
演題番号 演題名 発表分野 筆頭者氏名 所属技師会 施設名

1 当院における腸チフスの一症例 微生物 松宮　千将 栃木県 足利赤十字病院

2 小児科患者における便中カルプロテクチンと腸管内常在細菌の相関について 微生物 水越　寛 埼玉県 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院

3 Clostridioides
difficile毒素遺伝子検査(NAAT)導入前後の比較 微生物 古藤　柚子 東京都 大森赤十字病院

4 Schizophyllum commune（スエヒロタケ）によるアレルギー性気管支肺真菌症の1例 微生物 渡辺　駿介 埼玉県 深谷赤十字病院

5 MALDI Biotyper siriusを用いた血液培養陽性ボトルからの直接同定の検討 微生物 三浦　永遠 神奈川県 JA神奈川県厚生連 相模原協同病院

6 日立総合病院における血液培養評価指標の推移について 微生物 指田　聡美 茨城県 株式会社 日立製作所日立総合病院

7 血液培養分離菌別におけるプロカルシトニン値の変動幅 微生物 佐久間　尚也 東京都 ＢＭＬ　横浜北部

8 FilmArray呼吸器パネル2.1を導入した当院でのPCR検査状況 微生物 田中　悠一 栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会栃木県支部 済生会宇都宮病院

9 当院におけるSARS CoV-2感染患者の細菌検出状況に関する検討 微生物 和智　翼 神奈川県 小田原市立病院　臨床検査科

10 当センターにおける新型コロナウイルス感染症への対応と臨床検査技師としての役割 微生物 澤田　結香 栃木県 独立行政法人 栃木県立がんセンター

11 Dimension EXL 200におけるミコフェノール酸測定試薬性能評価 免疫血清 桐谷　翔太 東京都 株式会社 アイル内　板橋中央臨床検査研究所

12 演題取り下げ

13 新型コロナウイルスワクチン接種による抗体価の変動 免疫血清 江幡　望 茨城県 JAとりで総合医療センター

14 SARS-CoV-2 IgG抗体価測定における安定性と保存条件の検討 免疫血清 森崎　舞衣子 東京都 東京都立墨東病院

15 標本による血小板再検について 血液 真仲　沙織 茨城県 セントラル医学検査研究所

16 血液像で異型細胞の出現を機に確定診断に至った血管内大細胞型B細胞性リンパ腫の4例 血液 春成　姿子 神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立足柄上病院

17 末梢血に骨髄腫細胞が出現したBJP型多発性骨髄腫の1例 血液 荒井　菜実 栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会栃木県支部 済生会宇都宮病院

18 BPDCNと鑑別を要したt(9;11)(p22;q23)を伴うAMLの一例 血液 山下　慢同 埼玉県 (株)LSIメディエンス東日本検査部北里大学メディカルセンター

19 日常検査導入のため実施したレボヘムTM APTT SLA試薬の性能評価 血液 桐生　光博 栃木県 足利赤十字病院

20 整形外科術後による深部静脈血栓症の早期発見に有用なSFの検討 血液 吉田　桃夏 栃木県 芳賀赤十字病院

21 血清分離材入りBDマイクロティナ微量採血管における血清回収率の検討 臨床化学 益子　桃佳 栃木県 獨協医科大学病院　臨床検査センター

22 マクログロブリン血症患者にみられたIgM異常高値により血清蛋白偽低値となった症例 臨床化学 秋田　朝美 神奈川県 独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院

一般演題一覧



23 GCT・75gOGTTからみる当院での妊娠糖尿病診断状況 臨床化学 中山　拓哉 神奈川県 ＮＴＴ東日本関東病院

24 アテリカCH専用試薬コレステストCHO、N HDL、LDLの性能評価 臨床化学 阿部　くるみ 栃木県 獨協医科大学病院　臨床検査センター

25 医療従事者におけるビタミンDの充足度調査 臨床化学 鈴木　洋貴 栃木県 足利赤十字病院

26 腎生検の電顕所見でtubuloreticular inclusionsを認めた231症例 病理 岡田　啓祐 栃木県 自治医科大学附属病院

27 当院における遠隔術中迅速診断の導入について 病理 金井　萌々子 栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会栃木県支部 済生会宇都宮病院

28 細菌検体とセルブロック法を用いた病理組織陽性対照標本の作製 病理 古内　智央 栃木県 一般財団法人 とちぎメディカルセンター　しもつが

29 婦人科LBC標本におけるClue cellの出現に関して（第2報） 細胞 池澤　剛 茨城県 セントラル医学検査研究所

30 超音波気管支鏡ガイド下生検（EBUS-TBNA）により診断しえた悪性リンパ腫の１例 細胞 生方　麻美 群馬県 群馬県立がんセンター

31 当院においてカテコラミン誘発性多形性心室頻拍が疑われた一例 生理 神﨑　陵 栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会栃木県支部 済生会宇都宮病院

32 循環器内科医師と臨床検査科の連携により緊急検査対応が可能であった１例 生理 冨山　有希奈 茨城県 社会福祉法人恩賜財団済生会 龍ケ崎済生会病院

33 腕時計型ウェアラブルデバイスを用いた血圧モニタリングの基礎的検討 生理 茂垣実里 学生 埼玉医科大学保健医療学部

34 心嚢穿刺後に心膜気腫を来した一例 生理 草間　冬子 埼玉県 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

35 術前心臓超音波検査にて心膜嚢胞を経験した一例 生理 大島　美重 栃木県 上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院

36 SLE患者に合併したLibman-Sacks型心膜炎による大動脈弁閉鎖不全症の1症例 生理 千葉　真 埼玉県 戸田中央メディカルケアグループ　戸田中央総合病院

37 ラグビー選手のポジション別による心機能および心形態の評価 生理 丸山　智子 茨城県 社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院

38 心エコー図検査における感染対策の検討 生理 小貫　実紅 栃木県 那須赤十字病院

39 セフェピム脳症の一例 生理 住倉　綾香 栃木県 足利赤十字病院

40 神経伝導検査が手術後の評価に有用であった2例 生理 茂田井　彩香 栃木県 一般財団法人 とちぎメディカルセンター　しもつが

41 後方侵入腰椎椎体間固定術(PLIF)における術中モニタリングについて 生理 高嶋　浩一 栃木県 宇都宮記念病院　特殊検査室

42 片側顔面けいれんにおける異常筋電図(AMR)の術前検査と術中モニタリング 生理 高嶋　浩一 栃木県 宇都宮記念病院　特殊検査室

43 筋強直性ジストロフィーのCTGリピート数と呼吸機能障害についての検討 生理 池田　祐一 千葉県 千葉大学医学部附属病院　脳神経内科

44 肺拡散能力1回呼吸法(DLcoとDLco')における吸気肺活量の影響 生理 浅尾　優太 栃木県 自治医科大学附属病院

45 栃木県小学校3年生　呼吸機能低下児童の実態調査における検査室での取り組み 生理 平野　啓子 栃木県 獨協医科大学病院　臨床検査センター

46 胆嚢嚢胞性病変フォロー中に短期で胆嚢癌病変となった症例 生理 柴田　綾 長野県 地方独立行政法人 長野県立病院機構 長野県立信州医療センター

47 超音波検査が有用であった中腸軸捻転を伴う腸回転異常症の２例 生理 阿部　かおる 栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会栃木県支部 済生会宇都宮病院



48 閉塞性黄疸を伴う転移性膵腫瘍(肺小細胞癌)の1例 生理 斧研　洋幸 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院　超音波センター

49 肉腫様癌の１例 生理 大森　歩 神奈川県 小田原市立病院　臨床検査科

50 心臓超音波検査を契機に発見された肝細胞癌の症例 生理 江尻　夏樹 栃木県 獨協医科大学病院

51 乳頭に認められた粘液癌の一例 生理 六本木　野笑 栃木県 地方独立行政法人 栃木県立がんセンター

52 カテーテル検査・治療後の動脈穿刺部確認エコーの実施 生理 佐藤　菜津美 群馬県 公益財団法人脳血管研究所 美原記念病院　検査課

53 令和元年東日本台風災害におけるDVT検診の取り組みと課題 その他 山田　美智治 長野県 長野赤十字病院

54 手根管症候群超音波におけるCSAとWFRのCut-off値検討 生理 内藤　郁弥 埼玉県 越谷市立病院

55 前立腺全摘術患者への骨盤底筋エコーを用いた尿失禁評価について チーム医療 白坂　純平 埼玉県 戸田中央メディカルケアグループ　戸田中央総合病院

56 当院におけるUF5000導入効果の検証 一般 藤村　和夫 埼玉県 埼玉県 済生会川口総合病院

57 尿沈渣に糸球体上皮細胞（podocyte）が出現した１症例 一般 鈴木　清江 栃木県 獨協医科大学病院　臨床検査センター

58 腎移植3年経過後アデノウイルス感染細胞が出現した症例 一般 飯島　康之 栃木県 自治医科大学附属病院

59 当保健所管内の新型コロナウイルス感染症の流行状況と対応について 公衆衛生 松本　絵里 栃木県 栃木県県南健康福祉センター

60 日本住血吸虫の形態及び臨床病理学的検討 公衆衛生 廣瀬　芳江 栃木県 足利赤十字病院

61 当院におけるIATと酵素法による不規則抗体スクリーニングの実施状況 輸血 木村　枝里 茨城県 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター

62 大量輸血後、DHTRが疑われた1症例 輸血 菊池　輝貴 神奈川県 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

63 ABO血液型不適合生体肝移植後にpassenger lymphocyte syndromeを発症した1例 輸血 黒瀬　幸汰 栃木県 自治医科大学附属病院　輸血・細胞移植部

64 当センターにおけるコロナ禍の血液製剤使用状況 輸血 清水　咲子 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター

65 当院における製剤廃棄率削減の取り組み 輸血 西耒路　朋美 茨城県 社会福祉法人恩賜財団済生会 龍ケ崎済生会病院

66 当院の緊急輸血に対するMTP(Massive Transfusion Protocol)導入前後の比較 輸血 篠﨑　廣 茨城県 総合病院土浦協同病院

67 当院における緊急輸血の現状 輸血 神長　亮平 栃木県 獨協医科大学病院

68 血液型が二重チェックされなかった症例への対応 輸血 中川　彩華 栃木県 社会福祉法人恩賜財団済生会栃木県支部 済生会宇都宮病院

69 ルミラ・SARS-CoV-2 RNA STAR CompleteにおけるRT-PCR法とのCt値の相関に関する検討 遺伝子、染色体 磯﨑　勝 神奈川県 小田原市立病院　臨床検査科

70 ETV6/ABL1陽性 骨髄異形成関連変化を伴う急性骨髄性白血病の一例 遺伝子、染色体 赤羽　珠実 栃木県 獨協医科大学病院　臨床検査センター

71 LAMP法のTt値とPCR法のCt値の相関に関する検討 遺伝子、染色体 高橋　洋介 神奈川県 小田原市立病院　臨床検査科

72 当院における採血関連業務の改善に向けた取り組み 管理運営 吉澤　利紀 茨城県 筑波メディカルセンター病院



73 当センターにおける再採血検体数減少に向けた取り組み 教育 大場　美穂 栃木県 地方独立行政法人 栃木県立がんセンター

74 当院における採血待ち時間短縮とコロナ禍に対応した混雑緩和への取り組み その他 苗木　優貴 栃木県 獨協医科大学病院　臨床検査センター

75 当生理検査室の患者安全への取り組み 管理運営 野尻　誠 栃木県 足利赤十字病院

76 要治療患者へ早期受診を促すシステムの構築 チーム医療 三ツ橋　美幸 埼玉県 自治医科大学附属さいたま医療センター

77 当院の血糖測定装置（POCT）における精度保証の取り組み チーム医療 秋山　隆寿 栃木県 足利赤十字病院

78 肝炎医療コーディネーターの役割と今後の課題 チーム医療 宮下　真実 埼玉県 戸田中央メディカルケアグループ　戸田中央総合病院

79 当院におけるウイルス性肝炎進行阻止プロジェクト チーム医療 小杉　朱美 栃木県 一般財団法人 とちぎメディカルセンター　しもつが

80 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る行政/保健所の臨床検査技師の取組 チーム医療 奥山　啓子 栃木県 栃木県県南健康福祉センター

81 複数抗体の保有により製剤確保が困難であった一例 輸血 荒木 竜哉 長野県 飯田市立病院


