4　息切れを契機に発見された巨大左房粘液線維肉腫の一例
清水 博美（奈良県立医科大学附属病院…中央臨床検査部）他

115　生理-5　僧帽弁輪下心室瘤の1例
森 真奈美（滋賀県立総合病院）他

116　生理-6　当院で経験したファブリー病2家系
寺井 利枝（地域医療振興協会…市立奈良病院）他

117　生理-7　心サルコイドーシスの臨床診断に心エコー検査が有用だった1例
小森 圭裕（一般財団法人…京都工場保健会）他

＜10：40～11：20＞ 座　長：山本 義徳… （北播磨総合医療センター）

118　生理-8　当院における下肢静脈瘤超音波検査の現状
河野 梨沙（洛和会…音羽病院）他

119　生理-9　10歳代で下肢間欠性跛行を呈した膝窩動脈外膜嚢腫の一例
豊田 茂美（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

120　生理-10　整形外科術前症例における深部静脈血栓例の特徴
細井 亮二（八尾市立病院…中央検査部）他

121　生理-11　下肢静脈瘤術式による側枝静脈径の変化
吉岡 明治（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他
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＜11：20～12：00＞ 座　長：小谷 敦志 （近畿大学医学部奈良病院）

122　生理-12　透析患者におけるABI検査と頚動脈超音波検査の検討
馬場 昭好（医療法人社団…石鎚会…田辺中央病院）他

123　生理-13　非アルコール性脂肪性肝疾患における動脈硬化関連因子の検討
西川…香奈子（地域医療振興協会…市立奈良病院）他

124　生理-14　超音波検査を契機に発見された浅側頭動脈瘤の1例
森 亘平（近江八幡市立総合医療センター）他

125　生理-15　頸動脈超音波検査で経験した頸動脈小体腫瘍の一例
植村 忍（医療法人…信愛会…畷生会脳神経外科病院）

＜14：30～15：10＞ 座　長：橋本 安貴子 （和歌山県立医科大学附属病院）

126　生理-16　先天性疾患で閉塞性睡眠時無呼吸症を認めた2症例
岡崎 愛志（大阪医科大学附属病院）他

127　生理-17　エプワース眠気尺度が睡眠時無呼吸症候群の指標に及ぼす影響について
高比良 直也（近畿大学医学部奈良病院…臨床検査部）他

128　生理-18　呼吸機能検査におけるISO15189取得・更新に向けた当院の取り組み
本山 麻莉子（近畿大学医学部附属病院）他

129　生理-19　患者データを用いた呼吸機能検査の精度管理
平城 明菜（天理医療大学 医療学部 臨床検査学科）他

＜15：10～15：50＞ 座　長：宇山 二美 （宇陀市立病院）

130　生理-20　虚血性心疾患との鑑別に苦慮した左脚ブロックによる心筋メモリーの一例
安井 佑季（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）他

131　生理-21　 当院における24時間ホルター心電図検査の緊急異常値報告 
〜 ISO15189 認定取得を契機に 〜
白土 美佳（奈良県立医科大学附属病院…中央臨床検査部）他

132　生理-22　ホルター心電図の緊急異常値報告が診断に有益であった一症例　
佐藤 妙恵果（奈良県立医科大学附属病院…中央臨床検査部）他

133 　生理-23　コードレス型長時間（最大14日間）連続記録心電図レコーダの使用経験
森嶋 良一（奈良県立医科大学附属病院…中央臨床検査部）他

＜15：50～16：30＞ 座　長：佐藤 妙恵果 （奈良県立医科大学附属病院）

134　生理-24　 Life　Vestで除細動を記録できたホルター心電図が治療方針に有用であった
症例
橋本 安貴子（公立大学法人…和歌山県立医科大学附属病院）他

135　生理-25　標準12誘導法からMason-Likar誘導法でT波陰性化を認めた1症例
小川 まみ（近畿大学医学部奈良病院…臨床検査部）他

136　生理-26　脳幹出血を契機に一過性高度房室ブロックを呈した1症例
大谷 祐哉（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

137　生理-27　仮想V3R誘導を用いたBrugada型心電図におけるVT/VF発生予測の試み
大西 理佳（天理医療大学…医療学部…臨床検査学科）他
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＜16：30～17：00＞ 座　長：小林 昌弘 （天理よろづ相談所病院）

138　生理-28　 健診検査として行う認知症検査 
長谷川式簡易スケール HDS-R 実施のポイントと実績
浅井 奎子（医療法人社団…石鎚会…田辺中央病院）

139　生理-29　 術中神経モニタリングにおけるチェックリストの運用と安全管理の現状につ
いて
木村 友稀奈（奈良県立医科大学附属病院）他

140　生理-30　 ガイディングカテーテル留置時の血管攣縮における術中神経モニタリングの
有用性
高谷 恒範（奈良県立医科大学附属病院）他

＜17：00～17：30＞ 座　長：高谷 恒範 （奈良県立医科大学附属病院）

141　生理-31　顔面神経麻痺後病的共同運動評価におけるSI値とSI比の比較
宮林 知誉（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

142　生理-32　 演題取り下げ

143 　生理-33　小児脳波における正中部導出の有用性
諸井 ひろみ（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

1日目（12/1）第9会場（レセプションホール2）
＜16：30～17：00＞ 座　長：鮎川 宏之 （滋賀県立総合病院）

144　生理-34　頻回に繰り返す大動脈弁位人工弁感染性心内膜炎の1例
藤田 光太郎（社会福祉法人恩賜財団済生会…大阪府済生会野江病院）他

145　生理-35　高齢の大動脈四尖弁の一例
栗本 明典（社会医療法人…誠光会…草津総合病院）他

146　生理-36　 重症大動脈弁狭窄症に対するSAVRとTAVRの患者-人工弁ミスマッチに関す
る要因解析
竹原 真帆（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

＜17：00～17：30＞ 座　長：米田 智也 （京都大学医学部附属病院）

147　生理-37　高齢患者で認めた不完全型房室中隔欠損と三心房心の併発症例
桃井 裕亮（地方独立行政法人加古川市民病院機構…加古川中央市民病院）他

148　生理-38　術前心臓エコー検査で発見されパラシュート型僧帽弁と診断された2症例
竹村 盛二朗（近畿大学医学部奈良病院…臨床検査部）他

149　生理-39　 経胸壁心エコー図検査を契機として発見された孤立性の部分肺静脈還流異常
の1例
河内 彩美（一般財団法人…住友病院）他

2日目（12/2）第7会場（会議室6）
＜9：00～9：40＞ 座　長：松下 陽子 （天理よろづ相談所病院）

150　生理-40　乳腺術後超音波検査にて、両側乳癌を認めた一例
尾花 康子（一般財団法人…京都工場保健会）他
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151　生理-41　 授乳中、乳房及び皮膚に多発病変を呈した転移性肺小細胞癌（神経内分泌癌）
の1例
堀江 優美（地域医療振興協会…市立奈良病院）

152　生理-42　 超音波検査で急性増悪後の治療経過を観察しえた難治性ホジキンリンパ腫の
一例
野口 真那（地方独立行政法人大阪府立病院機構…大阪国際がんセンター）他

153　生理-43　鼠径ヘルニア術後に発見された精索脂肪肉腫の一例
有馬 隆幸（社会福祉法人恩賜財団済生会…大阪府済生会野江病院）他

＜9：40～10：10＞ 座　長：河野 裕樹 （市立敦賀病院）

154　生理-44　重症虚血肢におけるtcPO2の有用性
有本 紗季（社会福祉法人…恩賜財団…済生会和歌山病院）他

155　生理-45　S状中隔と動脈硬化の関連について
片岡 恵莉子（社会医療法人…渡邊高記念会…西宮渡辺心臓脳・血管センター）他

156　生理-46　間歇性跛行を主訴とする膝窩動脈外膜嚢腫の一例
開作 友美（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）他

2日目（12/2）第9会場（レセプションホール2）
＜13：15～13：45＞ 座　長：吉岡 明治 （天理よろづ相談所病院）

157　生理-47　胃癌術後に発症した転移性大腸癌の1例
錦　 昌吾（医療法人…宝生会…PL病院…中央臨床検査部…生理機能検査科）他

158　生理-48　膵脂肪腫の一症例
中尾 由佳（医療法人…宝生会…PL病院）他

159　生理-49　腹部超音波において高周波プローブが早期膵癌の発見に有用であった2例
松浦 綾香（京都第一赤十字病院）他

＜13：45～14：15＞ 座　長：宮田 綾子 （奈良県総合医療センター）

160　生理-50　門脈腫瘍塞栓を形成したAFP及びPIVKAⅡ産生胃癌の1例
山田 幸子（滋賀県立総合病院）他

161　生理-51　大腸癌が原因と考えられた肝膿瘍、肝静脈血栓の一例
木下 博之（紀南病院）他

162　生理-52　肝臓Shear wave elastographyと超音波Bモード像との対比
馬場 創汰（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

⑥一般
2日目（12/2）第4会場（会議室3）

＜11：30～12：00＞ 座　長：刀根 由美子（福井赤十字病院）

163　一般-1　泌尿器科以外を受診した際の尿沈渣検査が診断に有用だった膀胱癌の一例
中島 和希（兵庫県立尼崎総合医療センター）他

164　一般-2　マルベリー小体の検出を契機に診断に至ったファブリー病の1症例
松本……克也（地域医療振興協会…市立奈良病院）他
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165　一般-3　当院で改良を行った円柱検出ロジックの評価
新家 徹也（公益財団法人…天理よろづ相談所病院…）他

2日目（12/2）第5会場（会議室4）
＜13：15～13：45＞ 座　長：新井 未来（済生会滋賀県病院）

166　一般-4　 全自動尿分注装置オーションディスペンサーUD-9440および尿カップ搬送シ
ステムの導入効果
岩田　 彩（国立大学法人…大阪大学医学部附属病院）他

167　一般-5　尿化学定量検査の日内変動と補正値の検討
山本 彬世（大阪医療技術学園専門学校）他

168　一般-6　メイギムザ染色標本の検鏡結果と精度管理に関する取組
藤井 宏哉（ファルコバイオシステムズ…総合研究所）他

＜13：45～14：05＞ 座　長：正宗 大史（協立病院）

169　一般-7　メサラジンによる尿糖試験紙異常発色の検討
矢野 美由紀（国立大学法人…神戸大学医学部附属病院）他

170　一般-8　全自動尿中有形成分分析装置UF－5000によるグラム染色性の検討
田路 未貴（兵庫県立加古川医療センター）他

＜14：05～14：25＞ 企業演題
 座　長：正宗 大史（協立病院）

企9　企9　全自動便尿分析装置　オーションマルチ　AA01の紹介
横井 　聖（アークレイマーケティング株式会社）

企10　企10　「尿中有形成分分析装置USCANNER」のご紹介
舛岡 正二郎（東洋紡株式会社 診断システム事業部）

⑦輸血
2日目（12/2）第3会場（会議室2）

＜9：00～9：40＞ 座　長：大前 和人 （地域医療振興協会 市立奈良病院）

171　輸血-1　ABO血液型オモテ・ウラ不一致を契機に診断された免疫不全症の一例
中村 愛望（社会福祉法人恩賜財団済生会…大阪府済生会野江病院）他

172　輸血-2　当院で経験したPara-Bombay（Ah）の1症例
谷山　 歩（奈良県立医科大学附属病院）他

173　輸血-3　原因不明の溶血性副作用が疑われた1症例
澤田 彩香（社会福祉法人恩賜財団済生会…大阪府済生会野江病院）他

174　輸血-4　クロスマッチ用検体の外観より溶血副作用を疑った症例
河野　 紋（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

＜9：40～10：20＞ 座　長：渡邉 純也 （福井赤十字病院）

175　輸血-5　高頻度抗原に対する抗体を保有し輸血への対応に苦慮した3症例
北　 睦実（関西医科大学附属病院）他
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176　輸血-6　 急激な溶血発作を呈した小児の自己免疫性溶血性貧血に対する輸血管理室の対
応
伊藤 志保（近畿大学医学部奈良病院）他

177　輸血-7　抗Jra新規獲得患者の緊急手術に対応した一症例
齊藤 健太（公立甲賀病院）

178　輸血-8　胎児輸血を必要とした抗 Jra 陽性妊娠の 1 例
清川 知子（国立大学法人…大阪大学医学部附属病院）他

2日目（12/2）第7会場（会議室6）
＜13：15～13：55＞ 座　長：大西 修司 （関西医科大学附属病院）

179　輸血-9　血小板抗体検査におけるMPHA法とFlow-PRA法のHLA抗体検出頻度について
中野 勝彦（近畿大学医学部附属病院）他

180　輸血-10　当院における輸血副作用発生状況の解析
森川 潤也（社会福祉法人恩賜財団済生会…大阪府済生会野江病院）他

181　輸血-11　ID-GelstationとIH-500の比較
家原 和章（社会福祉法人恩賜財団済生会…大阪府済生会野江病院）他

182　輸血-12　不規則抗体検査酵素法廃止に向けた後方的検討
隅 志穂里（奈良県立医科大学附属病院）他

＜13：55～14：25＞ 座　長：中島 志保 （和歌山県立医科大学附属病院）

183　輸血-13　ダラザレックス治療開始に向けての当院での事前取り組み
山田 恵美子（福井県済生会病院）他

184　輸血-14　 ダラツムマブによる不規則抗体検査偽陽性への対処法 
－ 0.2M DTT 試薬の検討 －
大塚 真哉（兵庫医科大学病院…輸血・細胞治療センター）他

185　輸血-15　ダラツムマブ投与患者の輸血前検査を経験して
山本 菜生（兵庫医科大学病院）他

⑧管理運営・情報
2日目（12/2）第5会場（会議室4）

＜10：10～10：30＞ 座　長：奥村 敬太（京都府立医科大学附属病院）

186　管理運営-1　多数患者データを用いた施設間精度管理
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）他

187　管理運営-2　当院における血糖自己測定機器の保守点検について
三角 由美（社会福祉法人恩賜財団…済生会…中和病院）他

＜10：30～10：50＞ 企業演題
 座長：奥村 敬太（京都府立医科大学附属病院）

企11　企11　検査システムを活用した精度の確保について
染谷 英明（日本電子株式会社）
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企12　企12　新たなネットワークソリューション
森　 俊文（シスメックス株式会社 西日本営業本部）

⑨チーム医療
2日目（12/2）第5会場（会議室4）

＜9：00～9：30＞ 座　長：小浦 範明 （高砂市民病院）

188　チーム医療-1　 糖尿病合併症の予防のために私たちができること 
―糖尿病チーム医療の一員として―

森山 美奈子（地域医療振興協会…市立奈良病院）他

189　チーム医療-2　 末梢挿入式中心静脈カテーテル（PICC）採血における脱血の必要性とそ
の量

余村　 求（公益財団法人…天理よろづ相談所病院）他

190　チーム医療-3　 被災地診療に欠かせない深部静脈血栓症検診 
西日本豪雨災害後 避難所でのDVT検診まで

山口 敬子（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）他

＜9：30～10：10＞ 座　長：青山 絹子 （京都岡本記念病院）

191　チーム医療-4　当院NSTにおける臨床検査技師の取り組みと今後の課題について
下脇 千恵子（市立豊中病院）他

192　チーム医療-5　ASTにおける臨床検査技師の取り組み
木下 和久（医療法人…育和会…育和会記念病院）他

193　チーム医療-6　外来インフルエンザ検体採取を臨床検査技師が実施するメリット
薮下　 亮（医療法人財団…神戸海星病院）他

194　チーム医療-7　 当院の内視鏡センターにおける臨床検査技師の役割 
（内視鏡スコープの洗浄履歴管理・培養検査を中心に）

大西 葉月（兵庫医科大学）他

⑩教育
1日目（12/1）第5会場（会議室4）

＜16：15～16：45＞ 座　長：古谷 善澄 （恩賜財団 済生会滋賀県病院）  

195　教育-1　 微生物検査未経験技師の教育研修について 
微生物担当検査技師への第一歩
喜幡 聖子（橋本市民病院…LSI…メディエンス検査室）他

196　教育-2　 感染対策チーム活動の一環としての微生物検査技師による看護師を対象とした
教育・研修
濱野 京子（京都大学医学部附属病院…検査部）他

197　教育-3　院内ハンズオンエコーの現状
竹村 利恵（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）他
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検査医学会一般演題
1日目（12/1）第3会場（会議室2）

<9：45～10：25＞ 座　長：上田 一仁（関西医療大学…保健医療学部……臨床検査学科）

198　医1　 包括的ダイナミック解析による先天性血友病A患者の凝固線溶動態の特性  
－先天性血友病Aの凝固線溶能を測定する。－
松本 智子（天理医療大学）

199　医2　 マイクロ波効果による細胞現象の分子生物学的検討 
－甲状腺癌細胞株を使用して－
尾﨑　 敬（和歌山県紀南病院）

200　医3　 自己免疫性甲状腺疾患の発症・病態予後とIL10プロモーター領域のCpGのメチル
化率との関連
木之下 陸（大阪大学大学院　医学系研究科保健学専攻）

201　医4　自己免疫性甲状腺疾患の発症・病態予後とB7H3、B7H4遺伝子多型との関連
尾崎 　悠（大阪大学大学院　医学系研究科保健学専攻）

<10：25～10：55＞ 座　長：中西 豊文（大阪医科大学…研究支援センター）

202　医5　当院の過去5年間のMRSAの検出率とPOT番号の推移について
近澤 秀己（近江八幡市立総合医療センター）

203　医6　C型肝炎ウイルス抗体陽性患者に対するアラートメッセージシステムの有用性
松本 和道（京都府立医科大学附属病院）

204　医7　現場で求められる「臨床検査技師」を育てるには
上田 一仁（関西医療大学保健医療学部）

日衛協一般演題
第2日目（12/2）第8会場（会議室8）

＜10：00～10：30＞ 座　長：縄田　 俊（（株）保健科学西日本）

205　衛1　 便潜血自動分析装置「ヘモテクトNS-Plus」とヘモテクトNS-prime 」の比較検
討
五十嵐 郁子（（株）近畿予防医学研究所）

206　衛2　クエン酸Na容器における遠心条件（温度）の検討
池田 皓人（（株）ファルコバイオシステムズ　総合研究所）

207　衛3　リアスオート・Dダイマーネオの基礎的検討
中畑 正志（（株）大阪血清微生物研究所）

＜10：30～10：50＞ 座　長：木村 眞明（（株）日本医学臨床検査研究所）

208　衛4　検査補助用品による生化学検査項目への影響
林田 奈々（（株）ファルコバイオシステムズ　総合研究所）

209　衛5　尼崎市の1日推定食塩摂取量の動向
北原 正大（（株）LSIメディエンス　関西ラボラトリー）
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＜10：50～11：10＞ 座　長：木村 洋一郎（（株）近畿予防医学研究所）

210　衛6　動脈硬化における悪玉コレステロールの有用性
黒田 清一（日本医学株式会社）

211　衛7　血液透析前・後における生化学検査データの特徴
大庭 一秀（（株）ファルコバイオシステムズ　総合研究所）

＜11：10～11：30＞ 座　長：有川 正和（（株）ファルコバイオシステムズ）

212　衛8　外部精度管理結果が逸脱した場合のアプローチの一例
水谷 祐貴（（株）保健科学西日本　検査本部）

213　衛9　ヘパリンリチウム入り採血管の残存血球の影響について
品川 琴美（（株）日本医学臨床検査研究所　関西ラボ）

＜14：30～15：00＞ 座　長：弘田 稔幸（（一財）阪大微生物病研究会）

214　衛10　 血液培養陽性ボトルの迅速同定キットrapid　BACproⅡとSepsityper　kitの検
討
宮崎 真利子（（株）日本医学臨床検査研究所）

215　衛11　GBS選択分離培地の有用性
横田 彰倫（（株）近畿予防医学研究所）

216　衛12　緑膿菌における薬剤感受性の経年的推移
奥出 大介（（株）ファルコバイオシステムズ　総合研究所）

＜15：00～15：30＞ 座　長：福田 　純（（株）エスアールエル）

217　衛13　精度向上を図るための手順改善
大角 　綾（（株）兵庫県臨床検査研究所）

218　衛14　血液像研修システムの構築と運用
清水 聖斗（（株）日本医学臨床検査研究所）

219　衛15　歯周病疾患における唾液スクリーニング検査の有用性について
山本 光史（（株）兵庫県臨床検査研究所）

ランチョンセミナー1
1日目（12/1）第2会場（会議室1）

 共　催：株式会社LSIメディエンス
 座　長：中西 加代子（京都大学医学部附属病院　検査部）

最後の技師は桜を見上げてDダイマーを想う〜とある関西人の話〜
田中 秀磨（大阪はびきの医療センター　臨床検査科）
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ランチョンセミナー2
1日目（12/1）第3会場（会議室2）

 共　催：富士レビオ株式会社
 座　長：藪内 博史（奈良県立医科大学附属病院　中央臨床検査部　副技師長）

免疫検査のピットフォール 〔感染症, 腫瘍マーカー, 内分泌〕
福田 雅之助（富士レビオ株式会社　学術サービス部　営業学術課）

ランチョンセミナー3
1日目（12/1）第4会場（会議室3）

 共　催：富士フイルム和光純薬株式会社
 座　長：元中 秀行（近江八幡市立総合医療センター　臨床検査科）

法改正に伴う精度保証　精度・品質の確保を考える
山本 慶和（天理医療大学　臨床検査学科）

ランチョンセミナー4
1日目（12/1）第5会場（会議室4）

 共　催：積水メディカル株式会社

日本血栓止血学会の新DIC診断基準における分子マーカーの有用性   
ナノピアFDP、Dダイマーを用いた臨床データとともに

石井 　葵（…積水メディカル株式会社　国内営業部　西日本営業所　…
学術・技術担当）

ランチョンセミナー5
1日目（12/1）第6会場（会議室5）

 共　催：ビオメリュー・ジャパン株式会社
 座　長：幸福 知己（一般財団法人　住友病院　臨床検査部　技師長）

MultiplexPCR日本での臨床応用　費用対効果の観点から
北野 泰斗（奈良県立医科大学　小児科）

ランチョンセミナー6
1日目（12/1）第7会場（会議室6）

 共　催：デンカ生研株式会社
… 座　長：小林 　亮（社会医療法人　生長会　ベルクリニック　所長）

超悪玉 small dense LDL コレステロールの測定意義とFDA認証について
小林 　亘（デンカ生研株式会社　国内営業本部　試薬学術部　部長）

56



プ
ロ
グ
ラ
ム

ランチョンセミナー7
1日目（12/1）第8会場（会議室8）

 共　催：株式会社セロテック
 座　長：倉田 主税…（奈良県立医科大学附属病院　中央臨床検査部）

クレアチニン測定における誤差要因　-酵素法を使っていれば安心か-
三好 雅士（徳島大学病院　診療支援部　臨床検査技術部門）

ランチョンセミナー8
1日目（12/1）第9会場（レセプションホール2）

 共　催：協和メデックス株式会社
 座　長：猪田 猛久（済生会中和病院　中央検査室）

レムナントコレステロールと動脈硬化
増田 大作（…りんくう総合医療センター　りんくうウェルネスケア研究センター）

ランチョンセミナー9
2日目（12/2）第2会場（会議室1）

 共　催：アボット…ジャパン株式会社

積極的な診療支援をめざして、活性化する臨床検査 
－DSSによる診療支援サポートと技師育成への活用－

畑中 徳子（天理医療大学　医療学部　臨床検査学科）

ランチョンセミナー10
2日目（12/2）第3会場（会議室2）

 共　催：ベックマン・コールター株式会社
 座　長：阿部 教行（天理よろづ相談所病院…臨床検査部）

Antimicrobial Stewardship
佐田 竜一（天理よろづ相談所病院…総合内科）

ランチョンセミナー11
2日目（12/2）第4会場（会議室3）

 共　催：シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
 座　長：高谷 恒範（奈良県立医科大学附属病院　中央臨床検査部）

呼吸不全と血液ガス測定
内山 昭則（大阪大学医学部附属病院　集中治療部）
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ランチョンセミナー12
2日目（12/2）第5会場（会議室4）

 共　催：アイ・エル・ジャパン株式会社
 座　長：…胡内 久美子（…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　…

臨床検査部　技師長）

救急医療における血液ガス分析装置の有用性　 
-敗血症患者管理におけるラクテート測定-

關 　匡彦（…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………
救命救急センター）

ランチョンセミナー13
2日目（12/2）第6会場（会議室5）

 共　催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
 座　長：河原 邦光（大阪はびきの医療センター　医務局長…兼…病理診断科…主任部長）

ゲノム医療におけるがん診断・治療の方向性と臨床検査の役割
谷 　洋一（…ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社　病理診断・シークエ

ンシング事業部）

ランチョンセミナー14
2日目（12/2）第7会場（会議室6）

 共　催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

始めよう！「超音波による頸動脈病変の標準的評価方法2017」
小谷 敦志（近畿大学医学部奈良病院）

ランチョンセミナー15
2日目（12/2）第8会場（会議室8）

 共　催：東洋紡株式会社
 座　長：小松 　方（天理医療大学　医療学部　臨床検査学科…教授）

どこまでやるか？どこからやるか？抗酸菌検査 
結核院内感染対策と抗酸菌症診療支援を担う検査体制を考える”

伏脇 猛司（（一財）大阪府結核予防会大阪病院　診断検査部　臨床検査科）

ランチョンセミナー16
2日目（12/2）第9会場（レセプションホール2）

 共　催：シスメックス株式会社
 座　長：山口 直子（奈良県立医科大学附属病院　中央臨床検査部　係長）

臨床材料を用いた悪性リンパ腫の染色体・FISH・遺伝子診断
大野 仁嗣（天理よろづ相談所病院血液内科・医学研究所）
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