第51回みやぎ検査医学学会 日程表
令和元年6月23日（日）
第1会場：2F 講堂
開会式・学会長挨拶
8：40～8：45
第1会場：2F 講堂
一般演題
生理（演題 1～5）
8：50～10：40
病理（演題 6～11）

10：50～11：40

11：55～12：55

13：10～14：10

14：20～15：30
15：30～15：45

第2会場：2F 大会議室
一般演題
生化学（演題 12～15）
微生物（演題 16～18）
管理運営（演題 19～21）

第1会場：2F 講堂
教育講演
「再生医療から学ぶ」
講師：伊藤 経夫 先生
座長：髙﨑 健司 副実行委員長
ランチョンセミナー
1 キャノンメディカルシステムズ株式会社
「肝疾患に対する超音波エラストグラフィの現況」
2 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
「免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事
象の管理と対策」
特別講演
「臨床検査、糸を紡ぐがごとく、布を織るがごとく」
講師：松尾 収二 先生
座長：藤巻 慎一 学会長
第2会場：2F 大会議室
第1会場：2F 講堂
一般演題
一般演題
血液・輸血（演題 22～25） 管理運営（演題 29～30）
生理 （演題 31～35）
微生物（演題 26～28）
コーヒーブレイク
第1会場：2F 講堂
「RCPC(Reversed Clinico-pathological Conference)」

講師：髙橋 伸一郎 先生
大原 貴裕 先生
進行：小堺 利恵 実行委員長
閉会式・実行委員長挨拶
17：05～17：10
1F 食堂ホール
情報交換会
17：30～
15：45～17：05

学会企画プログラム
＜特 別 講 演＞
13:10～14:10
「臨床検査、糸を紡ぐがごとく、布を織るがごとく」
講師：松尾 収二 (天理よろづ相談所病院 臨床検査部 部長)
座長：藤巻 慎一 （東北大学病院 検査部）
＜教 育 講 演＞
10:50～11:40
「再生医療から学ぶ」
講師：伊藤 経夫 （慶応義塾大学病院 臨床研究推進センター
再生医療等支援部門）
座長：髙﨑 健司 （宮城県立こども病院 検査部）
＜RCPC＞
15:45～17:05
講師：髙橋 伸一郎 (東北医科薬科大学病院 検査部 部長)
大原 貴裕 (東北医科薬科大学病院 検査部 副部長)
進行：小堺 利恵 (東北医科薬科大学病院 検査部)
＜ランチョンセミナー1＞
11:55～12:25
「肝疾患に対する超音波エラストグラフィの現況」
講師：黒田 英克 (岩手医科大学内科学講座 消化器内科・肝臓分野)
座長：佐藤 貴光（仙台市立病院 臨床検査科）
＜ランチョンセミナー2＞
12:25～12:55
「免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象の管理と対策」
講師：木村 直紀 （ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社）
座長：真山 晃史 (国立病院機構 仙台医療センター 臨床検査科)

第 51 回みやぎ医学検査学会 一般演題 プログラム

一般演題 ① 第 1 会場 (講堂)
8：50
1

生理・病理

8：50～10：40

座長 菅原 亜紀子 (国立病院機構 仙台医療センター 臨床検査科)

ABI 検査が発見の契機となった上腕動脈線維筋性異形成の一例
昆 洋妃 (仙台厚生病院 病理診断・臨床検査科)

2

下大静脈まで達した深部静脈血栓症の一例
大橋 泰弘 (みやぎ県南中核病院 検査診療部 検査部)

3

TAVI 後の遅発性の冠動脈閉塞の発見に経胸壁心エコーが有用となった症例
谷内 優基 (仙台厚生病院 病理診断・臨床検査科)

4

グルコース値の上昇が心筋の収縮と弛緩特性に果たす役割の検討
松本 彩那 (東北大学大学院 医学系研究科 臨床生理学分野)

5

徐脈頻脈症候群のアブレーション後経過観察にイベントレコーダーが有用であった一例
山口 恵美 (東北大学病院 生理検査センター)

9：40
6

座長 佐藤 正樹 (東北医科薬科大学病院 病理部)

乳癌の進行における CLEC2D の役割に関する検討
栗原 唯 (東北大学大学院 医学系研究科 病理検査学分野)

7

免疫組織化学法による乳癌組織随伴マクロファージにおけるアンドロゲン誘導性液性因子
CCL5 の発現意義の検討
山口 美桜 (東北大学大学院 医学系研究科 病理検査学分野)

8 乳癌における D-2-ヒドロキシグルタル酸脱水素酵素の発現意義の検討
林 千陽 (東北大学大学院 医学系研究科 病理検査学分野)

10：10

座長 土田 吉朗 (仙台徳洲会病院 中央検査科)

9 セルブロック用検体の固定時間に関する検討
細胞形態、免疫組織化学法への影響について

尾池 裕子 (石巻赤十字病院 病理部)
10 セルブロック作製時の固定による DNA 品質への影響
峯村 洋行 (石巻赤十字病院 病理部)
11 自作試薬在庫管理プログラムの病理検査室での運用
高橋 幸夫 (仙台赤十字病院 医療技術部病理技術課)

一般演題 ② 第 2 会場(大会議室)
8：50

生化学・微生物・管理運営

8：50～10：30

座長 鎌田 将矢 (仙台オープン病院 臨床検査室)

12 梅毒 TP 抗体試薬の基礎的検討
桑島 幸子 (東北大学病院 診療技術部 検査部門 検査部)
13 HBs 抗体価測定における測定方法間差
高橋 瑞恵 （東北医科薬科大学病院 検査部）
14 グリコヘモグロビン分析装置 ADAMS A1c HA-8190V の有用性
高渕 優太朗 （東北医科薬科大学病院 検査部）
15 尿中薬物スクリーニング検査キット「INSTANT-VIEW® M-1」の使用経験
三浦 りり佳 （東北医科薬科大学病院 検査部）

9：30

座長 須田 那津美 (宮城県立こども病院 検査部)

16 当院におけるβ溶血性連鎖球菌の検出状況
勝見 真琴 (東北大学病院 診療技術部 検査部門 検査部 )
17 小児鼻腔吸引液より分離された溶血性を示さない A 群β溶血性連鎖球菌の一症例
赤坂 和紀 (東北労災病院 中央検査部)

18 小児中耳炎症例の中耳貯留液から分離された菌の分類と薬剤感受性成績
真崎 純子 (東北労災病院 中央検査部)

10：00

座長 氏家 和明 (大崎市民病院 検査部)

19 病気治療前に妊孕性温存を目的とした精子の凍結保存への取り組み
船木 那津美 (スズキ記念病院 医療技術部)
20 当院における ISO 15189 認定取得までのプロセス、そして品質管理者が考える今後の課題
大場 祐輔 （東北医科薬科大学病院 検査部）
21 長期休職後業務復帰時の不安払拭に役立った SOP と教育プログラム
新谷 香織 (東北大学病院 生理検査センター)

一般演題 ③ 第 1 会場 (講堂)
14：20

血液・輸血・微生物

14：20～15：30

座長 千葉 勇希 (仙台市立病院 検査科)

22 敗血症における多項目自動血球分析装置 XN シリーズ リサーチ項目 NE-WY の検討
阿部 満里奈 (東北労災病院 中央検査部)
23 前医で急性リンパ性白血病とされたがびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の診断に至った 1 例
石塚 静江 (東北大学病院 診療技術部 検査部門 検査部)
24 非典型的転座を呈した慢性骨髄性白血病の１例
菊地 桂 (東北大学病院 診療技術部 検査部門 検査部)
25 重症貧血をきたした胎児母体間輸血症候群の一例
伊勢田 千裕 (スズキ記念病院 医療技術部)

15：00

座長 尾池 泰典 (石巻赤十字病院 検査部)

26 血液培養より分離された Bifidobacterium breve の 6 症例
中村 一樹 (宮城県立こども病院 検査部)

27 当院での過去 10 年間の新規 ESBL 産生菌の検出状況
大橋 玲央 (国立病院機構 仙台医療センター 臨床検査科)
28 当院における抗菌薬適正使用支援チームの取り組み
夜間勤務の血液培養陽性処理業務導入と細菌検査実施規定作成によるアウトカム評価

須田 那津美 (宮城県立こども病院 検査部)

一般演題 ④ 第 2 会場 (大会議室) 管理運営・生理
14：20

14：20～15：30

座長 阿部 武彦 (坂総合病院 生理検査部)

29 内視鏡業務に携わる臨床検査技師への患者対応教育
今村 倫敦 (東京品川病院 内視鏡部)
30 宮臨技遺伝子・染色体部門の現状と今後の展望
真山 晃史 (国立病院機構 仙台医療センター 臨床検査科)

14：40

座長 奥山 由紀 (坂総合病院 生理検査部)

31 脳波検査で経過を追えた孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病の 1 例
藤田 光 (みやぎ県南中核病院 検査診療部 検査部)
32 脳深部刺激療法の刺激アーチファクトにより脳波記録時に臨機応変な対応を要した一例
浅黄 優 (東北大学病院 生理検査センター)
33 腸管子宮内膜症の 1 例
三崎 千恵美 (仙台厚生病院 病理診断・臨床検査科)
34 肝生検にて NASH と診断された症例における SWE の有用性の検討
原田 理紗子 (坂総合病院 生理検査部)
35 当院小児科における超音波検査のオーダー状況
松浦 史佳 (みやぎ県南中核病院 検査診療部 検査部)

