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3 生理-27 一般演題 生理8 10月29日（日）09：40～10：16 第 III 会場 術中電気生理学的検査が治療方針決定に有用であった小児外傷性腕神経叢損傷の1例

4 生理-34 一般演題 生理10 10月29日（日）14：10～14：46 第 III 会場 左室内異常構造物を疣腫と誤認した偏側性乳頭筋肥大の1症例

5 免疫-6 一般演題 免疫血清2 10月28日（土）10：16～10：52 第Ⅲ会場 左室肥大症例における心負荷動態および腎機能障害が血漿BNP値に与える影響

6 微生物-2 一般演題 微生物1 10月28日（土）09：30～10：12 第 IV 会場 日当直者による血液培養陽性時の対応について

7 一般-16 一般演題 一般5 10月28日（土）14：30～15：06 第 II 会場 連続携帯式腹膜透析液検査における細胞数と細胞分画について

8 微生物-32 一般演題 微生物10 10月29日（日）14：52～15：19 第 II 会場 酵素基質を用いたMRSA選択培地の比較検討

9 微生物-36 一般演題 微生物11 10月29日（日）15：21～15：48 第 II 会場 当院におけるAerococcus urinaeの検出状況

10 化学-11 一般演題 臨床化学3 10月28日（土）11：00～11：33 第 I 会場 当院におけるHbA1c測定機器変更に伴う測定時間短縮への取り組み

11 生理-8 一般演題 生理3 10月28日（土）10：30～11：06 第 V 会場 超音波で指摘出来た深部組織損傷（ＤＴＩ）褥創の症例

12 チーム-1 一般演題 チーム医療1 10月29日（日）09：00～09：27 第I B会場 当院におけるインフルエンザ対策

13 生理-36 一般演題 生理10 10月29日（日）14：10～14：46 第 III 会場 生体弁による高度の溶血性貧血を伴った1症例

14 病・細-7 一般演題 病理3 10月29日（日）15：10～15：37 第 V 会場 脂肪分解酵素液Imofully
TM

の使用経験

15 輸血-4 一般演題 輸血1 10月29日（日）09：00～09：36 第 IV 会場 当院における洗浄血小板の使用状況と問題点

16 生理-32 一般演題 生理9 10月29日（日）13：30～14：06 第 III 会場 左房内に浸潤した心臓腫瘍の1例

17 輸血-9 一般演題 輸血3 10月29日（日）14：10～14：46 第 IV 会場 安全な輸血医療を目指して！　今　私たちに出来ること　危険を共有する

18 輸血-12 一般演題 輸血3 10月29日（日）14：10～14：46 第 IV 会場 高頻度抗原に対する抗体が検出された2症例

19 化学-2 一般演題 臨床化学1 10月28日（土）09：30～10：15 第 I 会場 埼玉県臨床化学脂質ミニサーベイの過去8年間の活動報告　～総コレステロール～

20 病・細-4 一般演題 病理2 10月29日（日）14：40～15：07 第 V 会場 病理検査室のホルマリン対策　0.1ppmの達成

21 一般-6 一般演題 一般2 10月28日（土）10：00～10：36 第 II 会場 尿中マルベリー小体検出の1症例

22 生理-9 一般演題 生理3 10月28日（土）10：30～11：06 第 V 会場 皮下腫瘤の術前超音波検査と病理組織診断の対比

23 輸血-5 一般演題 輸血2 10月29日（日）09：40～10：16 第 IV 会場 輸血後感染症検査実施率向上への取り組み　～チームで目指す実施率１００％継続！～
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24 免疫-14 一般演題 免疫血清4 10月28日（土）13：50～14：26 第 II 会場 院内連携促進に向けた臨床検査部の取り組み

25 生理-40 一般演題 生理11 10月29日（日）14：50～15：26 第 III 会場 当院における胎児心臓スクリーニングの現状と今後

26 生理-6 一般演題 生理2 10月28日（土）10：00～10：27 第 V 会場 当院で経験した乳腺浸潤性微小乳頭癌の２症例～混合型超音波像～

27 化学-3 一般演題 臨床化学1 10月28日（土）09：30～10：15 第 I 会場 埼玉県臨床化学脂質ミニサーベイの過去8年間の活動報告　～中性脂肪～

28 免疫-16 一般演題 免疫血清5 10月29日（日）13：30～14：12 第 II 会場 当院でAPRスコアを実施した新生児の検討

29 輸血-1 一般演題 輸血1 10月29日（日）09：00～09：36 第 IV 会場 血液製剤廃棄率削減への取り組み

30 病・細-9 一般演題 病理3 10月29日（日）15：10～15：37 第 V 会場 病理組織標本作製の品質管理　鏡検検品での再検査率の原因と対策

31 輸血-11 一般演題 輸血3 10月29日（日）14：10～14：46 第 IV 会場
交通事故により輸血を受けた患者の不規則性抗体検査実施の意義　～安全な輸血の備えと
は？～

34 生理-16 一般演題 生理5 10月28日（土）13：50～14：17 第 V 会場 当院における呼気ＮＯ検査の検討2　呼吸機能検査との関係

35 生理-15 一般演題 生理5 10月28日（土）13：50～14：17 第 V 会場 当院における呼気ＮＯ検査の検討1

36 輸血-2 一般演題 輸血1 10月29日（日）09：00～09：36 第 IV 会場 血液製剤の廃棄血削減の取り組み

37 免疫-7 一般演題 免疫血清2 10月28日（土）10：16～10：52 第Ⅲ会場
当院におけるＮＴ－proBNP測定の検討　ヘパリン加全血と血清との測定値の相関及びその他生
化学項目との関連性について

38 遺伝子-4 一般演題 遺伝子、染色体 10月28日（土）13：10～13：46 第 V 会場 当センターにおける次世代シーケンサーを用いたパネル解析の現状

39 化学-4 一般演題 臨床化学1 10月28日（土）09：30～10：15 第 I 会場 埼玉県臨床化学脂質ミニサーベイの過去８年間の活動報告　～ＨＤＬコレステロール～

40 生理-26 一般演題 生理8 10月29日（日）09：40～10：16 第 III 会場 当院における新生児聴覚スクリーニング検査の現状

41 病・細-1 一般演題 病理1 10月29日（日）14：10～14：37 第 V 会場 提出方法の異なる病理検査工程の管理　切り出し済み検体やブロックからの受付

42 生理-7 一般演題 生理3 10月28日（土）10：30～11：06 第 V 会場 超音波検査にて経験した膀胱内反性乳頭腫の一例

43 生理-22 一般演題 生理7 10月29日（日）09：00～09：36 第 III 会場 プロポフォール鎮静導入前後における心拍数の変化について

44 免疫-2 一般演題 免疫血清1 10月28日（土）09：30～10：12 第Ⅲ会場
希釈再検時における相対的発光量を用いた最終報告値の推測　ビタミンＢ１２異常高値検体の
希釈倍率について

45 管・他-2 一般演題 管理1 10月29日（日）13：30～13：57 第I B会場 採血室の業務改善の取り組み　リニューアルを最大に活用して

46 チーム-5 一般演題 チーム医療2 10月29日（日）09：30～09：48 第I B会場 山梨県における野球肘健診への第一歩　健診実施から見えた問題点と今後の課題
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47 化学-10 一般演題 臨床化学3 10月28日（土）11：00～11：33 第 I 会場 GASTAT-1820導入に伴う既存装置との比較検討

48 病・細-10 一般演題 細胞 10月29日（日）15：40～15：58 第 V 会場 CTガイド下骨生検の迅速細胞診検査が有用であった悪性リンパ腫の1症例

49 血液-2 一般演題 血液1 10月28日（土）10：56～11：32 第 III 会場 当院で経験した血管内大細胞型B細胞性リンパ腫 Asian Variant(AIVL)の1症例

50 血液-11 一般演題 血液4 10月29日（日）15：16～15：52 第I B会場 ナノピアPAI-1の基礎的検討

51 生理-33 一般演題 生理10 10月29日（日）14：10～14：46 第 III 会場 心エコーで発見された両心房内にみられた可動性を伴う高エコー構造物の1症例

52 化学-22 一般演題 臨床化学8 10月29日（日）09：36～10：09 第 V 会場 純水装置性能維持への取り組み　フィルタ交換手順見直しによる効果

53 血液-12 一般演題 血液4 10月29日（日）15：16～15：52 第I B会場 当院で経験した第Ⅻ因子欠乏症の1例

54 血液-9 一般演題 血液3 10月29日（日）14：46～15：13 第I B会場 赤血球沈降速度測定装置 Quick eye-8 の導入に向けて

55 微生物-15 一般演題 微生物5 10月28日（土）13：50～14：26 第 IV 会場 スポロトリコーシスの一症例

56 教育-1 一般演題 教育 10月29日（日）13：30～14：06 第 IV 会場 当院における新人教育

57 免疫-1 一般演題 免疫血清1 10月28日（土）09：30～10：12 第Ⅲ会場 「ＢｉｏＰｌｅｘ2200システム」を使用したＨＳＶ型特異抗体検出の基礎検討

58 微生物-24 一般演題 微生物7 10月29日（日）09：00～09：36 第 II 会場 GEテストイムノクロマト-CD GDH/TOX「ニッスイ」の検出性能についての検討

59 微生物-4 一般演題 微生物2 10月28日（土）10：16～10：52 第 IV 会場 見えるかによる院内感染取り組みの検討

60 免疫-10 一般演題 免疫血清3 10月28日（土）13：10～13：46 第 II 会場 sIL-2R測定試薬「ナノピアIL-2R」の基礎的検討および当院における依頼状況

61 一般-１ 一般演題 一般1 10月28日（土）09：30～09：57 第 II 会場 全自動尿分析装置ＵＳ－３５００の基礎的評価

62 微生物-37 一般演題 微生物11 10月29日（日）15：21～15：48 第 II 会場 当院における過去７年間のStreptococcus pneumoniae 分離状況

63 教育-2 一般演題 教育 10月29日（日）13：30～14：06 第 IV 会場 若梨部創設に向けて　～山梨県臨床検査技師会若手組織～

64 チーム-2 一般演題 チーム医療1 10月29日（日）09：00～09：27 第I B会場 臨床検査技師による疥癬感染拡大防止の取り組み

65 生理-17 一般演題 生理5 10月28日（土）13：50～14：17 第 V 会場 電子スパイロメーターのキャリブレーションにおける影響因子の検討

66 化学-6 一般演題 臨床化学2 10月28日（土）10：20～10：56 第 I 会場 指頭血と静脈血を用いたスポットケムi-Packによる酸化ストレス測定値の比較検討

67 免疫-12 一般演題 免疫血清4 10月28日（土）13：50～14：26 第 II 会場 H.ピロリ抗体試薬の検討
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68 病・細-3 一般演題 病理1 10月29日（日）14：10～14：37 第 V 会場 病理検査室の取り組みとその成果

69 輸血-15 一般演題 輸血4 10月29日（日）14：50～15：26 第 IV 会場 末梢血幹細胞採取時期決定における造血前駆細胞（HPC）測定の有用性

70 微生物-5 一般演題 微生物2 10月28日（土）10：16～10：52 第 IV 会場 当院における中心ライン血流感染症(CLA-BSI)感染率を減少させるには

71 微生物-26 一般演題 微生物7 10月29日（日）09：00～09：36 第 II 会場 抗酸菌遺伝子検査におけるPCR-CE法の臨床的評価

72 遺伝子-2 一般演題 遺伝子、染色体 10月28日（土）13：10～13：46 第 V 会場 ホルマリン固定パラフィン切片から抽出したDNAの経年的変化

74 微生物-16 一般演題 微生物5 10月28日（土）13：50～14：26 第 IV 会場 Candia　parapsilosis  菌血症においてbiofilm形成を確認し得た難治例

75 一般-9 一般演題 一般3 10月28日（土）10：40～10：58 第 II 会場 栃木県フォトサーベイ精度管理の評価

76 管・他-3 一般演題 管理1 10月29日（日）13：30～13：57 第I B会場 新人教育における採血業務ラダー研修習得度チェックリストの導入について

77 血液-13 一般演題 血液4 10月29日（日）15：16～15：52 第I B会場 血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）と診断され血漿交換療法を行った1症例

78 生理-13 一般演題 生理4 10月28日（土）11：10～11：46 第 V 会場 超音波プローブにおける膵腫瘤性病変描出能の検討

79 免疫-13 一般演題 免疫血清4 10月28日（土）13：50～14：26 第 II 会場 マイコプラズマ感染症の相関から得られた一考察

80 化学-5 一般演題 臨床化学1 10月28日（土）09：30～10：15 第 I 会場 埼玉県臨床化学脂質ミニサーベイの過去８年間の活動報告　～LDLコレステロール～

81 微生物-8 一般演題 微生物3 10月28日（土）10：56～11：38 第 IV 会場 MRSAにおける精油の抗菌作用の検討（1）　―各種精油における抗菌作用の比較―

82 微生物-9 一般演題 微生物3 10月28日（土）10：56～11：38 第 IV 会場 MRSAにおける精油の抗菌作用の検討（2）　―精油濃度に伴う抗菌作用への影響―

83 免疫-8 一般演題 免疫血清3 10月28日（土）13：10～13：46 第 II 会場 ラピッドチップ
®
PCTの基礎検討

85 化学-1 一般演題 臨床化学1 10月28日（土）09：30～10：15 第 I 会場 埼玉県臨床化学脂質ミニサーベイの過去８年間の活動報告　～総論～

86 化学-14 一般演題 臨床化学4 10月28日（土）13：10～13：37 第Ⅲ会場 乳酸測定における採血管の検討

87 微生物-17 一般演題 微生物5 10月28日（土）13：50～14：26 第 IV 会場 Helicobacter cinaedi による持続感染の1症例

88 微生物-34 一般演題 微生物10 10月29日（日）14：52～15：19 第 II 会場 当院における過去10年間の血液培養検査結果についての考察

89 微生物-18 一般演題 微生物5 10月28日（土）13：50～14：26 第 IV 会場 血液培養よりAbiotrophia defectiva を検出した1症例

90 生理-18 一般演題 生理6 10月28日（土）14：20～14：47 第 V 会場 当院睡眠呼吸障害外来における携帯型簡易睡眠検査装置の診断精度検討
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91 免疫-17 一般演題 免疫血清5 10月29日（日）13：30～14：12 第 II 会場 抗細胞質抗体（セントリオール型）を認めた限局性皮膚硬化型全身性強皮症の1例

92 微生物-28 一般演題 微生物8 10月29日（日）09：40～10：22 第 II 会場 質量分析計によるM. nonchromogenicum  complex に含まれる3菌種の識別の試み

93 化学-7 一般演題 臨床化学2 10月28日（土）10：20～10：56 第 I 会場 指頭血と静脈血を用いたRedoxSYSによる酸化ストレス測定値の比較検討

94 化学-8 一般演題 臨床化学2 10月28日（土）10：20～10：56 第 I 会場 測定原理の異なる２種の酸化ストレス測定試薬の比較検討　－指頭血での評価－

95 微生物-30 一般演題 微生物9 10月29日（日）14：16～14：49 第 II 会場 Pseudomonas aeruginosa におけるbiofilm形成簡易確認法に向けた基礎検討　第1報

96 化学-9 一般演題 臨床化学2 10月28日（土）10：20～10：56 第 I 会場 測定原理の異なる２種の酸化ストレス測定試薬の比較検討　－静脈血での評価－

97 輸血-16 一般演題 輸血4 10月29日（日）14：50～15：26 第 IV 会場 抗CD38抗体daratumumab投与の１例

98 病・細-5 一般演題 病理2 10月29日（日）14：40～15：07 第 V 会場 鍍銀染色におけるアンモニア銀液の調整法の解析

99 遺伝子-1 一般演題 遺伝子、染色体 10月28日（土）13：10～13：46 第 V 会場
コンパニオン診断としてのＦＩＳＨプローブの作製　-リツキシマブの有効性を確認するためのＭＳ４Ａ１（ＣＤ
２０）　の検出-

100 免疫-15 一般演題 免疫血清4 10月28日（土）13：50～14：26 第 II 会場 当施設で経験した急性HIV感染の1症例

101 生理-21 一般演題 生理7 10月29日（日）09：00～09：36 第 III 会場 当院における不整脈検出に用いたイベントレコーダーの有用性

102 管・他-6 一般演題 管理2 10月29日（日）15：30～15：57 第 III 会場 生化学・免疫検査搬送システム２４時間稼動への業務改善

103 病・細-2 一般演題 病理1 10月29日（日）14：10～14：37 第 V 会場 腎生検における透過型電子顕微鏡観察・所見の捉え方

104 一般-10 一般演題 一般4 10月28日（土）11：00～11：27 第 II 会場
平成26年度・平成27年度日臨技精度管理調査報告について　～東京都における赤血球形態の現
状～

105 生理-39 一般演題 生理11 10月29日（日）14：50～15：26 第 III 会場 分娩を契機に一過性の心筋障害を来した一例

106 微生物-27 一般演題 微生物8 10月29日（日）09：40～10：22 第 II 会場 質量分析装置導入における同定検査の迅速化について

107 微生物-19 一般演題 微生物6 10月28日（土）14：30～15：06 第 IV 会場 劇症型A群溶血性レンサ球菌感染症による母児死亡の１症例

108 免疫-4 一般演題 免疫血清2 10月28日（土）10：16～10：52 第Ⅲ会場 AIA-CL1200を用いたトロポニンI専用試薬の性能評価

109 血液-10 一般演題 血液3 10月29日（日）14：46～15：13 第I B会場 全自動赤血球沈降速度測定装置ROLLER20PNの基礎的検討

110 輸血-10 一般演題 輸血3 10月29日（日）14：10～14：46 第 IV 会場 当院における赤血球不規則抗体保有カードの運用状況と今後の課題

111 生理-31 一般演題 生理9 10月29日（日）13：30～14：06 第 III 会場 当院におけるVAエコースクリーニングの現状



平成29年度日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学会（54回）　演題採択リスト（受付番号順） 平成29年9月11日現在

6/10

受付番号 演題番号 セッション名 セッションテーマ名 セッション日時 会場 演題名

112 輸血-3 一般演題 輸血1 10月29日（日）09：00～09：36 第 IV 会場 アルブミン製剤一元管理に関するアンケート報告　～適正使用に向けて～

113 血液-3 一般演題 血液1 10月28日（土）10：56～11：32 第 III 会場 Blastに異常顆粒を多数認めた混合表現型急性白血病の一例

115 管・他-5 一般演題 管理2 10月29日（日）15：30～15：57 第 III 会場 電子カルテ通知機能を用いた問い合わせ件数軽減の取り組み

116 生理-4 一般演題 生理2 10月28日（土）10：00～10：27 第 V 会場 当院における日曜乳がん検診への取り組み

117 微生物-20 一般演題 微生物6 10月28日（土）14：30～15：06 第 IV 会場 当院で経験したレプトスピラ症の1例

118 微生物-21 一般演題 微生物6 10月28日（土）14：30～15：06 第 IV 会場 Listeria monocytogenes  を分離した小児細菌性髄膜炎の1例

119 化学-17 一般演題 臨床化学6 10月28日（土）14：16～14：43 第Ⅲ会場 血清カリウム値が偽高値を示す要因についての検討

120 化学-20 一般演題 臨床化学7 10月29日（日）09：00～09：33 第 V 会場 当センターにおける新生児微量分析の試みと実績

121 免疫-5 一般演題 免疫血清2 10月28日（土）10：16～10：52 第Ⅲ会場 高感度トロポニンI測定試薬「ルミパルス hs トロポニンI」の基礎的検討

122 免疫-11 一般演題 免疫血清3 10月28日（土）13：10～13：46 第 II 会場 β-D-グルカン検体採血後の安定性と高値症例の臨床経過

123 輸血-6 一般演題 輸血2 10月29日（日）09：40～10：16 第 IV 会場 輸血後感染症検査実施率向上への取り組み

124 病・細-11 一般演題 細胞 10月29日（日）15：40～15：58 第 V 会場 腹水中に出現した腹膜原発腺癌の１例

125 一般-2 一般演題 一般1 10月28日（土）09：30～09：57 第 II 会場 尿中L型脂肪酸結合蛋白測定試薬「ノルディアL-FABP改良試薬」の基礎的検討

126 病・細-6 一般演題 病理2 10月29日（日）14：40～15：07 第 V 会場 チールネルゼン染色に用いる分別液の検討

127 血液-4 一般演題 血液1 10月28日（土）10：56～11：32 第 III 会場 多発性骨髄腫の長期管理中に治療関連性骨髄性白血病（ｔ-AML）を発症した1例

128 生理-1 一般演題 生理1 10月28日（土）09：30～09：57 第 V 会場 非典型的なエコー像を呈し病理検査で副甲状腺癌と診断された一例

129 血液-7 一般演題 血液2 10月29日（日）14：00～14：42 第I B会場 戸田中央医科ｸﾞﾙｰﾌﾟ精度管理業務報告　～形態検査における品質向上への取り組み～

130 生理-23 一般演題 生理7 10月29日（日）09：00～09：36 第 III 会場 当院における負荷ABI検査の現状と有用であった１症例

131 微生物-22 一般演題 微生物6 10月28日（土）14：30～15：06 第 IV 会場 グラム染色でブドウ球菌が推定され、培養で不一致となった血液培養の2事例

132 免疫-18 一般演題 免疫血清5 10月29日（日）13：30～14：12 第 II 会場 ２０１６年２０１７年の花粉飛散状況と特異的IgE抗体陽性率の関連性について

133 免疫-9 一般演題 免疫血清3 10月28日（土）13：10～13：46 第 II 会場 ラピッドチップ
®
PCTの基礎的検討及び相関性の検討
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134 生理-29 一般演題 生理9 10月29日（日）13：30～14：06 第 III 会場 下肢静脈瘤血管内焼灼術治療におけるエコー検査改善への取り組み

135 生理-37 一般演題 生理11 10月29日（日）14：50～15：26 第 III 会場 心室中隔壁厚の経時的変化を観察しえた心サルコイドーシスの１例

136 微生物-1 一般演題 微生物1 10月28日（土）09：30～10：12 第 IV 会場 当施設で検出されたHaemophilus influenzae の6年間の推移

137 生理-14 一般演題 生理4 10月28日（土）11：10～11：46 第 V 会場 消化管穿孔に起因する膿瘍の一例

138 化学-16 一般演題 臨床化学5 10月28日（土）13：40～14：13 第Ⅲ会場 人工心肺関連急性腎障害の早期発見と尿中バイオマーカーについて

139 教育-3 一般演題 教育 10月29日（日）13：30～14：06 第 IV 会場
バンコクにおけるタイ古式マッサージ師の職務満足度調査　(リサーチのできる臨床検査技師を
目指して)

140 生理-30 一般演題 生理9 10月29日（日）13：30～14：06 第 III 会場 頸動脈超音波検査にて偽腔の血栓化と低輝度プラーク狭窄の鑑別が困難であった一例

141 生理-3 一般演題 生理1 10月28日（土）09：30～09：57 第 V 会場 胸腺に発生した神経内分泌腫瘍の甲状腺転移を認めた一例

142 化学-18 一般演題 臨床化学6 10月28日（土）14：16～14：43 第Ⅲ会場 採血管の種類によるカリウム測定値への影響

143 化学-15 一般演題 臨床化学5 10月28日（土）13：40～14：13 第Ⅲ会場 CK-MB測定値の非特異反応出現頻度の算出と事例報告

144 輸血-7 一般演題 輸血2 10月29日（日）09：40～10：16 第 IV 会場 輸血後感染症検査実施率向上のための取り組み　第２報

145 生理-5 一般演題 生理2 10月28日（土）10：00～10：27 第 V 会場 乳腺散在・脂肪化乳腺のマンモグラフィで異常を認めないときの超音波検査の注意点

146 血液-8 一般演題 血液3 10月29日（日）14：46～15：13 第I B会場 血液自動鏡検装置ＤＩ－６０運用においての検討

147 病・細-8 一般演題 病理3 10月29日（日）15：10～15：37 第 V 会場 原発巣の推定に苦慮した転移性副腎腫瘍の一例

148 化学-19 一般演題 臨床化学6 10月28日（土）14：16～14：43 第Ⅲ会場 シール栓による生化学検査に対する閉栓効果の検討

149 血液-1 一般演題 血液1 10月28日（土）10：56～11：32 第 III 会場 CD34陽性細胞数測定結果の精度向上への取り組み

150 一般-11 一般演題 一般4 10月28日（土）11：00～11：27 第 II 会場
日本臨床検査衛生技師会精度管理調査における茨城県の現状　過去3年間の尿沈渣フォトサーベ
イ結果について

151 輸血-13 一般演題 輸血4 10月29日（日）14：50～15：26 第 IV 会場
当院におけるビーズカラム凝集法によるABO血液型異常反応の現状と対策　～自動輸血検査測
定装置導入から4年が経過して～

152 生理-28 一般演題 生理8 10月29日（日）09：40～10：16 第 III 会場 当院で実施された電気眼振検査における視運動性眼振の検出状況について

153 一般-12 一般演題 一般4 10月28日（土）11：00～11：27 第 II 会場 一般検査部門のフォトサーベイについて　～埼玉県サーベイと日臨技サーベイの比較検討～

154 微生物-6 一般演題 微生物2 10月28日（土）10：16～10：52 第 IV 会場 当院における血液培養自動分析装置バクテアラート VIRTUO の運用について
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155 一般-8 一般演題 一般3 10月28日（土）10：40～10：58 第 II 会場
山梨県一般検査部門における外部精度管理調査報告と今後の課題　～県医師会精度管理調査か
ら～

156 一般-15 一般演題 一般5 10月28日（土）14：30～15：06 第 II 会場 穿刺液中にコレステロール結晶と脂肪顆粒細胞が出現した腹水の1例

157 生理-10 一般演題 生理3 10月28日（土）10：30～11：06 第 V 会場 当院での生理検査機器 管理体制について

159 生理-20 一般演題 生理6 10月28日（土）14：20～14：47 第 V 会場 当院検査技師の睡眠時無呼吸症検診における取り組みと睡眠呼吸障害外来における役割

160 輸血-14 一般演題 輸血4 10月29日（日）14：50～15：26 第 IV 会場 日当直者におけるペグクームス法の精度管理

161 輸血-8 一般演題 輸血2 10月29日（日）09：40～10：16 第 IV 会場 輸血後感染症検査の実施状況について

162 血液-14 一般演題 血液4 10月29日（日）15：16～15：52 第I B会場 NSオート総プロテインS、遊離型プロテインS抗原量測定試薬の有用性について

163 免疫-3 一般演題 免疫血清1 10月28日（土）09：30～10：12 第Ⅲ会場 M2BPGiの肝線維化評価に関するカルテの後方視的検討

164 生理-25 一般演題 生理8 10月29日（日）09：40～10：16 第 III 会場 新病院における脳波検査体制の構築

165 微生物-33 一般演題 微生物10 10月29日（日）14：52～15：19 第 II 会場 Acinetobacter baumanniiの同定方法の比較検討

166 チーム-4 一般演題 チーム医療2 10月29日（日）09：30～09：48 第I B会場 救急チーム医療に対する当院検査科の４年間の取り組み

167 生理-24 一般演題 生理7 10月29日（日）09：00～09：36 第 III 会場 起立試験（ODテスト）における立位負荷時間の検討

168 化学-21 一般演題 臨床化学7 10月29日（日）09：00～09：33 第 V 会場 自己血糖測定器の4社同時比較検討

169 微生物-7 一般演題 微生物2 10月28日（土）10：16～10：52 第 IV 会場 血液培養陽性検体におけるナノポア型シーケンサーの病原微生物同定能の検討

170 微生物-3 一般演題 微生物1 10月28日（土）09：30～10：12 第 IV 会場 リアルタイムＰＣＲ法を用いたトキソプラズマ原虫検出法の開発

171 微生物-11 一般演題 微生物4 10月28日（土）13：10～13：46 第 IV 会場 莢膜血清型7Cによる侵襲性肺炎球菌感染症を発症した一例

172 一般-4 一般演題 一般2 10月28日（土）10：00～10：36 第 II 会場 IgA腎症患者における尿中蛋白の解析

173 化学-23 一般演題 臨床化学8 10月29日（日）09：36～10：09 第 V 会場 腎重量における腎移植後CRE値の変動についての検討

174 微生物-14 一般演題 微生物4 10月28日（土）13：10～13：46 第 IV 会場 ポータブルシーケンサーを用いたストレプトコッカス属の鑑別

175 生理-2 一般演題 生理1 10月28日（土）09：30～09：57 第 V 会場 原発性副甲状腺機能亢進症で尿管結石を繰り返した若年女性の一例

176 教育-4 一般演題 教育 10月29日（日）13：30～14：06 第 IV 会場 ISO15189受審をきっかけに再構築した教育制度の取り組み
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177 生理-12 一般演題 生理4 10月28日（土）11：10～11：46 第 V 会場 胆嚢癌における超音波検査誤判定例の解析

178 生理-11 一般演題 生理4 10月28日（土）11：10～11：46 第 V 会場 2cm以下の高エコー腫瘤を呈する転移性肝癌の検討

180 一般-7 一般演題 一般2 10月28日（土）10：00～10：36 第 II 会場 HPoV感染疑い細胞が認められ消失するまで観察できた症例

181 生理-38 一般演題 生理11 10月29日（日）14：50～15：26 第 III 会場 心臓超音波において大動脈弁の弁尖形状の把握に苦慮した一例

182 管・他-1 一般演題 管理1 10月29日（日）13：30～13：57 第I B会場 フィリピン共和国での検診システムの啓蒙と超音波指導を終えて

183 血液-5 一般演題 血液2 10月29日（日）14：00～14：42 第I B会場 遺伝性であったMYH9異常症の2症例

184 血液-6 一般演題 血液2 10月29日（日）14：00～14：42 第I B会場 血液塗抹標本における経時的な白血球形態変化の検討

185 一般-3 一般演題 一般1 10月28日（土）09：30～09：57 第 II 会場 尿蛋白定性検査におけるスルホサリチル酸法とP/C比の比較検討

186 微生物-12 一般演題 微生物4 10月28日（土）13：10～13：46 第 IV 会場 Yersinia　enterocoliticaの感染後に反応性関節炎が疑われた一症例

187 一般-5 一般演題 一般2 10月28日（土）10：00～10：36 第 II 会場 前彎負荷試験後の尿に増加する27.7kDa蛋白の解析

188 微生物-13 一般演題 微生物4 10月28日（土）13：10～13：46 第 IV 会場 臨床検査技師の提案によって侵襲性肺炎球菌感染症と診断された1例

189 一般-13 一般演題 一般5 10月28日（土）14：30～15：06 第 II 会場 SDS-PAGE法を用いた学校検尿の解析

190 化学-12 一般演題 臨床化学4 10月28日（土）13：10～13：37 第Ⅲ会場 リポ蛋白分画解析のための自動分析装置の開発・評価（第2報）

191 微生物-29 一般演題 微生物8 10月29日（日）09：40～10：22 第 II 会場 MALDI-TOF MSによる抗酸菌同定に関する検討

192 化学-13 一般演題 臨床化学4 10月28日（土）13：10～13：37 第Ⅲ会場 リポ蛋白質解析のためのポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動法の評価

193 生理-35 一般演題 生理10 10月29日（日）14：10～14：46 第 III 会場 疣贅の検出率向上を目的とした検査技術科の取り組み

194 微生物-23 一般演題 微生物7 10月29日（日）09：00～09：36 第 II 会場 プロンプト法におけるMRSAのバンコマイシンに対するMIC値の推移

195 生理-19 一般演題 生理6 10月28日（土）14：20～14：47 第 V 会場 当院におけるトラック運転手SASスクリーニングの検討

196 微生物-25 一般演題 微生物7 10月29日（日）09：00～09：36 第 II 会場 当研究所における百日咳LAMP法についての検討

197 遺伝子-3 一般演題 遺伝子、染色体 10月28日（土）13：10～13：46 第 V 会場 WAVEシステムを用いたFLT3-ITDの解析

198 微生物-31 一般演題 微生物9 10月29日（日）14：16～14：49 第 II 会場 新規ブルセラ培地における発育性能についての検討
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199 微生物-10 一般演題 微生物3 10月28日（土）10：56～11：38 第 IV 会場 Bacillus cereus 菌血症の後方視的解析

200 チーム-3 一般演題 チーム医療1 10月29日（日）09：00～09：27 第I B会場 当院での糖尿病透析予防診療チームでの臨床検査技師の関わりについて

201 管・他-4 一般演題 管理2 10月29日（日）15：30～15：57 第 III 会場 ブランチから自主運営へ　管理部門との交渉

202 一般-14 一般演題 一般5 10月28日（土）14：30～15：06 第 II 会場 食塩感受性遺伝子と１日食塩摂取量の関連性

203 微生物-35 一般演題 微生物11 10月29日（日）15：21～15：48 第 II 会場 大腸菌のLVFX感受性とABPC耐性株およびESBL産生菌株の年次推移

― 化学CM-1 一般演題 臨床化学3 10月28日（土）11：00～11：33 第 I 会場 Milli-Q純水・超純水装置の紹介

― 化学CM-2 一般演題 臨床化学5 10月28日（土）13：40～14：13 第Ⅲ会場
HbA1c検査をより詳細に・効率的に運用するために　―グリコヘモグロビン分析装置、検査データ管理シ
ステムのご紹介―

― 化学CM-3 一般演題 臨床化学7 10月29日（日）09：00～09：33 第 V 会場 可溶性インターロイキン2受容体（sIL-2R）検査の活用法について

― 化学CM-4 一般演題 臨床化学8 10月29日（日）09：36～10：09 第 V 会場 HPLC法によるHbA1c測定の新たな展望　―変異ヘモグロビンを見逃さないために―

― 免疫CM-1 一般演題 免疫血清1 10月28日（土）09：30～10：12 第Ⅲ会場 エクルーシス試薬SCCのご紹介

― 免疫CM-2 一般演題 免疫血清5 10月29日（日）13：30～14：12 第 II 会場 新たな自動化ソリューションのご紹介　―CCM（cobas connection modules）―

― 血液CM-1 一般演題 血液2 10月29日（日）14：00～14：42 第I B会場 ユーザーニーズに対応した次世代の採血管準備装置

― 微生物CM-1 一般演題 微生物1 10月28日（土）09：30～10：12 第 IV 会場 遺伝子検査装置　GENECUBEのご紹介　―感染症領域における迅速報告への貢献―

― 微生物CM-2 一般演題 微生物3 10月28日（土）10：56～11：38 第 IV 会場 高感度マイコプラズマ迅速診断システム

― 微生物CM-3 一般演題 微生物8 10月29日（日）09：40～10：22 第 II 会場 全自動遺伝子検査機器GeneXpert®
システムのご紹介　体外用診断薬　Xpert

®
MTB/RIF、Xpert

®

C-difficileの概要

― 微生物CM-4 一般演題 微生物9 10月29日（日）14：16～14：49 第 II 会場 判定時間を短縮した新しいインフルエンザキットのご紹介


	HP用（受付番号順）

