第 57 回日本臨床検査医学会近畿支部総会
日 程 : 2014 年 9 月 20 日(土)
場 所 : 神戸国際会議場
総会長 : 河野 誠司 (神戸大学総合臨床教育センター・特命准教授)
プログラム
20 日(土)
AM9:40 開会の挨拶

総会長 河野 誠司

AM9:45-11:14 一般口演（口演 6 分、質疑２分）
一般演題１（９：４５－１０：０１）

座長

正木 充（兵庫医大臨床検査医学）

・シェーグレン症候群患者の唾液メタボロミクス
○蔭山 豪一 1)、三枝 淳 1)2)、田中 姿乃 1)、大西 輝 1)、古形 芳則 1)、河野誠司 1)2)、森信
暁雄 1)
1)神戸大学附属病院 膠原病リウマチ内科
2)神戸大学附属病院 検査部
・Duchenne 筋ジストロフィーの左室収縮異常を予期するスコア法の検討
○山本 哲志 1)、三枝 淳 1)、今西 孝光 1)、林 伸英 1)、竹島 泰弘 2)、河野 誠司 1)
1)神戸大学医学部附属病院 検査部
2)兵庫医科大学 小児科
一般演題２（１０：０１－１０：２５）

座長

長尾美紀（京都大学臨床病態検査学）

・細菌性髄膜炎の主要な原因菌との鑑別に苦慮した Streptococcus suis（豚レンサ球菌）の一
症例
○松谷 日路子、福田 砂織、橋本 恵理子、中村 彰宏、阿部 教行、河野 久、中村 文彦
天理よろづ相談所病院 臨床検査部
・ プレセプシンのサンプリングの注意点－採血後の容器混和の取扱いによる測定値への影響
ついて
近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部
○増田 詩織、赤坂 友規子、片岡 久紗、米本 圭祐、中江 健市、上硲 俊法
・MALDI-TOF MS を使用した血液培養の迅速報告について
神戸大学医学部附属病院 検査部
○中村 竜也、大沼 健一郎、小林 沙織、小林 泰菜、楠木 まり、矢野 美由紀、中村 正邦、林 伸
英、三枝 淳、河野 誠司
一般演題３（１０：２６－１０:５０）

座長

宮崎彩子（大阪医大臨床検査医学）

・検査員の過誤要因について
○三井 祐宏、木村 眞明、広山 晶一、谷口 勉、佐守 友博
（株）日本医学臨床検査研究所
・血尿および濁尿が尿定性検査に及ぼす影響

○五島 泰子１）、井本 真由美１）
、前田 和成１）
、森嶋 祥之１）
、中江 健市１）、 上硲 俊法
２）
１）近畿大学医学部附属病院 中央臨床検査部
２）近畿大学医学部 臨床検査医学
・精巣腫瘍治療中に胎児型ヘモグロビン持続高値を認めた一例
○下元 文太１）
、稲葉 亨１）
、奥村 敬太１）
、廣瀬 有里１）、下間 雅夫１）
、南部 昭１）、
小森 敏明１）、藤田 直久１）
、中村 晃和２）、山城 安啓３）
１）京都府立医科大学臨床検査部）
２）同 泌尿器科
３）山口大学医学部保健学科
一般演題４（１０:５０-１１:１４）

座長

中村文彦（天理よろづ相談所病院）

・新規幹細胞解析法、FACS-mQ の開発
○高野 徹１）、 前田 朋子１，２）
、 島末
岩谷

安沙美１，２）
、 渡邊幹夫２）
、日高 洋１）
、

良則２）

１）大阪大学大学院医学系研究科 臨床検査診断学
２）大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻生体情報科学講座 予防診断学
・抗 CCR4 抗体を投与した気管支浸潤 ATLL の一例
○前田眞紀子１） 吉川理恵１） 津田こゆみ１） 井垣歩１） 和田恭直１） 戌角幸治１）
池本純子１）小柴賢洋２）
１）兵庫医科大学病院 臨床検査技術部
２）兵庫医科大学 臨床検査医学
・先天性アンチトロンビン欠損症の妊婦における血栓塞栓症の管理
○野口依子 1），中町祐司 1）
，川端麻友美 1）
，岡崎葉子 1），林伸英 1），蝦名康彦 2），山田秀人
2）
，河野誠司１）
１）神戸大学医学部附属病院検査部
２）同産婦人科

AM11:20-11:50

会長講演

｢microRNA と臨床検査｣

司会：熊谷 俊一（神鋼病院）
河野

誠司（神戸大学）

司会

河野 誠司

PM12:00 ランチョンセミナー
（PM12:00 幹事会、13:00 評議員会）
PM13:30

近畿支部総会

PM14:00

特別講演

「ミスフォールド蛋白質／MHC クラス II 分子複合体による新たな自己免疫疾患発症機構」
荒瀬尚
PM14:50-16:50

シンポジウム

（大阪大学）

司会：小柴

賢洋（兵庫医大）

「自己免疫疾患への多角的検査アプローチ」(仮)
１．関節リウマチの GWAS と創薬への展開にむけて

大村

浩一郎（京都大学）

２．新たな自己抗体病の発見「抗 PIT-1 抗体症候群」

高橋

裕 （神戸大学）

３．自己免疫疾患のメタボローム解析の未来

三枝 淳 （神戸大学）

４．抗-生物製剤抗体の臨床的意義

辻

剛 （神鋼病院）

21 日（日）
（日本臨床衛生検査技師会近畿支部医学検査学会との共同企画）
午前 １．

症例に学ぶ 「リバースﾄﾞ CPC」
コーディネーター／司会

森信 暁雄

プレゼンテーター

千藤 荘

ディスカッサント

岡 伸樹（兵庫医大）
吉川

コメンテーター

（神戸大学）

理恵（兵庫医大）

松尾 收二（天理医療大学）

,

２．

（神戸大学）

稲葉

亨（京都府立医大）

市民公開講座「iPS 細胞の臨床応用」

司会

河野 誠司

高橋政代（理研）
事務局 : 神戸大学医学部附属病院検査部 三枝

淳
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