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第 45 回滋賀県医学検査学会開催（学会プログラム）のご案内（第 3報） 

  

拝啓 師走の候、会員の皆さまにはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、技師会活動に対し何かとご協力を賜り誠に有り難うございます。 

 さて、第 45 回滋賀県医学検査学会を第 2 地区の担当で下記の要領で開催いたします。つきましては、  

学会プログラムをご案内させていただきます。多くの会員の皆様にご参加いただきますよう、よろしくお願

い申し上げます（事前参加申込方法は第 2報をご参照ください）。 

 なお、今学会は新型コロナウイルス感染防止のため、Zoom を利用した Web 学会とさせていただきます。

一般演題発表者、共同演者 2名まで、座長、講演者、役員の皆様には会場にお越しいただき、会員の皆様に

は Web配信をさせていただきます。なお、今後、開催内容（開催形式、プログラム等）の変更がございまし

たら技師会ホームページでご案内させていただきます。 

敬具 

 

記 

 

会   期：令和 5年 2月 12日（日） 8：55～12：45 

 

会   場：クサツエストピアホテル 

〒525-0037 滋賀県草津市西大路町 4-32  TEL：077-566-3333（代表） 

※発表者、座長、講演者、役員は現地集合。 

共同演者は、2名まで会場にお越し頂けます（事前申込不要）。 

 

会場へのアクセス（発表者、共同演者、座長、講演者、役員の皆様） 

ホテル駐車場は、第一駐車場と第二駐車場がございます（収納台数…150台）。 

・料金…無料（終日）駐車券を学会受付までお持ちください。 
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◆開 催 日 時  令和 5年 2月 12日（日） 

8：55～12：45 

◆会   場  クサツエストピアホテル 

（オンライン配信会場） 

〒525-0037 滋賀県草津市西大路町 4-32  

電話 077-566-3333（代表） 

  ◆主   催  （公社）滋賀県臨床検査技師会 

  ◆担   当  第 2地区 

◆学 会 長  畑 久勝（済生会滋賀県病院） 

  ◆実行委員長  村島 智（淡海医療センター） 

  ◆学会参加費  無料 

  ◆クレジット  臨床専門   20点 

          筆頭発表者  40点 

          共同発表者  30点 

          座   長  30点 



【受 付】事前申し込み制  8：40 から Zoom ウェビナーにアクセス可能です 

 

【開会式】8：55～9：00 

 

【一般演題】 

 

■臨床免疫化学部門 9：00 ～ 9：09           座長 松田 哲明 大津赤十字病院 

1.  ISO15189 取得に向けて ～免疫・化学部門でするべきこと～ 

前田 知広（近江八幡市立総合医療センター） 

 

■臨床微生物部門（1） 9：10 ～ 9：37     座長 木下 愛 滋賀医科大学医学部附属病院 

2. 血液培養より Lactobachillus paracasei subsp.paracaseiを分離した菌血症の 1例 

秋井 啓輔（滋賀県立総合病院） 

 

3．血液培養から多剤耐性 Streptococcus mitis/oralis を分離した１症例 

瀧本 奈穂（滋賀県立総合病院） 

 

4．当院の血液培養前処理方法を用いた「Qライン極東®PBP2’」の精度向上に関する評価  

中村 華菜（彦根市立病院） 

 

■臨床生理部門  9：38 ～ 9：56           座長 中島 辰也 淡海医療センター 

5. 嚥下にて誘発される発作性心房頻拍の一例 

辻井 智圭（滋賀県立総合病院） 

 

6. デュシャンヌ型筋ジストロフィー患者の心電図指標より見る長期予後 

遠藤拓海（長浜バイオ大学 フロンティアバイオサイエンス学科 臨床検査学コース） 

 

■臨床病理細胞部門   9：57 ～ 10：06          座長 土田 弘次 長浜赤十字病院 

7. 大腸癌における HER2/neu(4BS) 《IHC法》の検討 

水上 利嗣（株式会社 TNR病理センター） 

 

■臨床血液部門  10：07 ～ 10：16             座長 橋口 篤 大津赤十字病院 

8. PT、APTTクロスミキシングテストより術後早期に後天性血友病 Aと診断された１例 

河並 香央理（済生会滋賀県病院） 

 

■輸血細胞治療部門 10：17 ～ 10：26   座長 山中 博之 近江八幡市立総合医療センター 

9. 当院での自己フィブリン糊作成について 

小室 伸子（滋賀医科大学医学部附属病院） 

 

■チーム医療部門 10：27 ～ 10：36    座長 近澤 秀己 近江八幡市立総合医療センター 

10. 当院における新型コロナウイルスに対する検査科の取り組み 

北村 美沙希（彦根市立病院） 



 

■臨床微生物部門（2） 10：37 ～ 11：04   座長 近澤 秀己 近江八幡市立総合医療センター 

11．当院における血液培養採取量と陽性率の検討 

   長谷川 美佳（滋賀医科大学医学部附属病院） 

 

12．Small-Colony Variantを疑う Escherichia coli が検出された 2症例 

谷川 翔平（滋賀医科大学医学部附属病院） 

 

13. カテーテル尿より炭酸ガス依存性の Escherichia coliを検出した一症例 

   西野 広将（長浜赤十字病院） 

 

【第 25 回 いぶき賞 受賞講演】 

11：05～11：15                            座長 滋賀医科大学医学部附属病院 湯本 浩史 

カンジダ選択分離培地の簡易同定に関する比較検討 

滋賀医科大学医学部附属病院 検査部 塚口 扶美枝 先生 

 

【表彰式】（いぶき賞表彰、永年会員表彰） 

11：15～11：20    

 

【休  憩】 

11：20～11：25  

 

【特別企画】 

11：25～11：55                       座長 淡海医療センター 村島 智 

タスク・シフト／シェアにおいて臨床検査技師がなすべきこと 

 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 副会長 

丸田 秀夫  先生 

 

当院における「経食道超音波検査」、「術中モニタリング検査」の現状と今後の展望 

済生会滋賀県病院 臨床検査科 副技師長 

 西村 康司 先生 

 

【特別講演】 

11：55～12：40                       座長 済生会滋賀県病院 畑 久勝 

PSA 検診による前立腺癌診断－最近の全国統計と院内統計から見えてきたもの－ 

済生会滋賀県病院 ロボット手術センター長 前立腺局所療法センター長 臨床検査センター長 

鴨井 和実  先生 

 

【閉会式】 

12：40～12：45 


