
◆第１会場（テルサホール　山形テルサ）　10月5日（土）　　　臨床化学
9:40 座長： 佐藤　直仁 （山形大学医学部附属病院）
1 汎用自動分析装置TBA-FX8によるナノピアBNP-Aの基礎的検討

宇佐美　千穂 いわき市医療センター 福島県

2 バリデーションソフトを用いた学生臨地実習の取り組み

佐々木　克幸 東北大学病院 宮城県

3 当会における血糖緊急報告対象者の推移

鶴間　純 一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 新潟県

4 ＨｂＡ1ｃの季節変動要因の検討

佐藤　大亮 山形大学医学部附属病院 山形県

◆第１会場（テルサホール　山形テルサ）　10月5日（土）　　　免疫血清
13:15 座長： 小野間　健介 （新潟県立がんセンター新潟病院）
11 新規発売試薬エクルーシス試薬FT4Ⅲの基礎的検討

高渕　優太朗 東北医科薬科大学病院 宮城県

12 NT-proBNP測定試薬「Alere NT-proBNP･アボット」の基礎的検討

井上　紗季 山形市立病院 済生館 山形県

13 全自動免疫測定装置HISCL-800における改良試薬の評価と運用効率の検証

最上　久美子 山形県立河北病院 山形県

◆第１会場（テルサホール　山形テルサ）　10月5日（土）　　　免疫血清
13:45 座長： 高橋　裕美 （秋田県厚生連 平鹿総合病院）
14 トロンビン添加高速凝固採血管の評価

髙橋　縁 秋田大学医学部附属病院中央検査部 秋田県

15 検体前処理分注装置導入によるHBs抗原偽陽性率の軽減

岩本　尚晃  日本海総合病院 山形県

16 アキュラシードPCTの基礎的検討

金子　成美 医療法人 崇徳会 長岡西病院 新潟県

◆第２会場（リハーサル室　山形テルサ）　10月5日（土）　　　病理
9:40 座長： 諏訪　しのぶ （日本海総合病院）
17 医療安全を重視した病理部門システム構築の取り組み

今川　誠 KKR札幌医療センター 北海道

18 二次元コードを用いた病理認証機能の導入効果

高橋　美咲 公立置賜総合病院 山形県

19 当院における病理診断結果見逃し防止対策について

郷右近　秀平 山形県立中央病院 山形県



◆第２会場（リハーサル室　山形テルサ）　10月5日（土）　　　細胞
10:10 座長： 今野　かおり （東北大学病院）
20 膵細胞診における酸性粘液多糖類アルシアン緑染色の有用性

海谷　瑠美 山形市立病院 済生館 山形県

21 肺原発が考えられた悪性黒色腫の1例

宍戸　ひろ美 一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島県

◆第２会場（リハーサル室　山形テルサ）　10月5日（土）　チーム医療・管理運営
13:15 座長： 小野寺　奈緒 （岩手医科大学附属病院）
95 病棟ベッドサイドで下肢静脈エコーを実施して

～病棟業務への拡大～

佐藤　美佐子 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 山形県

96 採血待ち時間短縮に向けた採血室のレイアウトの工夫とデータ解析の取り組み

佐藤　多佳子 秋田赤十字病院 秋田県

97 当院の宿直時の記録から見た過去12年間の傾向と推移

母良田　静 八戸市立市民病院 青森県

◆第２会場（リハーサル室　山形テルサ）　10月5日（土）　チーム医療・管理運営
13:45 座長： 齋藤　浩治 （青森市民病院）
98 多職種で考える　今後の内視鏡室

内視鏡に関わる全てのスタッフ教育

今村　倫敦 東京品川病院 東京都

99 肝炎・肝がん撲滅の為の取り組み　（１）

B型肝炎の再活性化予防に関する電子カルテを用いたチーム医療

藤田　秀文 大曲厚生医療センター 秋田県

100 肝炎・肝がん撲滅の為の取り組み　（２）

臨床検査技師による入院患者への肝炎ウイルス検査結果説明

高橋　一彦 大曲厚生医療センター 秋田県

◆第３会場（アプローズ１　山形テルサ）　10月5日（土）　　　血液
9:40 座長： 佐藤　牧子 （山形大学医学部附属病院）
27 骨髄異形成症候群経過観察中に大顆粒リンパ球増多症を呈した１例

鈴木　秀幸 新潟県立がんセンター新潟病院 新潟県

28 当院で経験した組織球肉腫の1症例

長谷川　美月 八戸赤十字病院医療技術部検査技術課 青森県

29 外科の固形癌術後に発症したCML3症例の検討

辻村　麻結 鶴岡市立荘内病院 山形県



◆第３会場（アプローズ１　山形テルサ）　10月5日（土）　　　血液
10:10 座長： 渡邉　友里耶 （いわき市医療センター）
30 末梢血中に異型リンパ球を認めたツツガムシ病の一例

竹田　光 山形県立中央病院 山形県

31 パルボウイルスB19感染により赤芽球癆を呈した小児遺伝性球状赤血球症の一症例

市橋　直子 新潟県立がんセンター新潟病院 新潟県

32 化学療法中に高度の溶血を呈した<I>Clostridium perfringens</I>敗血症の1症例


岡崎　朱李 公立置賜総合病院 山形県

◆第３会場（アプローズ１　山形テルサ）　10月5日（土）　　　微生物
13:15 座長： 月足　正辰 （弘前市医師会 健診センター）
51 当院の休日における血液培養陽性時の運用変更による効果と課題

石井　舞 公立置賜総合病院 山形県

52 当院における休日の血液培養陽性時の対応について

阿部　智哉 山形県立新庄病院 山形県

53 当院におけるアンチバイオグラム作成と医師への周知活動について

大比良　久美子 一般財団法人 三友堂病院 山形県

◆第３会場（アプローズ１　山形テルサ）　10月5日（土）　　　公衆衛生
13:45 座長： 阿部　武彦 （宮城厚生協会 坂総合病院）
54 ヘリコバクター・ピロリ抗体価と胃画像診断の関連性

～10,197人の追跡調査結果の分析～

加藤　修 北海道対がん協会 細胞診センター 北海道

55 山形県における2011年から2013年の肺炎マイコプラズマ地域流行の検討



鈴木　裕 山形県立中央病院 山形県

◆第４会場（アプローズ２　山形テルサ）　10月5日（土）　　　微生物
9:40 座長： 茜谷　大輔 （山形県立中央病院）
39 血液培養検査へ院内導入した遺伝子検査の有用性

鈴木　亜里沙 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 山形県

40 喀痰・尿検体におけるGeneXpertシステム使用方法の検討

大内　綾乃 一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県

41 MRSAスクリーニング培地の比較検討

千葉　美紀子 東北大学病院  診療技術部　検査部門 宮城県



◆第４会場（アプローズ２　山形テルサ）　10月5日（土）　　　微生物
10:10 座長： 坂西　清 （新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院）
42 急性胆嚢炎の胆汁からチフス菌を検出した一例

石澤　剛 山形市立病院 済生館 山形県

43 血液培養より<I>Aggregatibacter aphrophilus</I>が分離された1症例

大塚　隼人 鶴岡市立荘内病院 山形県

44 <I>Vibrio parahaemolyticus</I>による創傷部感染症の一例

山口　優花 山形県立中央病院 山形県

◆第４会場（アプローズ２　山形テルサ）　10月5日（土）　　　血液
13:15 座長： 伊東　貴美 （国立病院機構 仙台医療センター）
33 多発リンパ節腫大の原因検索が契機となりMonoMAC症候群を診断し得た1症例

嶋田　有里 福島県立医科大学附属病院 福島県

34 合成基質法による凝固因子活性測定試薬の基礎的検討と凝固一段法との比較

中田　良子 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 青森県

35 後天性第Ⅴ因子欠乏症の１症例

佐藤　朋子 山形市立病院 済生館 山形県

◆第４会場（アプローズ２　山形テルサ）　10月5日（土）　　　一般
13:45 座長： 鈴木　律子 （福島県立医科大学附属病院）
36 全自動尿中有形成分分析装置UF-5000における異型細胞測定結果の検討

鈴木　郁美 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 山形県

37 尿沈渣での異型細胞検出率の検討　―尿細胞診陽性例について―

阿部　紗也加 山形大学医学部附属病院 山形県

38 間欠的自己導尿から認めた線虫の1症例

高橋　裕美 鶴岡市立荘内病院 山形県

◆第５会場（会議室　霞城セントラル）　10月5日（土）　　　生理
9:40 座長： 三國　宰子 （白河厚生総合病院）
56 心臓超音波検査で経過を観察できた劇症型心筋炎の1症例

渡部　寛道 公立置賜総合病院 山形県

57 心筋症との鑑別を要した心臓原発悪性リンパ腫の１例

阿部　武彦 坂総合病院 生理検査部 宮城県

58 心臓超音波検査中に心肺停止となり心肺蘇生が行われた一例

清水　盛也 能代厚生医療センター 秋田県

59 心エコー図検査で左房内球状血栓を認めた１例

田村　清子 太田綜合病院附属太田熱海病院 福島県



◆第５会場（会議室　霞城セントラル）　10月5日（土）　　　生理
10:20 座長： 船水　康陽 （東北大学病院）
60 乳管内乳頭腫として経過観察中に乳房超音波検査が契機となり乳癌と診断された２症例

齋藤　恵美 日本海総合病院 山形県

61 当院におけるボツリヌス毒素製剤によるエコーガイド下痙縮治療への取り組み

奥山　由紀 宮城厚生協会 坂総合病院 宮城県

◆第５会場（会議室　霞城セントラル）　10月5日（土）　　　生理
13:15 座長： 今井　瑠美 （新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院）
62 膵血管筋脂肪腫の一例

卯月　美江 公立大学法人 福島県立医科大学会津医療センター 福島県

63 転移性膵腫瘍の一例

田中　清美 日本海総合病院 山形県

64 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 宮城厚生協会 坂総合病院 宮城県

◆第５会場（会議室　霞城セントラル）　10月5日（土）　　　生理
13:45 座長： 岸　洋介 （公立置賜総合病院）
65 エコーで経過を追った超高齢者の消化管症状の一例

太田　恵 医療法人 共生会 松園第二病院 岩手県

66 結腸結腸型腸重積の発症機転となった若年性ﾎﾟﾘｰﾌﾟを整復前のUSで指摘できなかった一例

桑原　崇 一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島県

67 興味深い可動性を捉えた十二指腸乳頭部癌の一例

菊田　香衣 一般財団法人 厚生会 仙台厚生病院 宮城県

◆第６会場（視聴覚室　霞城セントラル）　10月5日（土）　　　一般
9:40 座長： 保科　美紀子 （山形大学医学部附属病院）
83 4県共通設問で実施した尿沈渣フォトサーベイについて

小野　篤史 済生会新潟病院 新潟県

84 4県共通尿沈渣フォトサーベイについて







過去3年間の青森県の傾向



阿部　紀恵 八戸赤十字病院 青森県

85 4県共通設問による尿沈渣フォトサーベイを実施して



青森県における白血球判別問題の正解率の動向と重要視したポイント



坂牛　省二 平内町国民健康保険 平内中央病院 青森県



◆第６会場（視聴覚室　霞城セントラル）　10月5日（土）　　　一般
10:10 座長： 金沢　聖美 （東北大学病院）
86 福島県における一般検査部門フォトサーベイについて

過去5年間の傾向

菱川　恭子 医療法人 養生会 かしま病院 福島県

87 東北医科薬科大学病院検査部一般検査部門におけるISO15189取得へ向けての取り組み

奥　明日香 東北医科薬科大学病院 宮城県

88 保存尿沈査検体の水飴封入剤による長期観察標本作製への応用

Ｓternheimer染色後検体の長期観察可能な標本作製の試み

坂牛　省二 平内町国民健康保険 平内中央病院 青森県

◆第６会場（視聴覚室　霞城セントラル）　10月5日（土）　　　生理
13:15 座長： 佐々木　貴美子 （岩手県立中央病院）
68 当院における心電図パニック値への対応について

金子　紀子 山形県立河北病院 山形県

69 当院人間ドックにおけるMaster 2階段法実施状況

渡邉　由貴 山形県立中央病院 山形県

70 アラートメールによるReveal LINQ遠隔モニタリングの使用経験

田中　恵子 山形市立病院 済生館 山形県

71 労作性狭心症の運動療法にCPXの指標が有用であった1症例

本多　敦美 一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島県

◆第６会場（視聴覚室　霞城セントラル）　10月5日（土）　　　生理
13:55 座長： 伊藤　千代子 （山形県立新庄病院）
72 頸動脈エコー検査における施設内精度管理の試み

西尾　英樹 小樽市立病院 北海道

73 Bow hunter's syndromeを疑った頸動脈エコーの1例

成田　心 東北大学病院生理検査センター 宮城県

◆第６会場（視聴覚室　霞城セントラル）　10月5日（土）　　　生理
14:15 座長： 藤谷　富美子 （由利組合総合病院）
74 仮性動脈瘤および動静脈瘻合併の1症例

遠藤　知穂 公立学校共済組合東北中央病院 山形県

75 先天性動静脈奇形が疑われた2症例

昆　洋妃 財団法人 厚生会 仙台厚生病院 宮城県

76 PTA術後短期間でVascular accessの再狭窄に影響する因子は何か?


阿部　拓也 公立藤田総合病院 福島県



◆第１会場（テルサホール　山形テルサ）　10月6日（日）　　　生理
9:10 座長： 佐藤　舞 （青森県立中央病院）
77 脳波検査が診断に有用であったAngelman症候群の二症例

髙濱　祐太 山形大学医学部附属病院　検査部 山形県

78 呼吸機能検査の精度管理実施率向上への取り組み

北海道臨床衛生検査技師会アンケート調査から

山本　雅史 北海道大学病院 北海道

79 ISO 15189認定取得に向けた生理検査室の取り組み

佐藤　美和  宮城県立がんセンター 宮城県

◆第１会場（テルサホール　山形テルサ）　10月6日（日）　　　生理
9:40 座長： 近野　智富美 （北村山公立病院）
80 心房中隔欠損に巨大な心房中隔瘤の出現を認めた１症例

佐々木　友美 公立置賜総合病院 山形県

81 先天性心疾患合併妊娠の一例

金子　亜矢 福島県立医科大学附属病院　検査部 福島県

82 夏型過敏性肺炎から肺高血圧を呈し、治療の経過観察に心エコーが有用であった１症例

渡邉　貴子 公益財団法人 星総合病院 福島県

◆第２会場（リハーサル室　山形テルサ）　10月6日（日）　　　遺伝子・染色体
9:10 座長： 長谷川　秀浩 （JA新潟県厚生連 新潟医療センター）
22 細胞室温放置によるDNA品質への影響

峯村　洋行 石巻赤十字病院 宮城県

23 ｍＦＩＳＨ法でｍａｒｋｅｒ染色体の由来同定に至ったＢｕｒｋｉｔｔリンパ腫の1症例

安　久美子 東北大学病院 宮城県

◆第２会場（リハーサル室　山形テルサ）　10月6日（日）　　　病理
9:30 座長： 浅利　智幸 （秋田赤十字病院）
24 瞬間接着剤を用いた検体処理法

阿部　幸輝 鶴岡市立荘内病院 山形県

25 急速に増大した転移性心臓腫瘍（腎明細胞癌）患者の解剖を経験した一例

高宮　良輔 一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県

26 Whole Slide Imagingを用いた当院の遠隔術中病理診断の運用報告

斎藤　由紀 山形県立河北病院 山形県



◆第３会場（アプローズ１　山形テルサ）　10月6日（日）　　　輸血
9:10 座長： 草刈　伶奈 （済生会 山形済生病院）
89 不規則抗体スクリーニング検査の検査法の検討

門脇　未奈 日本海総合病院 山形県

90 RhD陰性赤血球輸血後に抗Dを検出した1症例

木村　俊平 公立置賜総合病院 山形県

91 緊急輸血の現状

柴田　早紀 山形大学医学部附属病院 山形県

◆第３会場（アプローズ１　山形テルサ）　10月6日（日）　　　輸血
9:40 座長： 奥津　美穂 （福島県立医科大学）
92 当院におけるDaratumumab使用患者に対する現状と運用

石井　佳代子 一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島県

93 当院における廃棄血削減のための取り組み

柿崎　翔平 鶴岡市立荘内病院 山形県

94 安全な輸血療法実施に向けての取り組み

古澤　絵美 山形市立病院 済生館 山形県

◆第４会場（アプローズ２　山形テルサ）　10月6日（日）　　　臨床化学
9:10 座長： 佐々木　克幸 （東北大学病院）
5 杜のみやこ臨床化学研究会の活動報告（第2報）

小堺　利恵 東北医科薬科大学病院 宮城県

6 ｓＩＬ－２Ｒ測定試薬の性能評価

竹中　ともみ 八戸赤十字病院　医療技術部　検査技術課 青森県

7 胃全摘後のドレーン排液AMYが唾液型AMY優位の異常高値であった一症例

大場　優子 公立置賜総合病院 山形県

◆第４会場（アプローズ２　山形テルサ）　10月6日（日）　　　免疫血清
9:40 座長： 小関　睦 （公立置賜総合病院）
8 造血器腫瘍に対する化学療法中のFNでのプレセプシンの動態（第1報）

坂西　清 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 新潟県

9 化学発光免疫法によるＨＢｓＡｇ　ＨＣＶＡｂにおける血清と血漿の測定値の比較検討

渡邊　晃子 一般財団法人　大原記念財団 大原綜合病院 福島県

10 HBs抗体試薬4社の比較検討（第1報）

高橋　瑞恵 東北医科薬科大学病院 宮城県



◆第５会場（会議室　霞城セントラル）　10月6日（日）　　　微生物
9:10 座長： 福元　達也 （北海道大学病院）
45 当院入院患者におけるβ 溶連菌保菌率およびGBS莢膜型についての検討

石藤　宥人 八戸市立市民病院 青森県

46 当院における過去5年間の院内発生AmpC型β ラクタマーゼ産生菌についての調査

奥田　千晶 八戸市立市民病院 青森県

47 当院における過去8年間の感染性心内膜炎患者の血液培養検査結果について

柳谷　貴子 旭川医科大学病院 北海道

◆第５会場（会議室　霞城セントラル）　10月6日（日）　　　微生物
9:40 座長： 木村　東子 （山形市立病院 済生館）
48 尿から分離された<I>Actinotignum sanguinis</I>の一例

滝口　学 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 山形県

49 <I>Actinotignum schaalii</I>による尿路感染症の一例

千味　和宏 済生会新潟病院 新潟県

50 当院における<I>Streptococcus　pneumoniae</I>の検出および薬剤感受性状況

羽島　房子 東北大学病院　診療技術部　検査部門　 宮城県

◆第６会場（視聴覚室　霞城セントラル）　10月6日（日）　管理運営・チーム医療
9:10 座長： 芳賀　真紀 （山形県立新庄病院）
101 客観的臨床能力試験（ＯＳＣＥ）を受験して



三浦　歩 福島県立総合衛生学院　臨床検査学科3年 福島県

102 GS1-128バーコード及びExcelを利用した試薬管理システムの構築

木津　綾乃 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 青森県

103 当院の検査室外業務の取り組みとその評価

飯ヶ谷　奈央子 医療法人 養生会 かしま病院 福島県

104 医療安全における検査部の役割

諏訪　しのぶ 地方独立行政法人　日本海総合病院 山形県


