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第 1日目 5月 18 日

第 3会場：サンポートホール高松（ホール棟 5 F 第 2小ホール）

＜13：10＞ 座長：菅野 和久（愛媛大学医学部附属病院 検査部）

1 バリデーションデータの検証，ベリフィケーションデータの解釈と活用

ベリフィケーション試験の概要 …………………………………………………………………………………山本 慶和ほか

2 バリデーションデータの検証，ベリフィケーションデータの解釈と活用

2．正確度……………………………………………………………………………………………………………篠原 克幸ほか

3 バリデーションデータの検証，ベリフィケーションデータの解釈と活用

―併行精度・室内再現精度― ……………………………………………………………………………………薗田 明広ほか

＜13：40＞ 座長：守田 政宣（宮崎大学医学部附属病院 検査部）

4 バリデーションデータの検証，ベリフィケーションデータの解釈と活用

―定量限界値・直線性― …………………………………………………………………………………………斎藤 篤ほか

5 バリデーションデータの検証，ベリフィケーションデータの解釈と活用

5．頑健性 1 試薬 pHによる影響 ………………………………………………………………………………末吉 茂雄ほか

6 バリデーションデータの検証，ベリフィケーションデータの解釈と活用

―頑健性 2 試薬量による影響― ………………………………………………………………………………白井 秀明ほか

＜14：10＞ 座長：市川 厚（高知大学医学部附属病院 検査部）

7 MMP-3 測定改良試薬の基礎検討 …………………………………………………………………………………佐々木慎也ほか

8 血中MMP-3 濃度測定用改良試薬「パナクリアMMP-3 ラテックス」の基本性能に関する検討 …………後藤 真希ほか

9 非特異反応を軽減したMMP-3 測定試薬の評価 …………………………………………………………………金並 真吾ほか

＜14：40＞ 座長：白田 亨（山形大学医学部附属病院 検査部）

10 血清シスタチンC測定試薬の基礎性能および有用性……………………………………………………………田代 彩香ほか

11 金コロイド比色法によるシスタチンC測定試薬「ネスコートGCシスタチンC（Nm）」の基礎的検討 …村山 智美ほか

12 酵素法によるHbA1c 測定試薬「メタボリードHbA1c」の基礎性能 …………………………………………中村 美保ほか

＜15：10＞ 座長：原 めぐみ（佐賀県医師会成人病予防センター 検査科）

13 自動分析装置BM 2250 の演算機能を用いた異常反応検出の検討………………………………………………斎藤 篤ほか

14 精度管理試料におけるヒト新鮮プール血清の有用性 ……………………………………………………………山本 裕之ほか

15 自動分析装置における第二試薬分注量のチェック方法の提案 …………………………………………………猪田 猛久ほか

16 胃内視鏡からみたABC検診の有用性について …………………………………………………………………小柳 博明ほか

＜15：50＞ 座長：渡野 達朗（自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床検査部）

17 血中薬物濃度測定試薬「ナノピアTDMテイコプラニン」の性能評価 ………………………………………松山 浩之ほか

18 ナノピアTDMテイコプラニンの基礎的検討 ……………………………………………………………………上野 信弥ほか

19 ナノピアTDMテイコプラニンについての基礎検討 ……………………………………………………………田中 規仁ほか

20 汎用自動分析装置を用いたナノピアTDMバンコマイシン・テイコプラニンの基礎的検討 ………………岸 舞ほか

21 LAbOSPECT 008 を用いた血清中のバンコマイシン測定の基礎的検討 ………………………………………松延 大樹ほか

＜16：40＞ 座長：鈴木 美穂（厚生連安城厚生病院 臨床検査技術科）

22 精神科におけるアンモニア値の検討 ………………………………………………………………………………三好 亮ほか

23 汎用自動分析装置AU 5800 を用いたメトトレキサート測定試薬の検討および当院での運用………………太田 敏子ほか

24 リチウムキット エスパ・Li の基礎的検討………………………………………………………………………岡村 邦彦ほか

25 血中リチウム測定キット「エスパ・Li」の基礎的検討 …………………………………………………………細羽恵美子ほか

＜17：20＞ 座長：薗田 明広（静岡県立総合病院 検査部）

26 CK-MB蛋白定量測定試薬の基礎的検討 …………………………………………………………………………大久保滋夫ほか

27 45℃熱処理試料のCK-MB活性値を利用したCKアイソザイム判定法の検討 ………………………………星野 忠ほか

28 選択的基質を用いたアセチルコリンエステラーゼ測定法の開発 全血試料測定における特異性の検討 …白田 亨ほか

一般演題目次

〔臨床化学 口演〕
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29 維持透析患者における血清 Zn濃度について ……………………………………………………………………佐藤こころほか

第 1日目 5月 18 日

第 5会場：サンポートホール高松（ホール棟 5 F 54 会議室）

＜14：30＞ 座長：前 邦博（富山県臨床衛生検査技師会）
30 尿蛋白定量値／クレアチニン比から尿中微量アルブミン濃度の推測 …………………………………………松田ふき子ほか

31 尿蛋白定量に替わる P／C比の再評価 一日クレアチニン排泄量を用いた値との比較………………………小林 史宜ほか

32 新生児および小児の月齢別シスタチンC濃度の推移について…………………………………………………奥田 優子ほか

33 血清糖化フェリチンと炎症との関係 ………………………………………………………………………………湯村 旭代ほか

＜15：10＞ 座長：大石 千早（和歌山県立医療大学附属病院 中央検査部）

34 HPLCを用いたALB測定法の基礎的検討 ………………………………………………………………………石川 裕介ほか

35 アルブミンに関する 2年間の都臨技精度管理調査結果の解析 …………………………………………………大川龍之介ほか

36 汎用自動分析装置によるトランスサイレチン測定の基礎検討 …………………………………………………闍橋 敬太ほか

37 キャピラリー電気泳動法とセルロースアセテート膜電気泳動法による血清蛋白分画の比較検討 …………藤川麻由美ほか

＜15：50＞ 座長：澤畑 良一（藤沢市民病院 臨床検査室）

38 自己血糖測定器における各種糖類の反応性試験（1） 輸液・薬剤に含まれる糖類の影響 …………………積田 智佳ほか

39 自己血糖測定器における各種糖類の反応性試験（2） 食物に含まれる糖類の影響 …………………………吉川 康弘ほか

40 糖尿病外来で POCT機器によるアディポネクチン測定でメタボリック症候群評価した結果と

他指標との比較検討 POCTで採血日に評価できるアディポネクチン ……………………………………佐々木俊昭ほか

41 POCT対応血液ガス分析装置エポックの性能評価 ………………………………………………………………永野 勝稔ほか

＜16：30＞ 座長：小林 千明（伊勢赤十字病院 検査部）

42 ヘモグロビンA1c とグリコアルブミン測定の意義―鉄欠乏状態における妊婦と職員健診を対象に―……井川加奈子ほか

43 GA／HbA1c 比の糖化による変動について…………………………………………………………………………宮本 博康ほか

44 プラリドキシム（PAM）の血糖測定に及ぼす影響の検討…………………………………………………………永瀬 澄香ほか

45 希少糖（D-Psicose, D-Allose）の血糖自己測定器への影響について ……………………………………………田中 幸栄ほか

＜17：10＞ 座長：岩田 幸広（社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター 臨床検査室）

46 ERM-DA 471／IFCCによって標準化されたシスタチンCの基準範囲算出および eGFRcys の評価 ………八木 安子ほか

47 実測イヌリンクリアランスを基準とした日本および米国におけるGFR推算式の評価 ……………………古川 聡子ほか

48 血液ガス分析装置RAPIDPoint 500 の基礎的検討 ………………………………………………………………藤澤 智子ほか

49 血液生化学検査結果から血液中のHCO3－濃度を推定する………………………………………………………松田 儀一ほか

第 2日目 5月 19 日

第 3会場：サンポートホール高松（ホール棟 5 F 第 2小ホール）

＜9：00＞ 座長：斎藤 篤（岩手医科大学附属病院 中央臨床検査部）

50 クレアチニン測定試薬「シグナスオートCRE」の検討…………………………………………………………山本 明毅ほか

51 血液ガス分析装置ABL 800 FLEXによるクレアチニン測定の有用性…………………………………………柴田 泰史ほか

52 血清クレアチニンが偽高値を示したマクログロブリン血症患者の一症例 ……………………………………田中玲伊子ほか

53 アンモニア測定における至適測定条件の再構築

血漿検体におけるアンモニア（NH3）値の変動およびブランク測定について………………………………藤元 佳記ほか

＜9：40＞ 座長：平木 一嘉（東京女子医科大学病院 中央検査部）

54 総ビリルビンが異常反応を示した針状結晶を有する多発性骨髄腫の 1例 ……………………………………市川瀬里香ほか

55 UA・Cre・γGT・ChE・HDLに異常反応を示した一症例 ……………………………………………………岩井 智子ほか

56 蓄尿用防腐剤が尿生化学項目に与える影響について ……………………………………………………………藤田 望ほか

57 生化学項目測定値に影響を与える遠心後の要因 …………………………………………………………………染谷 茜ほか

＜10：20＞ 座長：小柳 博明（（社）新潟県労働衛生医学協会 臨床検査部）

58 「脂質コントロール血清セット」の基礎的検討 …………………………………………………………………井上 淳ほか

59 当院におけるレムナント様リポ蛋白コレステロール測定についての報告

その 1：全診療科からの依頼数の現状 …………………………………………………………………………佐藤 誠ほか
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60 当院におけるレムナント様リポ蛋白コレステロール測定についての報告

その 2：動脈硬化ハイリスク群として循環器科での管理状況 ………………………………………………坂東 雅彦ほか

第 2日目 5月 19 日

第 3会場：サンポートホール高松（ホール棟 5 F 第 2小ホール）

＜13：10＞ 座長：高橋 陽平（岡山済生会総合病院 中央検査科 化学・血清検査室）

61 末期腎疾患患者および糖尿病患者における血清リゾホスファチジルコリン濃度の検討 ……………………内海 和美ほか

62 人間ドック受診者におけるリゾホスファチジルコリン，small，dense LDL，

血小板活性化因子アセチルヒドロラーゼ活性値の検討 ………………………………………………………吉永 惠美ほか

63 人間ドック受診者におけるポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動法による LDLの形状分類と

レムナント様リポ蛋白コレステロールおよび脂質項目との関連性についての検討 ………………………中川 妙子ほか

＜13：40＞ 座長：藤本 一満（ファルコバイオシステムズ総合研究所 検査一課生化学検査係）

64 血中Angiopoietin like-4 量と脂質代謝異常との関連 ……………………………………………………………村野 武義ほか

65 中赤外光吸収スペクトル解析による血中成分測定 無試薬で簡便なChylomicron-Triglyceride

（CM-TG）とVery low density lipoprotein-Triglyceride（VLDL-TG）測定 …………………………………佐藤 謙一ほか

66 高TGの影響を軽減したメタボリード LDL-C の性能確認………………………………………………………藤本 一満ほか

67 当院における LDLコレステロール測定の検討

直接法とFriedewald 式・nonHDL-C について ………………………………………………………………枝 明日美ほか

＜14：20＞ 座長：増田 詩織（近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部）

68 インスリン測定試薬の比較検討 ……………………………………………………………………………………菊地 雅寛ほか

69 グレリンと糖代謝との関連について ………………………………………………………………………………佐藤 俊哉ほか

70 本態性血小板血症における偽性高カリウム血症と検査方法の検証 ……………………………………………岩田 幸広ほか

71 「ディメンションEXL 200」を用いた LOCI 法によるTSH，FT 3 および FT 4 測定の基本性能 …………伊藤美香子ほか

〔免疫血清 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 11 会場：JRホテルクレメント高松（3 F 飛天 1／3 東）
＜9：20＞ 座長：桑原 徹（地方独立行政法人 徳島県鳴門病院 検査部）

72 MMP-3 におけるラテックス免疫比濁法 2試薬の基礎的検討およびELISA法との比較 ……………………森本 隆行ほか

73 各社MMP-3 キャリブレータの反応性について …………………………………………………………………小原 康博ほか

74 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3（MMP-3）測定試薬における非特異反応の検討 ………………………北秋 翔子ほか

75 MMP-3 測定試薬における乖離例の検討 …………………………………………………………………………乾 瑞起ほか

＜10：00＞ 座長：山中 茂雄（高知大学医学部附属病院 検査部）

76 化学発光酵素免疫測定法を原理とする「ステイシアMEBLux テスト CCP」の基礎的検討 ………………永井 昌代ほか

77 9 種類の第 2世代および第 3世代抗環状シトルリン化ペプチド抗体試薬の比較検討 ………………………大沼健一郎ほか

78 好中球CD 64・CD 35 表面抗原量同時測定を利用した，関節リウマチ患者の感染症診断法の検討 ………佐伯ゆかりほか

＜10：30＞ 座長：木下 敬一郎（鳥取赤十字病院 検査部）

79 インターフェロン-γ遊離試験キット「T-SPOT.TB」の基礎性能の検討 ……………………………………山本 康博ほか

80 ELISA法によるMAC抗体検査の性能検証と臨床での有用性…………………………………………………霜島 正浩ほか

＜10：50＞ 座長：関口 美香（前橋赤十字病院 臨床検査科部）

81 サイトケラチン 19 フラグメント（シフラ）測定用試薬「HISCL CK 19 F 試薬」の基礎的検討 ……………出井 禎ほか

82 HISCL-2000 i による腫瘍マーカー改良試薬の基礎的検討 ………………………………………………………石川 綾子ほか

83 全自動免疫測定装置「HISCL-5000」の基礎的性能評価…………………………………………………………藤巻恵理子ほか

＜11：20＞ 座長：鈴木 英明（北里大学保健衛生専門学院 臨床検査技師養成科）

84 成人における血清葉酸の正常値の検討 ……………………………………………………………………………大竹那津美ほか

85 CA 19-9 低値例と Lewis 血液型との関係 …………………………………………………………………………一ノ谷英憲ほか
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86 乳癌における血清抗 p 53 抗体測定の有意性………………………………………………………………………黒田 紀行ほか

第 1日目 5月 18 日

第 11 会場：JRホテルクレメント高松（3 F 飛天 1／3 東）
＜13：10＞ 座長：狩野 春艶（兵庫医科大学病院 臨床検査部）

87 第 4世代HIVスクリーニング検査試薬「ルミパルスHIV Ag／Ab」の基礎的検討 …………………………伊藤真由美ほか
88 HIVスクリーニング検査試薬の基礎的比較検討 ルミパルスプレストHIVAg／Abを中心に ……………古木 重和ほか

89 全自動化学発光免疫測定装置HISCL-2000 i を用いたHIV抗原抗体同時測定試薬の基礎的検討 …………斧研 洋幸ほか

90 CLEIA法において抗HIV-2 抗体の偽陽性を疑った 1症例 ……………………………………………………都築 祐二ほか

＜13：50＞ 座長：齊藤 雅一（埼玉医科大学病院 中央検査部）

91 全自動免疫測定装置HISCL-2000 i を使用してのHBs 抗原の基礎的検討と

HBs 抗原変異リコンビナントとの反応性 ………………………………………………………………………山田みゆきほか

92 HBc 抗体低力価試料を用いた，HBc 抗体測定試薬の比較検討…………………………………………………岩瀬 友也ほか

93 免疫抑制剤療法によりB型肝炎が再活性化した症例……………………………………………………………春成 姿子ほか

＜14：20＞ 座長：八木澤 壽（栃木県医師会塩原温泉病院 検査科）

94 梅毒検査試薬における 3社間の比較検討 …………………………………………………………………………大塚 崇弘ほか

95 ラテックス凝集反応によるTP抗体測定試薬の検討 ……………………………………………………………伊藤 敦巳ほか

96 梅毒測定試薬の検討 …………………………………………………………………………………………………門屋 美和ほか

＜14：50＞ 座長：荒賀 智永（綾部市立病院 医療技術部 臨床検査科）

97 Cobas 8000 e による甲状腺関連項目測定の基礎的検討 …………………………………………………………久田 明史ほか

98 当院における過去 3年間の甲状腺検査の傾向 ……………………………………………………………………寺内 博紀ほか

99 TSHレセプター抗体（TRAb）測定法の基礎的検討

～3法（ECLIA，FEIA，CLEIA）の比較と乖離検体の解析～ ………………………………………………戸来 孝ほか

100 ルミパルスプレストⅡによるTRAb測定の検討―院内実施に向けて―………………………………………永井 薫ほか

＜15：30＞ 座長：問本 佳予子（奈良県立医科大学附属病院 中央臨床検査部）

101 LOCI 法を用いたDimension VISTA用 BNP測定用試薬の基礎的検討 ………………………………………浅海 隆司ほか

102 ルミパルスG 1200 を用いたBNP測定試薬の基礎的検討

～導入による夜間・休日の検体保存業務軽減について～ ……………………………………………………小堺 利恵ほか

103 血中BNP測定における異なる抗BNP抗体を用いた 2試薬間の比較検討……………………………………末吉 茂雄ほか

104 BNPが NT-proBNPよりも高値を呈した一例……………………………………………………………………山田 恵ほか

＜16：10＞ 座長：松川 裕一（社会保険滋賀病院 検査部）

105 AIA-2000 による PIVKA-Ⅱ測定試薬の基礎的検討………………………………………………………………早川 明子ほか

106 自動免疫測定装置AIA用 PIVKAⅡ測定試薬「TOSOH PIVKA-Ⅱ測定試薬」の

基礎的測定性能の検討 ……………………………………………………………………………………………太田 光子ほか

107 「ミュータスワコー i 30」によるAFPおよびAFP-L 3 分画測定の基礎検討…………………………………迫屋 舞ほか

108 全自動蛍光免疫測定装置ミュータスワコー i 30 測定時に遭遇したAFP偽低値例の発生機序解析 ………井本真由美ほか

第 2日目 5月 19 日

第 10 会場：JRホテルクレメント高松（3 F 飛天 1／3 中）
＜11：00＞ 座長：和氣 智徳（国立大学法人 大分大学医学部附属病院 医療技術部）

109 ケミルミBRAHMSプロカルシトニンの基礎的検討 ……………………………………………………………大野 勝寿ほか

110 当院におけるプロカルシトニン検査の検討について ……………………………………………………………狩野 幸夫ほか

111 プロカルシトニン院内導入における有用性の評価 ………………………………………………………………馬島 大ほか

＜11：30＞ 座長：古屋 良太（山梨厚生病院 検査室）

112 通販型検診における尿中ピロリ抗体検査の有用性 尿中ピロリ抗体検査成績と問題点 ……………………樋口 竹広ほか

113 ペプシノーゲン測定試薬「LASAYオートペプシノーゲンⅠ・Ⅱ」の基礎検討 ……………………………山口 純也ほか
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第 2日目 5月 19 日

第 10 会場：JRホテルクレメント高松（3 F 飛天 1／3 中）
＜13：10＞ 座長：黒田 雅顕（帝京大学 医療技術学部 臨床検査学科）

114 ラテックス凝集比濁法を利用したテイコプラニン血中濃度測定試薬

「ナノピアTDMテイコプラニン」のDimension EXL 200 への応用 ………………………………………石田 秀和ほか

115 自動分析装置を用いた「ナノピアTDMテイコプラニン」の基礎的検討 ……………………………………濱田 永ほか

116 ワクチンによるアレルゲン同定検査としてのDLSTの測定意義とBAT有効の可能性 ……………………松尾久美子ほか

117 牛乳アレルギー症状を引き起こす原因 ……………………………………………………………………………山闢友美恵ほか

＜13：50＞ 座長：錦織 昌明（松江赤十字病院 検査部）

118 血中機能的抗TNF -α抗体の測定系確立とその臨床的有用性 …………………………………………………河井 貴行ほか

119 N-ラテックスFLCκ型／λ型の基礎的検討 ………………………………………………………………………栗原 惣一ほか

120 細胞表面マーカー解析の試薬およびクローン変更の検討

―小児リンパ球サブセットにおける抗体変更について― ……………………………………………………宮岡 礼佳ほか

121 細胞表面マーカー解析のオンラインによるデータ報告化―臨床での有用性向上を目指して― ……………宮岡 礼佳ほか

＜14：30＞ 座長：橋本 洋（広島鉄道病院 臨床検査室）

122 C型肝炎ウイルス群別キットHISCL� HCV Gr 試薬の基礎的検討 ……………………………………………長谷川 瞳ほか

123 HTLV-1 抗体とHCV抗体における IgG型抗ウシ血清アルブミン抗体の

非特異反応に与える影響について ………………………………………………………………………………宮野 章ほか

124 測定原理の異なる血中インスリン 3法の比較検討 ………………………………………………………………中原由紀恵ほか

125 高感度CRP（hsCRP）と生活習慣病関連因子，特に内臓脂肪型肥満との関係について………………………小原 浩司ほか

〔遺伝子・染色体 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 7会場：サンポートホール高松（ホール棟 1 F 展示場 1／2 A）
＜9：20＞ 座長：若井 進（国立がん研究センター中央病院 病理・臨床検査科病理）

126 遺伝学的検査「先天性難聴の遺伝子解析」における遺伝子変異の検出率と確定診断 ………………………霜島 正浩ほか

127 新規の遺伝子異常FBN 1 D 2524 NによるMarfan 症候群の一家系……………………………………………中堂園文子ほか

128 ニューロペプタイドY遺伝子多型と喫煙の関係…………………………………………………………………松田 親史ほか

129 Multiplex PCRと Repeat primed PCRによる遺伝性脊髄小脳変性症 10 病型の包括的遺伝子変異解析 …石毛 崇之ほか

＜10：00＞ 座長：大島 利夫（東海大学医学部附属病院 臨床検査技術科）

130 ISO 15189 認定取得に向けた遺伝子検査データの品質保証に関する取り組み ………………………………若井 進ほか

131 学会ホームページを利用した染色体フォトサーベイの試み ……………………………………………………高橋 裕之ほか

132 STAT 5 B-RARAキメラ遺伝子発現の定量的解析 ………………………………………………………………大木 圭子ほか

133 PCR法によるβサラセミアの遺伝子変異解析……………………………………………………………………中野 邦枝ほか

＜10：40＞ 座長：榎本 喜彦（藤田保健衛生大学病院 臨床検査部）

134 3 剤併用療法における 2種類のHCV-RNA定量法の比較 ………………………………………………………原田 靖子ほか

135 Mycoplasma pneumoniae 検出における Loopampマイコプラズマ Pキットの有用性の検討………………榎本 喜彦ほか

136 クリニチップHPVによるハイリスクHPV DNA検出能の評価 ………………………………………………山田 宏美ほか

＜11：10＞ 座長：闍岡 榮二（高知学園短期大学 医療衛生学科）

137 LMD法を用いたFFPEサンプルにおけるDNAおよびmiRNA収量の検討 ………………………………岩永由紀子ほか

138 KRAS遺伝子変異検査における変異判定困難症例の検討 ………………………………………………………小倉 航ほか

139 Multiplex RT-PCR法を用いたEML 4-ALK融合遺伝子の検出 ………………………………………………中西めぐみほか

140 ABCG 2 遺伝子タイピングによる尿酸排泄機能と新規病型分類 ………………………………………………闍田 雄三ほか
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〔生理 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 13 会場：アルファあなぶきホール（小ホール棟 5 F 多目的大会議室西）

＜9：20＞ 座長：山田 宣幸（三菱京都病院 臨床生理検査科）

141 心・頸動脈エコー標準化にむけたスキルチェックワークショップの有用性

滋賀県臨床検査技師会精度管理事業より ………………………………………………………………………畑 久勝ほか

142 左右上腕動脈血流量比を用いたバスキュラーアクセス機能評価 ………………………………………………宮花 礼子ほか

143 内頸動脈閉塞症例のリスクファクターと糖関連検査および血清脂質について

頸動脈エコーで指摘した内頸動脈閉塞症例での検討 …………………………………………………………金 徳男ほか

144 腸骨動脈領域における STENT再狭窄の評価がエコーで有用であった症例 …………………………………山内 陽平ほか

＜10：00＞ 座長：佐々木 玲子（名古屋掖済会病院 中央検査部）

145 糖尿病教育入院における血管内皮機能の改善とその意義 ………………………………………………………寺西ふみ子ほか

146 褥瘡エコーでDTI を早期発見し，重症化を回避した一例

臨床検査技師としての褥瘡治療への取り組み …………………………………………………………………那須ユキエほか

147 超音波検査にて経験した豊胸術後の乳腺炎の 1例 ………………………………………………………………丸田 千春ほか

148 穿刺吸引細胞診後に急速にび慢性甲状腺腫脹を来した 1例 ……………………………………………………海老名祐佳ほか

＜10：40＞ 座長：西浦 哲哉（独立行政法人 国立病院機構 嬉野医療センター 臨床検査科）

149 IgG 4 関連疾患の一例 ………………………………………………………………………………………………那須ユキエほか

150 自己免疫疾患における超音波像 ……………………………………………………………………………………下地友里恵ほか

151 膵頭部に接したリンパ上皮嚢胞の 1例 ……………………………………………………………………………佐藤 美砂ほか

152 膵体尾部欠損症の 1例 ………………………………………………………………………………………………冨岡 千草ほか

＜11：20＞ 座長：栗原 五美（静岡赤十字病院 検査部）

153 造影超音波検査で評価し得た運動後急性腎不全（ALPE）の 1症例 ……………………………………………中谷 友美ほか

154 健診センターでの前立腺癌スクリーニングにおける PSAD（PSADdensity）値の検討 ………………………平良 年子ほか

155 成人に発生した類表皮嚢胞の一例 …………………………………………………………………………………有馬 隆幸ほか

第 1日目 5月 18 日

第 13 会場：アルファあなぶきホール（小ホール棟 5 F 多目的大会議室西）

＜13：10＞ 座長：成瀬 智（真生会 富山病院）

156 当院で経験した肝平滑筋腫の一例 …………………………………………………………………………………多田 早織ほか

157 輸入脚症候群における超音波検査の有用性 ………………………………………………………………………蟹谷 智勝ほか

158 小腸腫瘍が疑われた腸結核の一例 …………………………………………………………………………………岩下 直美ほか

159 体外式超音波検査で瘻孔を確認できた膀胱 S状結腸瘻の一例 …………………………………………………西谷 文ほか

＜13：50＞ 座長：丸田 千春（社会医療法人 白十字会佐世保中央病院 臨床検査技術部）

160 腹部超音波検査にて診断しえた虫垂癌の一症例 …………………………………………………………………近藤 吉将ほか

161 中腸回転異常に虫垂粘液嚢胞腺腫を合併した 1例 ………………………………………………………………近藤 英俊ほか

162 虫垂重積症を伴った急性虫垂炎の一例 ……………………………………………………………………………木村 尚貴ほか

＜14：20＞ 座長：有馬 ひとみ（前橋赤十字病院 臨床検査科部）

163 当院における過去 25 年間の感染性心内膜炎の動向 ……………………………………………………………原 香ほか

164 血液培養陰性の感染性心内膜炎の一例 ……………………………………………………………………………柴田 真美ほか

165 真菌を起因とする感染性心内膜炎の一症例 ………………………………………………………………………大澤 秀吉ほか

＜14：50＞ 座長：山崎 卓（熊本赤十字病院）
166 心室中隔欠損に伴う三尖弁瘤に感染性心内膜炎を合併した一例 ………………………………………………杉尾 英昭ほか

167 大動脈四尖弁に感染性心内膜炎を合併した 1例 …………………………………………………………………金綱 英夫ほか

168 感染性腸炎罹患後にサルモネラ心外膜炎を発症した一例 ………………………………………………………徳武 弘恵ほか
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＜15：20＞ 座長：高松 泉（独立行政法人 国立病院機構南岡山医療センター 臨床検査部）

169 心エコー図が発見の契機となった血液疾患の 2症例 ……………………………………………………………有北 仁美ほか

170 経胸壁心臓超音波検査が発見の契機となった心臓原発血管肉腫の 1例 ………………………………………牧瀬 涼子ほか

171 心原性脳塞栓症の一例 ………………………………………………………………………………………………下垣真紀子ほか

＜15：50＞ 座長：武田 典子（島根県立中央病院）
172 肺動脈に穿破した弓部大動脈瘤の一例 ……………………………………………………………………………横井 靖世ほか

173 巨大な嚢状動脈瘤を伴う冠動脈肺動脈瘻の一例 …………………………………………………………………牛山多恵子ほか

174 冠動脈拡張を伴った右冠動脈右房瘻の 1例 ………………………………………………………………………藤本 正和ほか

＜16：20＞ 座長：島谷 文彦（尾道市立市民病院）
175 心エコー検査にて診断し根治しえた大動脈弁逆流合併未破裂バルサルバ洞動脈瘤の一例 …………………山本 裕介ほか

176 閉塞性肥大型心筋症に対して当院で施行した経皮的中隔心筋焼灼術（PTSMA）……………………………杤木 達也ほか

177 当院で経験したたこつぼ型心筋症の臨床的特徴 …………………………………………………………………山本有季乃ほか

178 心筋梗塞後の心室頻拍に対してCARTO sound が有用であった一例 …………………………………………高橋 勝行ほか

＜17：00＞ 座長：中村 浩司（筑波メディカルセンター病院 臨床検査科）

179 持続性心房細動患者における経胸壁左心耳壁収縮速度での左房，左心耳内の易血栓性評価の有用性 ……難波 浄美ほか

180 Qp／Qs 計測における基礎的検討……………………………………………………………………………………萬雲 正清ほか

181 心エコー図検査では左室充満圧上昇が指摘困難であった症例における

心不全マーカーを用いた心不全診断に腎機能障害が与える影響 ……………………………………………西岡 光昭ほか

182 Jatene 術後における問題点と心エコー図の役割…………………………………………………………………林原 亜樹ほか

第 1日目 5月 18 日

第 14 会場：アルファあなぶきホール（小ホール棟 5 F 多目的大会議室東）

＜9：20＞ 座長：島闢 睦（高知大学医学部附属病院 検査部）

183 呼吸機能検査の患者データを用いた内部精度管理についての検討 ……………………………………………松原 朱實ほか

184 低出生体重児の就学時期のスパイログラム ………………………………………………………………………湯舟 恵子ほか

185 肺癌切除術後の 1秒量と術後予測 1秒量について―肺気腫合併肺癌との比較― ……………………………藤井巳世子ほか

186 慢性閉塞性肺疾患における肺拡散能力の意義 ……………………………………………………………………東 み幸ほか

＜10：00＞ 座長：森田 遊（JA神奈川県厚生連 相模原協同病院 医療技術部 臨床検査室）

187 Mostgraph-01 による呼吸インピーダンス測定における測定手技に関する検討………………………………矢吹 唯ほか

188 チークサポートの手技の違いが呼吸抵抗測定に及ぼす影響 ……………………………………………………内田 明美ほか

189 慢性咳嗽患者における呼気一酸化窒素濃度と呼吸抵抗測定を用いた喘息スクリーニングの試み …………永井 仁志ほか

＜10：30＞ 座長：栗林 伴有（日本赤十字社和歌山医療センター 検査部）

190 Complex Demodulation 法（CDM解析）による高周波振動の定量的評価の試み………………………………藤村 梢ほか

191 脳神経生理検査システム（CNN）導入による脳波検査業務の変化………………………………………………伊藤 修ほか

192 経時的な脳波記録が重要であった自己免疫性脳炎の一症例 ……………………………………………………小見山みるほか

＜11：00＞ 座長：谷中 弘一（獨協医科大学病院 臨床検査センター）

193 頭蓋底手術における下位脳神経（舌咽神経，迷走神経，副神経）モニタリング ………………………………杉山 邦男ほか

194 眼電図による動眼神経（Ⅲ），滑車神経（Ⅳ），外転神経（Ⅵ）神経の術中マッピング …………………………高嶋 浩一ほか

195 Leigh 脳症における電気生理検査の有用性 ………………………………………………………………………高森 稔弘ほか

＜11：30＞ 座長：杉山 邦男（東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部）

196 手根管症候群における複合筋活動電位波形の検討 ………………………………………………………………関藤 恭弘ほか

197 onsetMCVと offsetMCVの比較検討………………………………………………………………………………樋口 あゆほか

第 1日目 5月 18 日

第 14 会場：アルファあなぶきホール（小ホール棟 5 F 多目的大会議室東）

＜13：10＞ 座長：小野澤 裕也（北里大学病院 臨床検査部）

198 情報発信という臨床支援を用いた評価 糖尿病神経障害における神経生理検査の必要性 …………………宇城 研悟ほか

199 神経伝導検査を契機として診断しえた前骨間神経麻痺の一症例 ………………………………………………及川 奈央ほか
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200 Crow-Fukase 症候群（POEMS）の 1症例 …………………………………………………………………………柴田 由加ほか

＜13：40＞ 座長：小野 誠司（医療法人社団研仁会 北海道脳神経外科記念病院 臨床検査科 診療技術部）

201 反復性眩暈発作を伴う先天性眼振の 1例―前庭機能評価に苦慮した症例について― ………………………中村 久子ほか

202 触覚刺激を用いた体性感覚誘発脳磁場測定の検討 ………………………………………………………………野地 七恵ほか

203 複数ランダム刺激による同時脳磁場測定の検討 …………………………………………………………………八木 和広ほか

204 脳外科ナビゲーション用のMRI プロトコールの最適条件の検討 ……………………………………………宮闢 研一ほか

＜14：20＞ 座長：石郷 景子（大垣市民病院 医療技術部 診療検査科）

205 軟口蓋刺激 SEPの試みと正常値作成………………………………………………………………………………闍橋 修ほか

206 頸動脈ステント治療時に SEPの波形変化があった一症例………………………………………………………小野 誠司ほか

207 VEMP（前庭筋誘発電位）の振幅に影響を及ぼす因子に関する検討 ……………………………………………畑本 大介ほか

＜14：50＞ 座長：佐藤 研吾（鳥取大学 医学部 保健学科 病態・検査学講座）

208 術中モニタリング検査における波形変化で回復経過を観察し得た 1症例 ……………………………………高谷 恒範ほか

209 当院における整形外科領域術中モニタリングの現状 ……………………………………………………………武田 政子ほか

＜15：10＞ 座長：西谷 由美子（社会医療法人大雄会 総合大雄会病院 技術検査科）

210 尿素呼気試験を用いた特発性血小板減少性紫斑病患者の除菌効果判定 ………………………………………新田 典子ほか

211 T＆Tオルファクトメーターと噴射式基準嗅覚検査の比較検討 ………………………………………………三木 未佳ほか

212 直腸肛門管排出圧検査の基準値の検討 ……………………………………………………………………………中尾真由美ほか

213 嚥下機能の客観的評価の精度向上を目指して

―嚥下造影や嚥下誘発試験と表面筋電図の同時計測等による検討― ………………………………………古閑 公治ほか

＜15：50＞ 座長：岡 靖子（社会保険船橋中央病院 検査部）

214 当院における心電図判読のとりくみ ………………………………………………………………………………三ツ橋 健ほか

215 内臓脂肪面積は血清尿酸値の経時的な上昇と関連する …………………………………………………………七俵佐和美ほか

216 脂肪肝と腹囲径の関連性および 3年間の変化について …………………………………………………………津荷 秀美ほか

217 超音波検査併用乳癌検診導入とその結果～乳癌検診チームの一員としての役割～ …………………………合田 明美ほか

＜16：30＞ 座長：野本 隆之（吉川中央総合病院 検査科）

218 急性腹症に対する体外式超音波検査の有用性と課題 ……………………………………………………………三浦 大輔ほか

219 救命救急センターにおける超音波検査士の関わり ………………………………………………………………西谷由美子ほか

220 当検査室における救急外来腹部超音波検査の現況 ………………………………………………………………木下 博之ほか

221 当院救急科における緊急心エコー検査の現状 ……………………………………………………………………河野 裕樹ほか

＜17：10＞ 座長：飯塚 信義（国保小見川総合病院 中央検査科）

222 血管機能検査と腎機能との関連 ……………………………………………………………………………………駒 美佳子ほか

223 CAVI と頸動脈エコーの関係に関する検討 ………………………………………………………………………片岡 学ほか

224 糖尿病患者のリスクスクリーニングにおけるCardio Ankle Vascular Index（CAVI）測定の有用性

―心電図異常および腎機能との関連性― ………………………………………………………………………安藤 有美ほか

225 当院における無症候性糖尿病患者における PADの解析とABI の有用性 ……………………………………中村 勇治ほか

第 1日目 5月 18 日

第 15 会場：アルファあなぶきホール（小ホール棟 4 F 大会議室）

＜9：20＞ 座長：尾形 申弐（東京医科大学病院 中央検査部）

226 踏み台昇降試験法をとりいれたマスター二階段負荷試験変法の考案

―運動強度（METs）および心拍数による検討― ………………………………………………………………司茂 幸英ほか

227 心肺運動負荷試験（CPX）の導入におけるアンケート解析結果について

～検査環境・理解度による検査への影響とその改善点～ ……………………………………………………大山 浩子ほか

228 BNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド）とCPX（心肺運動負荷試験）各パラメータの関連性について…………闍木 明美ほか

＜11：10＞ 座長：畑 久勝（済生会 滋賀県病院 臨床検査科）

229 心肺機能検査において 1：1心房粗動，心室頻拍が誘発され血行動態破綻をきたした 1症例 ……………平川 大悟ほか

230 心不全で発症した若年心サルコイドーシスに対しての心臓リハビリテーションへの関わり ………………塚本久美子ほか

231 前壁中隔急性心筋梗塞発症にて大きく心機能が低下したが，運動療法により良好な経過を辿った一例 …小野瀬紀行ほか
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第 2日目 5月 19 日

第 13 会場：アルファあなぶきホール（小ホール棟 5 F 多目的大会議室西）

＜11：10＞ 座長：黒崎 幸子（財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 生理検査科）

232 いびきの大きさに与える因子の検討 PSGに組み込まれた騒音計を用いて…………………………………笹原 絹代ほか

233 小児の無呼吸発作における PSG検査の有用性……………………………………………………………………石郷 景子ほか

234 レポートを活用したCPAP治療の継続率向上への取り組み……………………………………………………廏津 昌吾ほか

235 CPAP定期受診期間の変更に伴うアドヒアランスの検討 ………………………………………………………向井 宏美ほか

第 2日目 5月 19 日

第 14 会場：アルファあなぶきホール（小ホール棟 5 F 多目的大会議室東）

＜9：00＞ 座長：安保 浩二（大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部）

236 2 Dスペックルトラッキング心エコーから求めた Post systolic strain index と

冠動脈狭窄の関連性の検討 ………………………………………………………………………………………阿部 文子ほか

237 大動脈弁狭窄圧較差測定の臨床的検討 ……………………………………………………………………………清遠 由美ほか

238 透析患者における大動脈弁硬化進行度に関する検討 ……………………………………………………………多田 浩章ほか

239 大動脈弁逆流の症例に認める左室壁運動異常のAFI（Automated Functional Imaging）を用いた検討……藤村 弥生ほか

＜9：40＞ 座長：山田 明（綜合病院社会保険 徳山中央病院）

240 完全左脚ブロック（CLBBB）と基礎心疾患に関する検討…………………………………………………………石崎 一穂ほか

241 心房細動症例の拡張機能評価方法の検討 …………………………………………………………………………原 淳一ほか

242 演題取り下げ

243 急性心膜炎の一例 ……………………………………………………………………………………………………白石 亜季ほか

＜10：20＞ 座長：日高 ゆかり（国家公務員共済組合連合会高松病院 診療部検査科）

244 自動オーダー発行により一元管理された心電図システムの構築 ………………………………………………平原智恵美ほか

245 心電図検査における緊急報告症例 193 件の解析 …………………………………………………………………清水 康平ほか

246 心電図陰性T波に関する研究―急性冠症候群と肺血栓塞栓症の鑑別が可能か？―…………………………山本 誠一ほか

247 高度徐脈を契機に診断された松果体部腫瘍の 1例 ………………………………………………………………奥井富美子ほか

＜11：00＞ 座長：伊藤 啓明（地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 検査部）

248 心電図検査による心房中隔欠損症（ASD）スクリーニングの有用性について

～IRBBBおよび crochetage パターンの検討～ ………………………………………………………………柴田 綾ほか

249 頻脈刺激時突然 10 秒以上の pause が誘発された Phase 3 AV block の 1 例 …………………………………合田 恵美ほか

250 来院時心電図検査にて鑑別が困難であった完全房室ブロックの一例 …………………………………………中村 良幸ほか

251 ペースメーカー植え込み後にたこつぼ型心筋症を発症した 2症例の心電図変化について …………………宮下 千夏ほか

＜11：40＞ 座長：渡辺 博昭（村上総合病院 検査科）

252 ホルター心電図装着中に院外心停止した一例 ……………………………………………………………………石川 りえほか

253 Holter 心電計を用いた心室遅延電位（LP）計測の有用性…………………………………………………………柳井 佑貴ほか

254 12 誘導ホルターにて心室細動（VF）及び植込み型除細動器（ICD）の作動を観察しえた症例と

その治療効果の考察 心室性期外収縮（PVC）のローレンツプロット解析を通して ………………………丸山 恵理ほか

〔病理・細胞診 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 12 会場：JRホテルクレメント高松（3 F 玉藻 1／2 東）
＜9：20＞ 座長：萩原 勉（前橋赤十字病院）
255 子宮頸部擦過細胞診標本に対する再水和処理法の検討 …………………………………………………………土田 秀ほか

256 EBUS-TBNA検体に対するTissue rinse liquid-based cytology（TRLBC）法の応用 …………………………東 学ほか

257 心嚢液においてセルブロック作製が有用であった肺腺癌の 1例 ………………………………………………宮沢 勲ほか
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258 乳腺穿刺吸引細胞診における鑑別困難症例の検討 ………………………………………………………………三宅 桂子ほか

＜10：00＞ 座長：山崎 葉子（静岡県立総合病院 病理診断科）

259 膵（主膵管）上皮内癌の 1例 …………………………………………………………………………………………今村 真治ほか

260 傍精索原発と考えられる横紋筋肉腫の 1症例 ……………………………………………………………………橋本 俊彰ほか

261 子宮頸部原発大細胞神経内分泌癌の 1症例 ………………………………………………………………………橋本 俊彰ほか

262 肺大細胞神経内分泌癌の細胞学的検討 ……………………………………………………………………………片倉 和哉ほか

＜10：40＞ 座長：小澤 英樹（（株）ピーシーエルジャパン病理細胞診センター 品質管理課 拠点ラボ管理担当）

263 カセット印字機を使用した 2次元コード認識率の比較検討 ……………………………………………………佐藤 浩司ほか

264 病理検査におけるインシデント対策の現状と課題 ………………………………………………………………野村 仁志ほか

＜11：00＞ 座長：菅原 勲（石巻赤十字病院 病理検査課）

265 病理検査における生検個数確認方法の工夫＝切り出しから包埋まで＝ ………………………………………松本 勝ほか

266 病理検体の患者識別「バノックガン認証法」の新提案 …………………………………………………………久場 樹ほか

267 バイオマトリックス解析技術による疑コンタミネーション組織の識別 ………………………………………長谷川秀浩ほか

＜11：30＞ 座長：須田 公治（仙北組合総合病院 検査科 病理）

268 各種コートガラスの比較検討 ………………………………………………………………………………………原 稔晶ほか

269 界面活性剤脱パラフィン処理の検討 キシロール使用低減への提案 …………………………………………山下 和也ほか

270 当院におけるキシレンおよびメタノールの状況報告 ……………………………………………………………草苅 宏有ほか

第 1日目 5月 18 日

第 12 会場：JRホテルクレメント高松（3 F 玉藻 1／2 東）
＜13：10＞ 座長：日高 祐二（公立学校共済組合 東海中央病院 臨床検査科）

271 凍結標本作製における脂肪組織の薄切温度の検討 ………………………………………………………………島田 直樹ほか

272 脱脂時間短縮におけるマイクロウェーブ処理装置の有用性 ……………………………………………………坂本 真吾ほか

273 MILESTONE社多機能型マイクロウエーブ・ラボステーションの使用経験…………………………………榊原 健夫ほか

274 大至急検体（当日報告・迅速パラフィン標本生検・免疫組織化学）の試み ……………………………………滝野 寿ほか

＜13：50＞ 座長：石田 大士（（株）日立製作所日立総合病院）
275 リアルタイム PCRを用いた病理標本からの結核菌DNA検索

～SYBR Green による融解曲線分析法～ ………………………………………………………………………町田 大輔ほか

276 市販α-アミラーゼ消化試験と唾液消化試験の比較検討…………………………………………………………今川奈央子ほか

277 ルベアン酸増感法及び迅速キットを用いた acetylcholine esterase 染色法の検討……………………………山闢 達弥ほか

＜14：20＞ 座長：栗田 佑希（広島大学病院 診療支援部 病理検査部）

278 Naoumenko Feigin 銀液（pH 4.2，pH 5.6）を用いた神経内分泌顆粒染色………………………………………二反田隆夫ほか

279 マッソン・トリクローム染色における固定時間による影響と染色性の改善法 ………………………………馬場 正樹ほか

280 色素の分子構造から考える膠原線維染色の理論考察 ……………………………………………………………磯 闢 勝

＜14：50＞ 座長：中村 広基（西尾市民病院 臨床検査室）

281 札幌臨床検査技師会における免疫染色サーベイについて ………………………………………………………加藤 隆ほか

282 当院における免疫組織化学染色法の至適条件の検討（第二報）…………………………………………………江口加奈子ほか

283 日常検査における高感度検出システム導入に関する検討 ………………………………………………………古屋周一郎ほか

284 免疫染色自動画像解析を用いた内部精度管理の検討 第 2報 …………………………………………………田中 美帆ほか

＜15：30＞ 座長：伊藤 仁（東海大学医学部附属病院 病理検査技術科）

285 免疫二重染色を用いた悪性リンパ腫の細胞診―kappa／lambda・CD 20／CD 3― ……………………………下浦 泰昌ほか

286 前立腺組織を用いた作製カクテル抗体における免疫二重染色の検討 …………………………………………板橋 匠美ほか

287 iCCD法を用いた悪性中皮腫と反応性中皮の鑑別 ………………………………………………………………柳田絵美衣ほか

＜16：00＞ 座長：佐々木 政臣（大阪市立大学医学部附属病院 病理部）

288 神経芽腫における Shf（src homology domain containing F）発現の検討 ………………………………………若井 公子ほか

289 肝細胞癌における抗Arginase-1 抗体の有用性の検討……………………………………………………………芹澤 昭彦ほか

290 尿路上皮癌におけるFGFR 3 蛋白の発現について ………………………………………………………………中澤久美子ほか

291 胃型形質を有する子宮頸部腺癌における神経内分泌細胞の存在意義 …………………………………………弓納持 勉ほか
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＜16：40＞ 座長：佐々木 直志（国立がん研究センター中央病院 病理・臨床検査科病理）

292 肺癌診断における p 40（ΔNp 63）の免疫組織学的検討 …………………………………………………………伊東 隆ほか

293 肺癌における抗 p 40 rabbit polyclonal 抗体の有用性の検討 ……………………………………………………小山田裕行ほか

294 FISH法におけるEML 4-ALK融合遺伝子検査の基礎的検討 …………………………………………………江藤 謙ほか

295 軟部肉腫分子診断における連続FISH法の応用（BAC DNA probe を用いた相互転座解析）………………五十嵐久喜ほか

＜17：20＞ 座長：小野寺 清隆（千葉大学医学部附属病院 病理部）

296 舌癌術後，頚部リンパ節に遠隔転移したと思われる膀胱癌の 1例 ……………………………………………南雲 清子ほか

297 卵巣腫瘤経過観察中に発見されたバルトリン腺脱分化型腺様嚢胞癌の 1例 …………………………………上地 政己ほか

298 経皮経静脈的僧帽弁交連切開術（PTMC）の慢性期における病理学的検討 ……………………………………塩田 和美ほか

299 糸球体に免疫複合体（IC）の沈着を伴ったMPO-ANCA関連腎炎における免疫組織学的検討………………堀田 茂ほか

〔一般 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 6会場：サンポートホール高松（ホール棟 1 F 展示場 1／2 B）
＜9：20＞ 座長：星 雅人（鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 医療栄養学科）

300 UF-1000 i による SRC（小型円形上皮細胞）に相当する尿沈渣成分の検索 …………………………………日ノ澤進一郎ほか

301 尿中有形成分分析装置UF 1000 i における SRCフラグの有効性についての検討

―上皮細胞類の目視結果との比較― ……………………………………………………………………………中島 麻里ほか

302 尿潜血反応±，UF 1000 i 赤血球＋からヘモジデリンを検出し，

PNH診断の契機となった一症例について………………………………………………………………………足立真理子ほか

303 全自動尿分析・分取装置UA・ROBO-1000 ADの基礎的性能評価

尿糖，尿蛋白の定量値との相関について ………………………………………………………………………小林 蕗子ほか

304 全自動尿分析・分取装置UA・ROBO-1000 ADの基礎的性能に関する検討 …………………………………荒木 秀夫ほか

＜10：10＞ 座長：原 美津夫（駿河台日本大学病院 臨床検査部）

305 尿沈渣分析装置 IQ 200 スプリントの血球類測定性能評価……………………………………………………小林 渉ほか

306 全自動尿中有形成分分析装置USCANNER（E）の検討及び運用について ……………………………………向井 早紀ほか

307 尿沈渣検査におけるU-SCANNERII の有用性……………………………………………………………………鈴木 朋ほか

308 全自動尿分析装置US-3100 R plus の性能評価 ……………………………………………………………………久末 崇司ほか

309 尿自動分析装置US-3100 R plus およびウロペーパーαⅢ‘栄研’11 の基礎的検討…………………………仲本賢太郎ほか

＜11：00＞ 座長：陶山 洋二（島根大学医学部附属病院 検査部）

310 試験紙法による尿蛋白質定性検査における逆性せっけんによる偽陽性のCBB-G 250 を用いた確認方法…鈴木 優治ほか

311 尿沈渣標本作成後の上清への赤血球残存率と形態 ………………………………………………………………寺岡 千織ほか

312 非糖尿病・各種腎炎におけるフィブリン円柱の臨床的意義 ……………………………………………………横山 貴ほか

313 尿沈渣検査で異型細胞を検出し得た稀な症例―判定基準「N／C比大」の重要性―…………………………沖野 宗晴ほか

314 泌尿器科受診以外の尿沈渣検査から発見された膀胱癌の 2症例 ………………………………………………森川 和代ほか

第 1日目 5月 18 日

第 6会場：サンポートホール高松（ホール棟 1 F 展示場 1／2 B）
＜13：10＞ 座長：伊藤 康生（JA愛知厚生連 江南厚生病院 臨床検査技術科）

315 当院における腎盂・尿管癌患者の尿中悪性細胞検出の現状 ……………………………………………………川音 勝江ほか

316 尿沈渣により診断できた糞線虫症の一症例 ………………………………………………………………………日照田敦子ほか

317 入院時スクリーニング尿検査で偶然発見されたFabry 病の一例………………………………………………藤田 仁美ほか

318 尿沈渣中にクリプトコッカスが観察された 2症例 ………………………………………………………………佐藤 貴光ほか

319 唾液中ヘモグロビン検査における唾液採取方法の検討 …………………………………………………………森 合美ほか

320 喀痰好酸球数検査における標本作製法の検討 ……………………………………………………………………日下 拓ほか
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＜14：10＞ 座長：中田 郁美（東北大学病院 診療技術部検査部門）

321 尿定性ケトン体試験紙法の偽陽性に関する評価 …………………………………………………………………松木 美貴ほか

322 平成 24 年度埼玉県医師会精度管理尿蛋白定量について ………………………………………………………猪浦 一人ほか

323 硝子円柱出現頻度とBNP値の相関についての検討 ……………………………………………………………服部 亮輔ほか

324 北東北 3県（青森，秋田，岩手）共通尿沈渣フォトサーベイにおける 2年間の集計報告と傾向 ……………石澤 毅士ほか

＜14：50＞ 座長：河野 雄一（済生会呉病院 臨床検査室）

325 便潜血定性検査試薬OC-ヘモキャッチ Sと改良品採便容器の検討 ……………………………………………丹羽 厚子ほか

326 新しい便ヘモグロビン分析装置ヘモテクトNS-Prime の基礎的検討 …………………………………………木下 正行ほか

327 小型便潜血分析装置QUICK RUN（II）の性能評価 ………………………………………………………………杉浦 直子ほか

328 大腸がん検診集計データ解析による便Hb検査の有用性と問題点 ……………………………………………岡田 茂治ほか

329 便脂肪染色の施行により発見し得た合併症の 1例 ………………………………………………………………市下 和博ほか

＜15：40＞ 座長：岡田 茂治（埼玉県立がんセンター 検査技術部）

330 髄液検査におけるギムザ染色の有用性 ……………………………………………………………………………竹田由加里ほか

331 髄液中に認められた網膜芽細胞腫の一例 …………………………………………………………………………渡邉 太一ほか

332 髄液中に白血病細胞が検出された急性骨髄単球性白血病の一例 ………………………………………………大城 雄介ほか

333 骨髄中に形質細胞が認められた多発性骨髄腫の一症例 …………………………………………………………久末 崇司ほか

334 2 次性腹膜炎・特発性細菌性腹膜炎・癌性腹膜炎による腹水の特徴 …………………………………………保科ひづるほか

335 当院一般検査における体腔液検査の現状報告 ……………………………………………………………………小関 紀之ほか

＜16：40＞ 座長：川本 奈貴佐（愛媛県立中央病院）
336 一般検査領域における生検検体を用いたアメーバ検出の有用性 ………………………………………………岡 有希ほか

337 大腸生検組織塗抹標本において Giardia lamblia の栄養型を検出した 1症例 …………………………………柴田江里奈ほか

338 ミズアブの腸内寄生を認めた 1症例 ………………………………………………………………………………加藤 節子ほか

339 当院における寄生虫検査の検出状況 ………………………………………………………………………………山浦 久ほか

340 肺吸虫症が疑われた 8例の臨床的検討 ……………………………………………………………………………古池美奈子ほか

〔血液 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 2会場：サンポートホール高松（ホール棟 4 F 第 1小ホール）

＜9：20＞ 座長：中山 みどり（奈良県立奈良病院 中央臨床検査部）

341 多項目自動血球分析装置XN-2000 新規機能の運用における目視率低減の検討………………………………坂口 敬博ほか

342 多項目自動血球装置XN-9000 体液測定モードにおける悪性細胞検出能の検討………………………………足立絵里加ほか

343 自動血球計数装置による性状異常検体の検出比較とユニセルDxH 800 の基礎的検討………………………深津明日香ほか

344 ユニセルDxH 800 における新Research Parameter の検討

赤血球関連項目UGC比率を中心として ………………………………………………………………………宮原 由美ほか

＜10：00＞ 座長：樋口 美奈（倉敷中央病院 臨床検査科 血液検査室）

345 CellaVision DM 96 と Competency Software を用いた当施設での取り組み …………………………………内藤 麻美ほか

346 血液像自動分類システムCella VisionDM 96 における悪性リンパ腫細胞の検出評価 ………………………津田 勝代ほか

347 浸透圧によって生じるXE-5000 のヘマトクリットの問題点……………………………………………………南谷 篤紀ほか

348 高ビリルビン血症によるCBC測定への影響 ……………………………………………………………………原 歩美ほか

＜10：40＞ 座長：澤田 朝寛（順天堂大学浦安病院 臨床検査医学科）

349 細菌性感染症におけるMPXI の検討 ADVIA 2120 i-MPXI を用いて ………………………………………山本 敏晴ほか

350 ADVIA 2120 i 測定項目MPXI の検討 ……………………………………………………………………………森 日登美ほか

351 好中球空胞変性（空胞数，巨大空胞）の臨床的有用性 ……………………………………………………………前澤 圭亮ほか

352 SIRS 症例における白血球数及び顆粒球幼若細胞比率の検討 …………………………………………………闍崎 将一ほか

＜11：20＞ 座長：鈴木 博子（春日井市民病院 臨床検査技術室）

353 肝障害における有棘赤血球の陽性率に関する検討 ………………………………………………………………青谷 真樹ほか

354 SpO 2 値低下を契機に診断された異常ヘモグロビン症の 1例 …………………………………………………高木 文也ほか
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355 1 家族において認められた熱帯熱マラリアおよび三日熱マラリア感染例 ……………………………………岡本 康二ほか

356 エバンス症候群の一例を経験して …………………………………………………………………………………長岡久美子ほか

第 1日目 5月 18 日

第 2会場：サンポートホール高松（ホール棟 4 F 第 1小ホール）

＜13：10＞ 座長：三浦 玲子（（社）北楡会 札幌北楡病院 臨床検査技術部）

357 脳出血とEosinophilia を契機に診断に至ったChurg-Strauss Syndrome の 1 例 ……………………………大下 時廣ほか

358 抗生剤により発症した薬剤性無顆粒球症の一例 …………………………………………………………………大金 亜弥ほか

359 EBV-HLH寛解後もEBV-DNA量の遷延化を認めた 1症例 ……………………………………………………永田 啓代ほか

360 ヒトパルボウイルスB 19 感染により急性脳炎を発症し急性赤芽球癆，DICおよび

ウイルス関連血球貪食症候群をきたした遺伝性球状赤血球症の兄弟例 ……………………………………瀬尾佳代子ほか

＜13：50＞ 座長：横山 裕子（岐阜市民病院 中央検査部）

361 難聴と視力低下で発症した t（4；11）（q 21；q 23）；MLL-AF 4 を有する

MLL遺伝子再構成を伴う混合形質性白血病の 1例……………………………………………………………山岡 源治ほか

362 CD 45 gating 法における gate 位置の変更が有用であったB-ALLの一症例 …………………………………小松 千紘ほか

363 3 系統に高度の形態異常を呈したMyelodysplasia-related 急性骨髄性白血病（AML）の 1例 ………………吉澤 一恵ほか

364 初診時，赤白血病への急性転化であった慢性骨髄性白血病の 1例 ……………………………………………勢井 伸幸ほか

＜14：30＞ 座長：溝口 一彦（労働者健康福祉機構 長崎労災病院 中央検査部）

365 MDSおよびAML with myelodysplasia-related changes における染色体異常について ……………………中川 美穂ほか

366 FAB分類AML（M 2）における細胞表面マーカー・染色体の検索 ……………………………………………綱島 充英ほか

367 当院におけるAPL症例の解析 APL再発時の細胞表面抗原と細胞形態の変化について …………………吉井 三幸ほか

368 Tリンパ芽球性白血病／リンパ腫の抗原発現とT細胞初期分化抗原について ………………………………林田 雅彦ほか

＜15：10＞ 座長：中野 かおり（山口大学医学部附属病院）
369 ETV 6／ABL 1 変異を認めた好酸球増多を伴う骨髄増殖性腫瘍の一症例 ……………………………………山下 智江ほか

370 非定型慢性骨髄性白血病（aCML）の一症例 ………………………………………………………………………平賀美智子ほか

371 α-NB 陽性好中球を認める本態性血小板血症（ET）の 1症例……………………………………………………北川 真有ほか

372 当院における骨髄増殖性腫瘍の検討 ………………………………………………………………………………松内奈緒美ほか

＜15：50＞ 座長：田中 秀磨（大阪医科大学附属病院 中央検査部）

373 バーキットリンパ腫とDLBCLの中間型と思われたB細胞リンパ腫の 1症例 ………………………………山口 直子ほか

374 肝不全で来院され，若年性ATLと診断された 1症例 …………………………………………………………谷口 恵理ほか

375 白血化したALK陽性未分化大細胞型リンパ腫の 1例 …………………………………………………………田中 明美ほか

376 T細胞前リンパ球性白血病の 1症例 ………………………………………………………………………………小山明日美ほか

＜16：30＞ 座長：中村 美雪（財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 検体検査科）

377 著名な骨髄膠様変性を伴った骨髄異形成症候群の一例 …………………………………………………………中西 良太ほか

378 Ph 陽性急性Bリンパ性白血病における形態FISH法の有用性 ………………………………………………奥村 敦子ほか

379 非ホジキンリンパ腫における血清β2-MGの予後予測因子としての評価 ……………………………………菅野 光一ほか

＜17：00＞ 座長：森 日登美（金沢医科大学病院 中央臨床検査部）

380 血小板低値域測定の信頼性について

―自動血球分析装置 4社 5機種と免疫学的測定（CD 61）の比較検討― ……………………………………吉川 直之ほか

381 急性冠症候群患者における血小板指数の有用性 …………………………………………………………………川原久美子ほか

382 血小板の大きさおよび産生能における血小板容積最頻値（P-MFV）の有用性…………………………………近藤 明宏ほか

第 2日目 5月 19 日

第 2会場：サンポートホール高松（ホール棟 4 F 第 1小ホール）

＜13：10＞ 座長：矢島 智志（横浜市立大学附属病院 臨床検査部）

383 未分画ヘパリン混入検体におけるプロタミン補充活性化部分トロンボプラスチン時間の運用状況 ………下村 大樹ほか

384 未分画ヘパリンの影響に対する硫酸プロタミンによるAPTT延長の評価

凝固分析装置を用いた自動化法の検討 …………………………………………………………………………菊地 茂ほか
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385 FDP 6 試薬による比較検討と急性期DIC診断基準の有用性……………………………………………………鳴海 武長ほか

386 血液凝固線溶系検査における再検基準の見直しについて ………………………………………………………中西 薫ほか

＜13：50＞ 座長：中川 浩美（国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 検査部）

387 全自動血液凝固分析装置CG 101 の基礎的検討 …………………………………………………………………佐藤 亨ほか

388 全自動血液凝固測定装置CS-5100 の導入効果 ……………………………………………………………………仲川 暁子ほか

389 全自動血液凝固測定装置CS 5100 の使用経験 ……………………………………………………………………本井 貴子ほか

390 Coagrex-800 における PT，APTTの散乱光強度とフィブリノゲン濃度の関係について …………………福田 礼ほか

＜14：30＞ 座長：中村 揚介（昭和大学病院 臨床検査部）

391 プレカリクレイン欠乏を認めたAPTT延長症例 ………………………………………………………………玉置 南ほか

392 フィブリノゲン異常症の一例 ………………………………………………………………………………………浅田 知世ほか

393 ワルファリン治療中にミコナゾールゲルとの薬物相互作用で PT-INR が異常高値を示した 2症例 ………荒井 健ほか

394 FDP，Dダイマー測定において非特異反応を認めた 2症例 ……………………………………………………中村 美雪ほか

〔公衆衛生 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 8会場：サンポートホール高松（ホール棟 6 F 61 会議室）

＜16：50＞ 座長：岡部 悦子（公益財団法人 世田谷区保健センター）

395 洗面台の水栓蛇口およびレバーの細菌汚染の銅合金による制御 ………………………………………………曽根 祐子ほか

396 ヒト及び食品に由来する Stenotrophomonas maltophilia の関連性についての調査研究 ………………………北尾 孝司ほか

397 いわき市保健所管内における井戸水及び一般家庭食事の放射性物質モニタリングについて ………………齋藤 眞殊ほか

398 演題取り下げ

399 大腸がん検診における受診勧奨の試み第 2報 ……………………………………………………………………中村ルミ子ほか

〔微生物 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 4会場：サンポートホール高松（タワー棟 6 F かがわ国際会議場）

＜9：20＞ 座長：小野 由可（社会福祉法人 三井記念病院 検査部）

400 臨床材料由来株における肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae）の莢膜血清型と

莢膜産生関連遺伝子保有の関連性 ………………………………………………………………………………溝口美祐紀ほか

401 関東近郊における Pseudomonas aeruginosa の薬剤感受性と耐性遺伝子の解析 ………………………………田辺 大輔ほか

402 薬剤耐性 Pseudomonas aeruginosa に対する抗菌薬併用効果検査の検討 ………………………………………守重比路美ほか

403 多剤耐性 Acinetobacter baumannii に対する薬剤併用効果の検討 ………………………………………………竹内 智也ほか

404 ゲンタマイシン高濃度耐性菌の検索 ………………………………………………………………………………澤田 威男ほか

＜10：10＞ 座長：於保 恵（佐賀大学医学部附属病院 検査部）

405 MALDI バイオタイパーの細菌同定性能の検討 …………………………………………………………………松本 竹久ほか

406 血液培養陽性検体における質量分析法MALDI-TOF MSによる微生物同定の有用性に関する検討………河村 佳江ほか

407 迅速微生物同定システムMALDI Biotyper を用いた Staphylococcus 属菌の

Small Colony Variants（SCVs）を対象とした同定検査の検討…………………………………………………太田 悠介ほか

408 質量分析装置VITEKMS及びMALDI BioTyper の比較検討 …………………………………………………飯島 一憲ほか

409 血液培養陽性ボトルからの直接集菌におけるMALDI-TOF MSを用いた迅速同定の検討

―MALDI Biotyper 3.0 と BD Phoenix の比較― ………………………………………………………………山本 優ほか

410 MALDI-TOF MS法による酵母様真菌の迅速同定に関する基礎的検討 ………………………………………佐伯 康匠ほか

＜11：10＞ 座長：舟橋 恵二（JA愛知厚生連 江南厚生病院 臨床検査技術科）

411 LAMP法におけるマイコプラズマ肺炎の診断の有用性…………………………………………………………田澤 友美ほか
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412 マイコプラズマ肺炎早期診断における LAMP法の有用性に関する検討 ……………………………………大下 久美ほか

413 Mycoplasma pneumoniae 検出における LAMP法導入の検討 ……………………………………………………辻 智恵子ほか

414 LAMP法によるMycoplasma pneumoniae の基礎的検討 …………………………………………………………岸本 衣美ほか

415 Cobas 4800 システムによる淋菌・クラミジアトラコマチス検出の基礎的検討………………………………清水 頌子ほか

第 1日目 5月 18 日

第 4会場：サンポートホール高松（タワー棟 6 F かがわ国際会議場）

＜13：10＞ 座長：高木 妙子（聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査部）

416 核酸増幅法を用いた迅速・簡便な耐性緑膿菌の遺伝子タイピング ……………………………………………赤松 紀彦ほか

417 POT法による薬剤耐性 Pseudomonas aeruginosa の分子疫学的解析……………………………………………長南 正佳ほか

418 MRSA株の抗菌薬感受性パターンと POT分子解析における相同性の統計学的検討

―感染制御に向けた院内感染伝播を推定する検査法― ………………………………………………………岩根 文男ほか

＜13：40＞ 座長：大隈 雅紀（熊本大学医学部附属病院 医療技術部（臨床検査部門））

419 当院における LVFX耐性大腸菌と患者背景因子の解析…………………………………………………………森村 実加ほか

420 中規模施設 4病院の尿，血液からのESBL検出状況 ……………………………………………………………野村 秀和ほか

421 兵庫県下における尿由来ESBL産生 Escherichia coli の疫学的検討……………………………………………楠木 まりほか

422 ESBL産生菌種の分離状況 …………………………………………………………………………………………松村しのぶほか

＜14：20＞ 座長：鎌倉 新吾（今治医師会診療所 臨床検査部）

423 当院におけるESBLおよびメタロ-β-ラクタマーゼ産生腸内細菌科の動向 …………………………………万力 麻美ほか

424 ESBL／MBLスクリーニング分画寒天培地の検討 ………………………………………………………………市川 りさほか

425 メタロβ-ラクタマーゼ産生腸内細菌科の薬剤耐性に関わる分子的特徴の解析………………………………児矢野早穂ほか

426 多剤耐性緑膿菌検出におけるクロモアガーMDRPスクリーン培地の有用性の検討 ………………………松浦 香里ほか

＜15：00＞ 座長：大石 和伸（静岡県立総合病院 検査部 検査技術室）

427 Mycobacterium arupense による前腕軟部腫瘍の 1例 ……………………………………………………………小川 佳亮ほか

428 あいりん地域の臨床検査室における結核検査について …………………………………………………………山田 勉ほか

429 当院の迅速抗酸菌塗抹検査状況調査 ………………………………………………………………………………神谷あかねほか

430 抗酸菌培養検査から考えるクォンティフェロンTBゴールドの有用性の検討 ………………………………佐藤 雅美ほか

431 結核感染対策としてのクォンティフェロン（QFT）検査の活用…………………………………………………高橋 弘志ほか

＜15：50＞ 座長：滝沢 恵津子（大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部）

432 全自動遺伝子解析装置GENECUBEにおける抗酸菌核酸増幅検査の前処理方法の検討……………………山田 浩司ほか

433 結核菌遺伝子検査の迅速診断の有用性についてTaq Man法と LAMP法の比較検討 ………………………吉多 仁子ほか

434 PURE法を用いた抗酸菌遺伝子検査TRC法の検討 ……………………………………………………………小野原健一ほか

435 抗酸菌検査の新しい前処理試薬TB-beads を用いた方法と従来法の塗抹検査と培養検査の比較検討 ……吉多 仁子ほか

436 TB-Beads 法を用いた抗酸菌集菌用自動機器の開発 ……………………………………………………………佐野 克典ほか

437 TB-Beads Elution Buffer の抗酸菌染色への影響…………………………………………………………………青野 昭男ほか

＜16：50＞ 座長：乗安 久晴（済生会山口総合病院 臨床検査部）

438 当院における糞便中 Clostridium difficile 抗原及び毒素の簡易迅速検出キットの運用方法の検討 …………吉岡 美香ほか

439 Clostridium difficile におけるイムノクロマトグラフ法を用いた抗原検査法と培養法との比較検討 ………木原 孝則ほか

440 Clostridium difficile トキシンA／B及びグルタミン酸デヒドロゲナーゼ（GDH）の同時測定の有用性………足立 幸子ほか

441 Clostridium difficile 迅速診断キットの評価と菌分離状況 ………………………………………………………藤井 寛之ほか

＜17：30＞ 座長：米倉 久剛（福井赤十字病院 検査部）

442 腸管出血性大腸菌検査における酵素基質培地の基礎検討 ………………………………………………………黒川 正美ほか

443 腸管出血性大腸菌選択分離培地「クロモアガー STEC」と「EHEC-XP」の比較検討………………………三浦 慎和ほか

444 腸管出血性大腸菌（EHEC）O 103：H-を検出した一症例…………………………………………………………澤田 有美ほか
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第 1日目 5月 18 日

第 8会場：サンポートホール高松（ホール棟 6 F 61 会議室）

＜9：20＞ 座長：橋北 義一（埼玉医科大学国際医療センター 中央検査部）

445 血液培養におけるグラム染色所見と血液培養時間，アルブミンおよびCRPを用いた検出菌推定の試み…黒山 祥文ほか

446 当院における血液培養の実施状況と問題点 ………………………………………………………………………荒井 真ほか

447 血液培養検査における採血量増量による陽性検出率の向上―採血量アップキャンペーンの効果― ………大城 健哉ほか

448 血液培養自動分析装置の違いによる検出菌比較 …………………………………………………………………鎌倉 明美ほか

449 当院における血液培養陽性時間帯の検討 …………………………………………………………………………渋谷 理恵ほか

450 血液培養ボトルを用いた胸水，腹水培養検査の有用性について ………………………………………………町田 清正ほか

＜10：20＞ 座長：藤井 寛之（倉敷中央病院 臨床検査科）

451 椎体および血液培養から Aggregatibacter aphrophilus が検出された 1症例……………………………………橋本 幸平ほか

452 Bordetella holmesii による化膿性関節炎の 1例……………………………………………………………………黒沢 未希ほか

453 G群溶血性連鎖球菌による劇症型溶連菌感染症の 1例 …………………………………………………………塩見 理紗ほか

454 大腿部切断組織より分離した Gordonia bronchialis の一例………………………………………………………和田 直樹ほか

455 糞便のグラム染色を契機に診断に至った腸管スピロヘータ症の 1例 …………………………………………川畑 大輔ほか

＜11：10＞ 座長：野中 友則（栃木県保健衛生事業団 水質食品検査課）

456 Gemella sanguinis による感染性心内膜炎の 1例 …………………………………………………………………積田奈津希ほか

457 血液培養から nutritionally variant streptococci を分離した 2症例 ……………………………………………鞆 美和香ほか

458 血液培養陽性のグラム染色結果判定に苦慮した Acinetobacter sp. の一例 ……………………………………�本 佳以ほか

459 らせん菌と推定困難であった Helicobacter pylori による敗血症の 1例 ………………………………………草間 文子ほか

460 Paenibacillus pasadenensis による菌血症の 1例 …………………………………………………………………原田 崇浩ほか

第 1日目 5月 18 日

第 8会場：サンポートホール高松（ホール棟 6 F 61 会議室）

＜13：10＞ 座長：丸山 英行（千葉県済生会習志野病院 検査科）

461 臨床細菌検査室における Aeromonas 菌種同定の必要性の検討…………………………………………………内藤 拓也ほか

462 当院における Aeromonas 属の分離状況および臨床背景の検討…………………………………………………柳井さや佳ほか

463 血液培養より Vibrio cholerae non-O 1 non-O 139 を検出した 1例………………………………………………土屋 智之ほか

464 膣分泌物より Shigella sonnei が検出された小児の 1症例 ………………………………………………………関口 暁子ほか

＜13：50＞ 座長：長岡 里枝（広島大学病院）
465 当院における 5年間のMRSA検出率の推移 ……………………………………………………………………館 良美ほか

466 MRSAに対するVancomycin のMIC値の測定方法による違いに関する検討 ………………………………口広 智一ほか

467 2006 年と 2011 年に分離したMRSAにおける抗MRSA薬MIC値の比較……………………………………谷口 由紀ほか

468 GBS選択分離培地の検討……………………………………………………………………………………………伊藤 篤ほか

469 B群レンサ球菌スクリーニング検査におけるGBS選択培地の有用性…………………………………………金田 光稔ほか

＜14：40＞ 座長：鷲野 恵一（長野赤十字病院 検査部）

470 血液培養からのβ溶血性レンサ球菌検出率と感受性の年次推移 ………………………………………………伊藤 愛美ほか

471 上気道検体より検出された Streptococcus pneumoniae の薬剤感受性について…………………………………森 圭介ほか

472 小児培養から分離された Haemophilus influenzae の臨床・細菌学的検討………………………………………野上 綾子ほか

473 兵庫県下で分離された Neisseria gonorrhoeae の薬剤感受性状況 ………………………………………………橘 美希ほか

474 当院における小児のRSウイルス抗原陽性者の現状 ……………………………………………………………市野沙弥華ほか

＜15：30＞ 座長：川畑 大輔（東京医科大学茨城医療センター）
475 Bacteroides fragilis group のディスク拡散法による薬剤感受性検査の検討 ……………………………………土屋 浩二ほか

476 E-test による従来法と複数の培地を用いた Candida spp. の薬剤感受性試験の簡易化の検討 ………………眞野 容子ほか

477 グラム陰性桿菌における発酵・非発酵推定純培養平板培地の試作検討 ………………………………………畠山 義彦ほか

＜16：00＞ 座長：市村 佳彦（大阪赤十字病院 検査部）

478 菌血症患者における多重ロジスティック回帰分析を用いた予後予測の検討 …………………………………河口 豊ほか

479 プロカルシトニンと細菌検査および抗菌薬投与状況の調査 ……………………………………………………藤井幸太郎ほか
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480 新しい院内感染対策に繋がる銅合金活用 …………………………………………………………………………切通 博己ほか

〔輸血 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 10 会場：JRホテルクレメント高松（3 F 飛天 1／3 中）
＜15：30＞ 座長：小木曽 美紀（日清おりど病院 臨床検査科）

481 ヒトパルボウィルスB 19 胎内感染児への胎児輸血 ……………………………………………………………平岡希実子ほか

482 Rh（D）陰性妊婦のスクリーニングについて ………………………………………………………………………佐藤 誠ほか

＜15：50＞ 座長：浜田 映子（鳥取大学医学部附属病院 検査部）

483 当院における高血清フェリチン値患者の輸血量とキレート療法の現状 ………………………………………津野 晃正ほか

484 当院の輸血後鉄過剰症患者状況と対応 ……………………………………………………………………………氏家 和明ほか

485 輸血システムを利用した総赤血球輸血量管理―輸血後鉄過剰症の抑制にむけて― …………………………澤田 朝寛ほか

第 2日目 5月 19 日

第 6会場：サンポートホール高松（ホール棟 1 F 展示場 1／2 B）
＜10：10＞ 座長：山形 悟（国立病院機構仙台医療センター 臨床検査科）

486 当院における“緊急血液準備・搬送シミュレーション”の取り組みと成果 …………………………………土手内 靖ほか

487 術中大量出血時における迅速凝固検査の運用実績 ………………………………………………………………河原 好絵ほか

488 当院における輸血適応評価の記録 その現状と課題

「輸血適応評価シート」の運用による新たな試み………………………………………………………………五十嵐健一ほか

489 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 ………………………………………………………大島 恵子ほか

＜10：50＞ 座長：永田 雅博（国立病院機構熊本医療センター 臨床検査科）

490 大量輸血により抗 Jra 抗体を産生した患者の 1例 ………………………………………………………………畠中 恵ほか

491 抗 Jra 抗体保有患者への Jra 不適合輸血の一症例…………………………………………………………………遠藤 由一ほか

492 -D-の 1 例………………………………………………………………………………………………………………四方 学ほか

＜11：20＞ 座長：奥嶋 博美（東京労災病院 検査科）

493 Possible TRALI の 1 症例……………………………………………………………………………………………村上 育子ほか

494 ELISA法による抗グロブリン試験陰性AIHAの赤血球膜結合 IgG濃度測定の有用性 ……………………尾坂 竜也ほか

495 血小板輸血により抗E抗体を産生した症例………………………………………………………………………森川 潤也ほか

第 2日目 5月 19 日

第 6会場：サンポートホール高松（ホール棟 1 F 展示場 1／2 B）
＜13：10＞ 座長：岩崎 浩（市立砺波総合病院 輸血センター）

496 当院の自己血採血の現状 ……………………………………………………………………………………………齊藤麻奈美ほか

497 当院における輸血業務の変遷と取り組みについて ………………………………………………………………蓮見 章太ほか

498 アンケート調査からみられる地域研修会の評価と展望 …………………………………………………………鎌倉 丈紘ほか

499 “体験から学ぶ”輸血検査実技講習の新たな試み ………………………………………………………………丸山美津子ほか

＜13：50＞ 座長：吉森 雅弘（広島市立安佐市民病院）
500 カラム法にて不適合を検出し得なかった抗E抗体保有の一症例………………………………………………岡本 直人ほか

501 全自動輸血検査装置 IH-1000 導入のための検討 …………………………………………………………………川畑 典子ほか

502 全自動輸血検査装置WADiana COMPACTの使用経験…………………………………………………………大橋 且弥ほか

503 コンピュータクロスマッチにおける不規則性抗体検査の運用 …………………………………………………岩永 幸子ほか

＜14：30＞ 座長：土居 靖和（愛媛大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部）

504 抗ウシアルブミン（BSA）抗体によりHCV抗体偽陽性を呈した 1症例 ………………………………………竹下 純平ほか

505 血液型決定遺伝子上に塩基置換を認めた患者に対してT＆S対応できた一症例 ……………………………角屋 佳苗ほか
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506 AB型の B抗原のみに弱い反応を認めた症例 ……………………………………………………………………村田 理恵ほか

507 カラム凝集法による血液型検査にて検出したAel 型の 1症例 …………………………………………………松本 真弓ほか

〔管理運営・教育 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 10 会場：JRホテルクレメント高松（3 F 飛天 1／3 中）
＜9：20＞ 座長：柳田 紳一郎（広島市立広島市民病院）
508 外来採血業務に関するアンケート調査結果―現状の検証と今後の課題について― …………………………小武 康雄ほか

509 外来採血業務の施設状況と患者トラブル，クレームなどの事例と対応策

―患者対応業務アンケート調査より― …………………………………………………………………………木村 正弘ほか

510 生理機能検査業務の施設状況と患者トラブル，クレームなどの事例と対応策

―患者対応業務アンケート調査より― …………………………………………………………………………木村 正弘ほか

＜9：50＞ 座長：今井 真澄（諏訪中央病院 中央検査科）

511 当院における転倒・転落防止のための取り組み …………………………………………………………………土橋佳代子ほか

512 当院臨床検査部のインシデント報告書の検証～繰り返し発生する事例分析～ ………………………………松本 幸男ほか

513 Joint Commission International 認証における臨床検査室の安全管理 …………………………………………福山 光和ほか

＜10：20＞ 座長：千葉 正志（公益財団法人 東京都保健医療公社豊島病院 検査科）

514 生化学的検査（Ⅰ）に属する包括対象項目のオーダー状況とその項目数に応じた収益性の考察 ……………中田 直行ほか

515 当院検査科におけるリスクマネージメントの取り組み～簡易出来事報告書の改訂を行って～ ……………陸平 恵子ほか

516 点滴・注射と採液と生理検査の受付一元管理による医療過誤防止への貢献 …………………………………川 上 浩 基

517 より良い医療サービスの提供を目指した臨床検査部の取り組み ………………………………………………北川 文彦ほか

＜11：00＞ 座長：高松 典通（徳島大学病院 検査部）

518 当院における外来患者低血糖の現状調査

―採血室における低血糖に対する医療安全対策構築への試み― ……………………………………………田中 智美ほか

519 外来迅速検体検査加算実施の試み …………………………………………………………………………………野本 剛史ほか

520 検体検査一元管理単価契約方式（POT）での検査機器導入………………………………………………………加藤由美子ほか

＜11：30＞ 座長：油野 友二（金沢赤十字病院）
521 迅速な結果報告を目指した血液自動分析装置の導入効果 ………………………………………………………髭野 明美ほか

522 機器リース複合契約の導入による経営改善への取組 ……………………………………………………………佐野 道孝ほか

523 当院での睡眠時無呼吸症候群（SAS）検査の取り組み ……………………………………………………………永 原 隆 之

第 1日目 5月 18 日

第 10 会場：JRホテルクレメント高松（3 F 飛天 1／3 中）
＜13：10＞ 座長：谷 好子（野口病院）
524 プール血清を用いた免疫検査項目の精度管理調査 ………………………………………………………………鈴木 美穂ほか

525 上尾中央医科グループグループサーベイの実施と効果 …………………………………………………………笹崎 明孝ほか

526 上尾中央医科グループ（AMG）超音波委員会の取り組み 第 1報：研修会の実施について ………………時岡 絵里ほか

527 超音波ファントムの基礎検討 上尾中央医科グループ内精度管理の取り組みに向けて ……………………野本 隆之ほか

＜13：50＞ 座長：小倉 克巳（高知大学医学部附属病院 検査部）

528 ブランチ検査室の教育と品質保証―その 1― 「H 2 S運用と PDCAサイクル」……………………………角 和子ほか

529 ブランチ検査室の教育と品質保証―その 2― 「基本動作とKYT活動」 ……………………………………南 勇輝ほか

530 ブランチ検査室の教育と品質保証―その 3― 「実地監査とQPチェック」…………………………………長野 裕美ほか

531 ブランチ検査室の教育と品質保証―その 4― 「プロの技師を育成する」……………………………………金子 真也ほか

＜14：30＞ 座長：宮闢 直子（伊藤病院 診療技術部 臨床検査室）

532 愛知県臨床検査標準化協議会の歩み 協議会設立 10 周年を迎えて …………………………………………鈴木 博子ほか

533 一般社団法人山梨県臨床衛生検査技師会による公益事業の取り組み …………………………………………小川 賢二ほか



― 66 ―

534 埼玉県がん臨床検査ネットワーク―がん診療連携拠点病院の教育研修事業として― ………………………岩田 敏弘ほか

第 2日目 5月 19 日

第 5会場：サンポートホール高松（ホール棟 5 F 54 会議室）

＜9：00＞ 座長：氏家 和明（大崎市民病院 臨床検査技術部）

535 県技師会と血液センター共同主催による輸血実技研修 …………………………………………………………長迫 哲朗ほか

536 JAMT勧告法及び JSLH標準法案を用いた血液像トレーニングの評価 ………………………………………上野 寿行ほか

537 新人技師および病棟検査部採血における臨床検査技師の教育方法について …………………………………平井 誠ほか

538 愛知県技師会における研究班活動と卒後教育の取り組み ………………………………………………………中根 生弥ほか

＜9：40＞ 座長：岡本 由美（医療法人天和会 松田病院 医療安全管理科）

539 和臨技海外人材育成研修に参加して―検査技師におけるResearch proposal の有用性について― ………藤内 千歳ほか

540 和臨技海外人材育成研修に参加して―検査技師のCapabilities の向上を目指して― ………………………尾谷 仁美ほか

541 第 8回アジア臨床検査研修に参加して―海外研修で学んだこと― ……………………………………………小橋 祥子ほか

542 （一般社団法人）和歌山県臨床検査技師会のHIV啓発活動への取り組み………………………………………田中 久晴ほか

＜10：20＞ 座長：澤部 祐司（千葉大学医学部附属病院 検査部）

543 教育効果を上げる講習会の基本形 Ⅰ～初めにすべき大切なこと～ …………………………………………下田 健治ほか

544 教育効果を上げる講習会の基本形 Ⅱ～決め手は講習内容とその教育方法～ ………………………………下田 健治ほか

545 教育効果を上げる講習会の基本形 Ⅲ～講習結果の頂から何処へ～ …………………………………………下田 健治ほか

546 Google Trends を用いた社会的認知度の調査（Ⅲ）

～インターネットにおける新旧検体検査名の普及状況～ ……………………………………………………山口 勇司ほか

＜11：00＞ 座長：竹浦 久司（社会医療法人きつこう会 多根総合病院 医療技術部）

547 新人教育プログラムの構築とその取り組みについて ……………………………………………………………高野 弘美ほか

548 新入社員および教育担当者育成プログラム（メンター制度）導入の試み ………………………………………森 宏和ほか

549 新人社員教育システム（メンター制度）の導入と取り組み効果について ………………………………………依岡 麻未ほか

〔情報システム 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 7会場：サンポートホール高松（ホール棟 1 F 展示場 1／2 A）
＜15：20＞ 座長：小山 博史（埼玉社会保険病院 臨床検査部）

550 CCDカメラの顔画像の検査診断への応用～胃液検査等の際の採液時に於ける本システムの検討～………加 部 一 宏

551 QR照合を利用した輸血業務の構築 ………………………………………………………………………………遊佐 洋子ほか

552 リアルタイム心エコー遠隔診断システムが有用であった 1症例 ………………………………………………津金 雅之ほか

＜15：50＞ 座長：山崎 恒（医療法人崇徳会 長岡西病院 臨床検査室）

553 24 時間の検査体制を維持しつつ短期間に検査機器および情報システムを更新した例について．

検査機器および情報システムの同時更新について．（第 1報）………………………………………………白樫 勝亮ほか

554 24 時間の検査体制を維持しつつ短時間に検査機器及び情報システムを更新した例について

検査機器及び情報システムの同時更新について（第 2報）……………………………………………………坂口 恭子ほか

555 新型検体検査前処理装置の導入による検体検査の再構築 ………………………………………………………高橋 透ほか

556 当院における電子カルテ導入に伴う生理検査システム構築 ……………………………………………………郷間 薫ほか

＜16：30＞ 座長：岡闢 希美恵（川崎医科大学附属病院 中央検査部）

557 DWHを用いた既存データの 2次的活用～データ活用がもたらした効果とは～ ……………………………佐藤 孝男ほか

558 システムリプレースで経験した臨床検査システム標準化の有用性 IHEから IHEへのリプレース………清水 一範ほか

559 国内外における臨床検査標準コードの比較 ………………………………………………………………………真鍋 史朗ほか

560 臨床検査値共有化に向けた JLAC 10 コード付番の現状と問題点について……………………………………小野美由紀ほか
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〔チーム医療 口演〕

第1日目 5月 18 日

第 5会場：サンポートホール高松（ホール棟 5 F 54 会議室）

＜9：20＞ 座長：水野 誠（八雲総合病院 臨床検査科）

561 便潜血陽性患者の下部消化管内視鏡検査における大腸がんの検出率 …………………………………………谷道 清隆ほか

562 新しい胆膵内視鏡・SpyGlass の使用経験 胆・膵管内直視下治療の可能性…………………………………出野 憲由ほか

563 ドクターヘリコプターにおける携帯型血液分析装置 i-STAT� 1 の使用経験…………………………………森谷 裕司ほか

564 中小規模病院で発生した疥癬アウトブレイクの ICTの対応……………………………………………………伊 藤 好 樹

＜10：00＞ 座長：今井 恵美子（茨城県立中央病院 茨城県地域がんセンター）

565 糖尿病ケアチームの活動 嗜好性と動脈硬化 ……………………………………………………………………松 田 治恵子

566 チーム医療への参加 糖尿病療養支援への取り組み ……………………………………………………………武田美佳子ほか

567 当院における糖尿病療養指導士の活動状況と課題 ………………………………………………………………末竹富美子ほか

＜10：30＞ 座長：佐藤 尚之（仙北組合総合病院 臨床検査科）

568 SMBGにおける平均血糖値の活用第 2報 …………………………………………………………………………高 木 仁

569 当院外来における持続グルコースモニターの運用 ………………………………………………………………小峯 直彦ほか

570 POCT対応血糖測定器 4機種の性能比較 …………………………………………………………………………下川 波歩ほか

＜11：00＞ 座長：小関 紀之（獨協医科大学越谷病院 臨床検査部）

571 病棟常駐臨床検査技師による臨床支援の試み ……………………………………………………………………佐藤かおりほか

572 救急検査認定技師制度の役割と現状について ……………………………………………………………………久保田芽里ほか

＜11：20＞ 座長：篠原 克幸（福岡大学筑紫病院 臨床検査部）

573 看護教育支援へのコメディカルの関わり（検査部を中心に）……………………………………………………竹下 雅子ほか

574 DMAT隊員として派遣された臨床検査技師の役割について～災害医療にどうかかわるか～ ……………田中 佑樹ほか

575 褥瘡対策への臨床検査技師の取り組み ……………………………………………………………………………藤田純三子ほか

第 1日目 5月 18 日

第 5会場：サンポートホール高松（ホール棟 5 F 54 会議室）

＜13：10＞ 座長：原田 典明（公益財団法人 ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院）

576 国際規格 ISO 15189 のツールを用いた中央採血室の改善 ………………………………………………………塚本 孝久ほか

577 採血室における患者急変時の対応 多職種との連携による取り組み …………………………………………前田 敦子ほか

578 総合救命救急センターにおける血液培養採取による診療支援体制の構築（第二報）…………………………福本 純一ほか

＜13：40＞ 座長：杉山 昌晃（市立岸和田市民病院 医療技術局中央検査部）

579 中・高校生の学校心臓検診異常者における携帯型心電計の活用 ………………………………………………谷塚千賀子ほか

580 当院の静脈血栓塞栓症における超音波検査の役割 ………………………………………………………………仲田 司ほか

581 高齢者富士登山における心電図モニター有用性検討と臨床検査技師の役割 …………………………………渡邉 一儀ほか

〔指定演題 未病と臨床検査 口演〕

第2日目 5月 19 日

第 10 会場：JRホテルクレメント高松（3 F 飛天 1／3 中）
＜9：00＞ 座長：丸山 篤芳（三重大学社会連携研究センター 地域イノベータ養成室 同大学院医学研究科環境社会医

学講座トランスレーショナル医科学）

582 臨床検査技師の新たな可能性を探る日本未病システム学会の取り組み

医療と社会を繋ぐ未病専門指導師 ………………………………………………………………………………武山 純也ほか
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583 中国地区における未病臨床検査活動の取り組み …………………………………………………………………谷口 薫ほか

584 生理的変動を考慮した標準化年間変化率指数（SBYCI）の考案と特定健診保健指導への応用

“未病”を考え保健指導判断値を超ないために… ……………………………………………………………松 原 朱 實

585 脂質代謝異常の未病状態を推定できるパラメータの研究 ………………………………………………………森嶋 祥之ほか

586 妊娠初診時の膣分泌物グラム染色Nugent Score 分類について

産科領域における未病へのアプローチ …………………………………………………………………………三浦佐知子ほか

〔臨床化学 示説〕

第2日目 5月 19 日

ポスター会場：サンポートホール高松（ホール棟 3 F ロビー）

＜13：15＞ 座長：阿部 朋代（徳島健生病院 検査科）

587 プロカルシトニン（PCT）基礎的検討 臨床症状における活用方法の考察 ……………………………………山中 良之ほか

588 「ADVIA Centaur シリーズ プロカルシトニン測定試薬」の評価検討 ……………………………………野崎真由子ほか

589 高感度トロポニンT分析装置及び試薬の性能評価 測定原理の異なる分析装置 3機種の比較……………高橋 裕太ほか

590 NT-proBNP分析装置，試薬の性能評価 Sphere Light wako 有用性の検討…………………………………因泥 弘之ほか

591 新たに開発された扁平上皮癌関連抗原（SCC）試薬の基礎的検討 ………………………………………………古田島伸雄ほか

592 Accuracy-Based Quality Control of Affinity Column Mediated Immunometric Assay for Tacrolimus…Kyongho Cha ほか

〔教育・チーム医療 示説〕

第2日目 5月 19 日

ポスター会場：サンポートホール高松（ホール棟 3 F ロビー）

＜13：15＞ 座長：外山 洋子（国家公務員共済組合連合会 千早病院 臨床検査科）

593 生涯教育としての医療統計学について～研修会を通して見えた必要性～ ……………………………………小林 浩二ほか

594 血糖自己測定器メディセーフフィットの基本性能の評価 ………………………………………………………平井 信弘ほか

595 当院における結核感染曝露ハイリスク対象者に対する経年的QFT検査の有用性 …………………………坪井 俊裕ほか

〔血液 示説〕

第2日目 5月 19 日

ポスター会場：サンポートホール高松（ホール棟 3 F ロビー）

＜13：45＞ 座長：森 規子（国家公務員共済組合連合会 高松病院 診療部検査科）

596 Hodgkin リンパ腫と鑑別に苦慮したATLLの 1例………………………………………………………………尾形しのぶほか

597 自動赤血球沈降速度測定装置 Roller 20 PNの基礎的検討 ……………………………………………………楠瀬 慶二ほか

598 MGUSの骨髄像を呈した形質細胞腫の一例………………………………………………………………………平田 沙織ほか

599 赤血球沈降速度測定装置クイックアイ SESR-2001 の基礎的検討と血沈検体の保存条件における評価……山本 雄治ほか
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〔病理・細胞診 示説〕

第2日目 5月 19 日

ポスター会場：サンポートホール高松（ホール棟 3 F ロビー）

＜13：15＞ 座長：米 亮祐（川崎医科大学附属病院 病院病理部）

600 病理業務支援システム導入における有用性について―誤入力防止・作業効率改善を中心に― ……………阿部政太郎ほか

601 免疫組織化学を用いた胃癌における細胞接着因子発現の検討 …………………………………………………三木友香理ほか

602 肝外胆管に腫瘤性病変を認めた肝細胞癌の 1例 …………………………………………………………………小林 帆波ほか

603 気管に発生した脱分化型腺様嚢胞癌の一例 ………………………………………………………………………籠谷亜希子ほか

〔微生物 示説〕

第2日目 5月 19 日

ポスター会場：サンポートホール高松（ホール棟 3 F ロビー）

＜13：15＞ 座長：高野 操（新潟大学医歯学総合病院 検査部）

604 血液培養より繰り返し検出された Streptococcus agaractiae（GBS）について …………………………………浅野 麻衣ほか

605 抗酸菌検査における院内塗抹検査の意味について ………………………………………………………………大場 雄一ほか

606 ライサス酵母様真菌感受性プレート『ニッスイ』RSMY 1 の使用経験

全自動細菌検査装置による真菌感受性試験 ……………………………………………………………………五十里博美ほか

607 Nocardia farcinica による肺ノカルジア症の一例 …………………………………………………………………宇都宮加奈ほか

608 マイコプラズマ感染症診断における LAMP法を用いた Mycoplasma pneumoniae DNA検出の

有用性と従来法（培養法・血清診断法）の比較検討 ……………………………………………………………杵渕 貴洋ほか


