
 

第 49回みやぎ医学検査学会  

テーマ「高齢化社会を迎え討つ検査室」 

開催概要 

 

【 会 期 】 ： 平成 29年 7月 15日（土）9時から 

【 会 場 】 ： 仙台ガーデンパレス 

          〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-1-5 

          TEL：022-299-6211 

【 学会長 】 ： 泉 義彦 （東北医科薬科大学病院） 

【実行委員長】 ： 熊谷 明広（東北医科薬科大学病院） 

【 事務局長 】 ： 狩野 勝 （JCHO仙台病院） 

【学会事務局】 ： 一般社団法人宮城県臨床検査技師会事務所 

          〒984-0075 仙台市若林区清水小路 5-6-704 

          TEL：022-723-4896 

 

学会場のご案内 

 
仙台駅東口より徒歩 3分 仙台市地下鉄東西線 宮城野通駅より徒歩 1分 

お車でお越しの方は近隣駐車場をご利用下さい 

 

地図提供：仙台ガーデンパレス 



第 49 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     9：30～11：00 

   座長 佐々木 克幸（東北大学病院） 

1 「アーキテクト・high sensitive トロポニン IST」の基礎性能評価およびトロポニンＴとの比較検討 

  高渕 優太朗（東北医科薬科大学病院 検査部） 

2 未熟児・新生児採血に用いるキャピラリーの検討 

  持立 龍之介（仙台赤十字病院医療技術部検査技術課） 

3 当院における臍帯血検体の生化学データの分布 

  黒瀧 悠未（株式会社ビー・エム・エル SPL宮城県立こども病院検査室） 

   座長 勝見 真琴（東北大学病院） 

4 無症候性 HTLV-1 キャリア患者の Cryptococcus neoformans 脳髄膜炎の症例 

  永沼 結花（石巻赤十字病院 検査部） 

5 Campylobacter jejuni subsp.jejuni による菌血症の 1 例 

  海端 美沙紀（石巻赤十字病院 検査部） 

6 「イムノキャッチ－肺炎球菌」の髄液検査における使用経験 

  星 くに子（東北医科薬科大学病院 検査部） 

   座長 石川 和浩（登米市立登米市民病院） 

7 石巻地域における COPD 啓発イベントとの関わり 

  秋田谷 美佑（石巻赤十字病院 検査部） 

8 当院の B 型肝炎再活性防止対策状況と対策 

  相馬 祐希（仙台赤十字病院医療技術部検査技術課） 

9 臨床検査室における６S 活動の試み 

  大崎 美千子（大崎市民病院 臨床検査部） 

    

一般演題 ② 第 2 会場 9：30～11：00 

   座長 西尾 太一（仙台赤十字病院） 

10 肺高血圧合併妊娠の疑いで当院紹介となった心室中隔欠損症の一症例 

  佐々木 絵里奈（東北大学病院生理検査センター） 

11 ドプラ指標を用いることで人工弁機能不全の早期発見が可能となった一例 

  黒川 貴史（東北医科薬科大学病院 検査部） 

12 当院におけるエコーガイド下 EVT の有用性と今後の課題 

  山岡 弘和（一般財団法人 厚生会 仙台厚生病院 臨床検査センター） 

    

    

    



   座長 青木 桜子（東北大学病院） 
 

13 唾液腺腫瘍における超音波検査画像の比較 

  立花 誠康（大崎市民病院 臨床検査部） 

14 肝内に多発する高輝度エコースポットを認めた成人先天性心疾患の一症例 

  稲葉 綾香（東北大学病院生理検査センター） 

15 7 年間にわたり増大する経過を観察し得た胆嚢癌の一例 

  山口 恵美（東北大学病院生理検査センター） 

                座長 佐藤 貴光（仙台市立病院） 

16 当院の褥瘡エコー検査の取り組み 

      阿部 直樹（(公財)宮城厚生協会 長町病院 検査室） 

17 神経伝導検査で評価困難であった神経障害に神経エコー検査が有用であった 2 症例 

      奥山 由紀（坂総合病院生理検査室） 

18 機能評価の重要性 -てんかん重積状態を捉えた一症例- 

      浅黄 優（東北大学病院生理検査センター） 

   

一般演題 ③ 第 1 会場     14：50～15：40 

   座長 菅原 新吾（東北大学病院） 

19 極めて稀な染色体異常であるｔ（10；18）を伴う骨髄異形成症候群の一例 

  大場 祐輔（東北医科薬科大学病院 検査部） 

20 夜間緊急検査時における自動血球分析装置のヒストグラム異常の発見により、   

    迅速な対応ができた混合表現型急性白血病の一例 

  齊藤 梨絵（東北医科薬科大学病院 検査部） 

21 小児 ALL治療経過中の骨髄に Hematogone が多数出現した 1 症例 

  石塚 静江（東北大学病院 診療技術部 検査部門） 

                                 座長 高崎 健司（宮城県立こども病院） 

22 硝子体穿刺液における悪性リンパ腫の細胞学的検討 

  村山 優理香（東北大学病院 病理部） 

                 座長 遠藤 一弥（石巻赤十字病院） 

23 抗原表を用いた不規則抗体スクリーニング赤血球試薬の検討 

  氏家 和明（大崎市民病院 臨床検査部） 

 

 

 

 

 

 



 

学会企画プログラム 

 

＜教 育 講 演＞ 

11:10～12:10  

「急性骨髄性白血病と遺伝子異常」～遺伝子異常から分かる病態と未来～ 

座長：泉 義彦（東北医科薬科大学病院） 

講師：髙橋 伸一郎 

（東北医科薬科大学 医学部臨床検査医学・病院検査部） 

＜特 別 講 演＞ 

13:40～14:40 

 「高齢者の臨床検査データの診方・考え方」～注意すべきポイント～ 

座長：熊谷 明広（東北医科薬科大学病院） 

講師：山口 宏茂（株式会社兵庫県登録衛生検査センター） 

（一般社団法人日本健康倶楽部和田山診療所） 

＜パネルディスカッション＞ 

15:50～17:20 

「10 年後を見据えた検査室のありかた」     

司会：前川善太郎（東北医科薬科大学若林病院） 

   佐藤 正樹（東北医科薬科大学病院） 

パネリスト   

藤巻 慎一（東北大学病院） 

菅原  勲（石巻赤十字病院） 

播磨晋太郎（仙台医療センター） 

松尾 久昭（シーメンスヘルスケア株式会社） 

＜ランチョンセミナー1＞ 

12:25～12:55   

「高齢化社会と臨床検査」 

座長：佐藤 誠（仙台赤十字病院） 

講師：山田 洋一（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社） 

＜ランチョンセミナー2＞ 

12:55～13:25  

「高齢者社会を迎えて～医療環境の変化に対応した検査室運営～」 

座長：佐藤 誠（仙台赤十字病院） 

講師：甲斐 直樹（シスメックス株式会社） 

 


