第 55 回沖縄県医学検査学会

行事案内
○ 令和元年度 第 1 回定期総会
日時：令和元年 6 月 16 日（日） 13：15 ～ 14：15
場所：琉球大学医学部臨床講義棟 2 階大講義室（第 1 会場）
○ 関連行事
内容：
（一社）沖縄県臨床検査技師会 臨時理事会
日時：令和元年 6 月 15 日（土） 16：00 ～ 18：00
場所：琉球大学医学部保健学科棟 2 階講師控え室

ランチョンセミナー・スィーツセミナー
※ 今年度は、ランチョンセミナー４社と、スィーツセミナー1 社による協賛を頂き
ました。各会場１社が担当いたします。ランチョンセミナーの時間帯は、各会場
12：00～13：00 で、スィーツセミナーは第 3 会場のみで開催され 16：10～17：
00 の時間帯です。
＜ランチョンセミナー＞ 12：00～13：00
◆ ランチョンセミナー１ ◆
第 1 会場 臨床講義棟大講義室（2 階）
「若手検査技師と夜間当直者のための血液凝固検査の知っておきたい基礎知識 (4)
（遭遇する可能性のある検査異常値とその対応方法を中心に）」
積水メディカル（株）
国内営業部 東日本営業所 学術・技術担当 須長 宏行
◆ ランチョンセミナー２ ◆
第 2 会場 臨床講義棟小講義室（1 階）
「外来採血業務の改善～採血における安心・安全を目指して～」
小林クリエイト（株）
ヘルスケア事業部 医療推進部 小尾 孝秀
◆ ランチョンセミナー３ ◆
第 3 会場 保健学科棟 2 階 210
「当直時に役立つ CBC のピットホールと
血球計数装置ユニセル DxH 900 のハイブリット測定原理について」
ベックマン・コールター（株）
Dx マーケティング本部 清水 宏伸
◆ ランチョンセミナー４ ◆
第 4 会場 保健学科棟 2 階 208
「全自動総合血液学分析装置 Alinity h システム～
開発コンセプト及び機能と特徴～」
アボットジャパン（株）
ヘマトロジー推進部 白神 健二

学会企画

＜スィーツセミナー＞ 16：10～17：00
◆ スィーツセミナー ◆
第 3 会場 保健学科棟 2 階 210
「医療法改正後の臨床検査技師の役割～データ管理の対象拡大～」
シーメンスヘルスケア（株）
Ｍ＆Ｓ本部マーケティング＆エデュケーション部
松尾 久昭

特別講演
10：45～11：45 琉球大学医学部臨床講義棟 2 階大講義室（第 1 会場）
座長：手登根 稔（沖縄県臨床検査技師会会長・浦添総合病院 臨床検査部）

『 医療情勢と次世代リーダーに求めるもの
～若手技師の人材育成を中心に～ 』
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会代表理事副会長

横地 常広

シンポジウム
14：25～15：55 琉球大学医学部臨床講義棟 2 階大講義室（第 1 会場）
座長：川田 勤（沖縄県臨床検査技師会副会長・沖縄県立精和病院 検査科）
安里 光宏（沖縄県臨床検査技師会理事・中頭病院 臨床検査部）

『 その先の臨床検査技師～日臨技認定センター資格～ 』
＜1 部＞ 各種資格の立場から
① 認定一般検査技師
琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部 金城 和美
② 認定病理検査技師
那覇市立病院 医療技術部検査室 嵯峨 彰太
③ 認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師 認定救急検査技師
琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部 山内 恵
＜2 部＞ 基調講演
「多様なニーズに対応できる人材育成
日臨技の重要課題と方針（卒前／卒後教育・認定制度）」
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会代表理事副会長 横地 常広
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実技講習（一般検査）
9：00～ 10：30 琉球大学医学部保健学科棟 1 階 109 実習室（第 5 会場）

『 視覚で捉える寄生虫~鏡検のレベルアップを目指して~ 』
琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部

金城 和美 ほか

ハンズオンセミナー
9：00～ 10：30 琉球大学医学部保健学科棟 2 階 213 講義室（第 6 会場）

『 虫 垂の 描 出 法 』
沖縄ソノグラファーサポート

松田 英世 ほか

一般演題

【臨床化学・輸血】

第 1 会場（臨床講義棟 2 階大講義室）

臨床化学１ 9:00～9:30

座長：川尻 洋行（琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部）

101

「HDL-C 測定時における異常波形の検出
～高 γ グロブリン血症や免疫異常症への応用～」
沖縄県立中部病院 検査科
大城 佑馬
102 「当院における随時尿による食塩摂取量の検討」
すながわ内科クリニック 検査部
田港 朝弘
103 「HbA1c の測定原理間差により明らかとなった
HbE(ホモ接合体)症疑いの 1 例」
中頭病院 臨床検査部
比嘉 慎

臨床化学 2
104

105

106

9:30～10:00

「全自動臨床検査システム STACIA を用いた
血中アルコール濃度測定の基礎的検討」
浦添総合病院 臨床検査部
新田 彩奈
「可溶性インターロイキン-2 受容体測定試薬
「ナノピア®IL-2R」の基礎的検討」
沖縄県立中部病院 検査科
田盛 仁
「沖縄医療生協における麻疹に対する免疫獲得の割合」
沖繩協同病院 中央臨床検査室
諸見里 美奈子

輸血 10:00～10:30
107
108
109

座長：大城 佑馬（沖縄県立中部病院 検査科）

座長：知念 大介（沖縄県立中部病院 検査科）

「検査室内輸血勉強会の取り組みと今後の課題」
沖縄県立北部病院 検査科
伊計 義人
「不規則抗体カードの必要性を感じた症例」
中頭病院 臨床検査部
大城 茉由
「他院から紹介された妊婦の血液型判定に苦慮した症例
～RhD 判定の不一致～」
沖縄県立宮古病院 検査科
仲本 奈央

一般演題

【一般・生理】

第 1 会場（臨床講義棟 2 階大講義室）

一般 1 16:10～16:40

座長：金城 和美（琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部）

110

「当院における尿沈渣検査の内部精度管理の試み」
ハートライフ病院 臨床検査科
津波古 菜々恵
111 「尿中有形成分分析装置 UF-5000 の細菌弁別機能の検討」
沖縄赤十字病院 医療技術部臨床検査課
座喜味 秀斗
112 「便中シャルコー・ライデン結晶の存在から糞線虫症が示唆された 2 症例」
沖縄県立北部病院 検査科
大城 盛邦

一般 2 16:40～17:00
113
114

「ファブリー病における多彩な形態を示すマルベリー小体の鑑別」
琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部
中村 広
「汎用型遠心機を用いた髄液および体腔液塗抹標本作成の検討」
琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部
中村 広

生理 17:00～17:40
115
116
117
118

座長：大城 春奈（浦添総合病院 臨床検査部）

座長：澤岻 かすみ（浦添総合病院 臨床検査部）

「長時間心電図検査（e-ベルト）が有用であった一症例」
ハートライフ病院 臨床検査科
「高齢者における乳腺超音波検査のポイント」
宮良クリニック 検査科
「後腹膜に発生した髄外性形質細胞腫の 1 例」
中頭病院 臨床検査部
「急速な転機をきたした非閉塞性腸管虚血の 1 例」
沖縄ソノグラファーサポート

照屋 祥子
安里 保子
平良 慎也
松田 英世

一般演題

【血液・情報システム】

第 2 会場（臨床講義棟 1 階小講義室）

血液 1 9:00～9:30

座長：高江洲 格（那覇市立病院 医療技術部検査室）

119

「当院で経験した原発性体腔液リンパ腫(PEL)の 1 症例」
ハートライフ病院 臨床検査科
新垣 和史
120 「胸水検査を契機に発見された形質芽細胞性リンパ腫（PBL）の 1 例」
ハートライフ病院 臨床検査科
今畑 友理子
121 「特異な経過をたどった AML/MRC の１症例」
那覇市立病院 医療技術部検査科
天願 聖子

血液 2 9:30～9:50
122

123

座長：山野 健太郎（浦添総合病院 臨床検査部）

「異常リンパ球と反応性リンパ球との鑑別に苦慮した一症例
～非典型的な反応性リンパ球？それとも．
．．腫瘍性？～」
沖縄県立中部病院 検査科
北村 文太
「IDA を背景に汎血球減少を呈し
診断に苦慮した急性パルボウィルス B19 感染症の一例」
沖縄県立宮古病院 検査科
喜久山 直紀

情報システム 9:50～10:00
124

座長：與那嶺 淳（南部徳洲会病院 検査科）

「File Maker Pro を用いた法改正に対応する
試薬管理システムの構築と運用」
国立病院機構沖縄病院 研究検査科

日野出 勇次

一般演題

【微生物】

第 2 会場（臨床講義棟 1 階小講義室）

微生物 1 16:10～16:40
125
126
127

「尿培養初代分離時の Aztreonam ディスクによる耐性菌の早期検出」
那覇市立病院 医療技術部検査室
宮城 ちひろ
「血液培養陽性ボトルからの直接集菌法による薬剤感受性検査精度の検討」
那覇市立病院 医療技術部検査室
平良 ひかり
「夜勤者による血液培養陽性報告の実施状況」
沖縄県立中部病院 検査科
中曾根 歩未

微生物 2 16:40～17:10
128

座長：上間 寛嗣（沖縄赤十字病院 医療医術部臨床検査課）

座長：上地 あゆみ（浦添総合病院 臨床検査部）

「迅速な同定により速やかに予防投与が可能となった

Neisseria meningitidis 敗血症」
129
130

沖縄県立中部病院 検査科
知花 優香里
「血液培養から分離された Vibrio cholerae non-O1 の一例」
中頭病院 臨床検査部
兼城 賢也
「尿路感染症を契機に Actinotignum schaalii 菌血症に至った１例」
浦添総合病院 臨床検査部
普天間 文也

微生物 3 17:10～17:30
131
132

座長：宮城 ちひろ（那覇市立病院 医療技術部検査室）

「Dermabacter hominis の細菌学的、文献的考察」
北部地区医師会病院 検査室
上原 聖美
「POT 法による Clostridioides (Clostridium) difficile の分子疫学解析」
沖縄赤十字病院 医療技術部臨床検査課
上間 寛嗣

一般演題

【細胞】

第 3 会場（保健学科棟 2 階 210）

細胞 1 9:00～9:30
133
134
135

座長：嵯峨 彰太（那覇市立病院 医療技術部検査室）

「Cell block での免疫染色が診断の一助となった胸水中尿路上皮癌の一例」
沖縄県立中部病院 検査科
石橋 和磨
「胸部異常陰影で発見された前立腺癌の一例」
ハートライフ病院 臨床検査科
諸見里 真実
「肺癌と鑑別を要した肺クリプトコッカス症の 1 例」
中頭病院 臨床検査部
比嘉 盛治

細胞 2 9:30～9:40 座長：新垣 善孝（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 検査科）
136

「当院における超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）
の現状と ROSE での臨床への貢献」
沖縄県立宮古病院 検査科
池間 龍也

