
第１会場(小ホール） 

     

 

 開会の辞                  9:45～10:00  

第 65 回群馬県医学検査学会 学会長    梶 田  幸 夫   

群馬県臨床検査技師会     会 長    井 田  伸 一 

 

 一般演題   輸血①           10:00～10:30  

座長   前橋赤十字病院      阿部  奈規 

   

1  当院における ABO血液型異型血小板輸血の現状    

群馬県立心臓血管センター  関口  聡典 

2  全自動輸血検査装置 erytra eflexis の使用経験   

群馬県済生会前橋病院    久保田 淳子 

3  血液型判定に苦慮した一例                   

伊勢崎市民病院       金井  峻吾 

      

 一般演題      輸血②            10:30～10:50  

座長   くすの木病院       渡辺  友樹 

 

4  抗 Dの自己抗体が疑われた一例                        

  公立館林厚生病院      小 林  優 子 

5  当院におけるコンピュータクロスマッチの導入効果  

        公立館林厚生病院      原澤  幸枝 

 

 一般演題  管理・その他              10:50～11:10  

座長   伊勢崎佐波医師会病院   小林  賢次 

   

6  当院の簡易健康チェック「お手軽けんさ」の現状とまとめ   

桐生厚生総合病院      矢島  千晶 

7  臨床検査技師における新型コロナウイルスへの取り組み    

伊勢崎市民病院       熊川 慎一郎 

  



 ランチョンセミナー           11:30～12:30   

司会   第 65回群馬県医学検査学会 実行委員長  萩 原   勉 

  

Ⅰ アボットジャパン合同会社    

 新型コロナウイルスの基礎と検査 ～COVID-19検査に関する最新情報の提供～  

アボットジャパン合同会社 診断薬・機器事業部 学術情報室  村 上  聡 

栗 山  裕 之 

Ⅱ シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社    

 COVID-19における臨床検査学的アプローチと最新の話題  

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社  大井  雅宏 

 

Ⅲ バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社    

 外部精度保証サービス EQASプログラムのご紹介 ～臨床化学から輸血検査まで～ 

 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 診断薬営業部 宮下  雅彦 

 

 公開特別講演                13:30～14:30  

司会   第 65回群馬県医学検査学会 学会長  梶 田  幸 夫   

 

『新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の現状と対応』  

桐生厚生総合病院 院長 加 藤  広 行 

     

 研究班セミナー               15:00～16:00  

司会   群馬県立心臓血管センター  小川  公代 

NHO 渋川医療センター   上杉  弘尚 

輸血検査研究班 

『今さら聞けない輸血業務の素朴な“？”を考えよう！ 

～あなたならどう答えますか？～』 

           群馬県済生会前橋病院   長 岡  出 

          JCHO群馬中央病院        北爪  洋介 

 

 閉会の辞                       16:00～16:15  

第 65回群馬県医学検査学会 実行委員長  萩原 勉 



第２会場(スカイホールＡ） 

     

 

 一般演題   病理・細胞診①       10:00～10:30  

座長   利根中央病院       森川  容子 

   

8  グリメリウス染色における染色原理についての１考察  

伊勢崎市民病院       鶴田  誠司 

9  当院の病理検査室における医療安全対策       

公立館林厚生病院      武田  将英 

10  腹壁脂肪吸引生検が病型診断に有用であったアミロイドーシスの一例  

群馬県立心臓血管センター  山 岸  徹 

 

 一般演題   病理・細胞診②       10:30～10:50  

座長   群馬大学医学部附属病院  竹渕  友弥 

   

11  末梢血検体に対するセルブロック作製の有用性    

群馬県立がんセンター    霜田  征良 

12  当院のがんゲノム医療の現状            

群馬県立がんセンター   吉澤  富子 

     

 一般演題   病理・細胞診③       10:50～11:10  

座長   太田記念病院       樋口 由美子 

   

13  LBC後検体を用いた 3種類のハイリスク型HPV検査法の比較検討  

高崎地域医療センター    齊 藤  諒 

14  体腔液細胞診における従来法と LBC法の比較検討について     

利根中央病院     真下  祐一 

     

 

 

 

 

 



 ランンチョンセミナー            11:30～12:30  

司会   群馬県臨床検査技師会 副会長  土屋  宗一  

   

Ⅳ シスメックス株式会社    

レボヘムシリーズと CNシリーズ紹介 ～シスメックスの凝固ラインナップについて～ 

シスメックス株式会社 北関東支店 学術サポート課  栗山  広司 

 

Ⅴ 株式会社ＬＳＩメディエンス    

 全自動血液凝固検査システム STACIA CN10のご紹介 

                ～より使いやすく、検査室の省力化へ～ 

株式会社 LSIメディエンス 営業統括室 マーケティンググループ  太田  徳仁 

 

Ⅵ アイ・エル・ジャパン株式会社    

 フィブリンモノマー複合体測定試薬「ヒーモスアイエル FM」のご紹介  

アイ・エル・ジャパン株式会社 血液凝固学術担当  横 井  浩 

 

 一般演題   免疫血清          13:30～13:50  

座長   群馬県済生会前橋病院   大越  将貴 

 

15  抗核抗体測定試薬「フルオロ HEPANA-2テスト」の基礎的性能検討  

群馬大学医学部附属病院    長澤  拓海 

16  当院健診における抗ピロリ抗体陰性高値群の解析        

                                           JCHO群馬中央病院         井上  鈴花 

 

 一般演題   臨床化学          13:50～14:20  

座長   群馬大学医学部附属病院  下田  望未 

   

17  血液ガス分析における開放検体の評価         

群馬県立小児医療センター  笠 原  渉 

18  グリコヘモグロビン分析装置 ADAMSTM A1c Lite HA-8380Vの基礎的検討 

桐生厚生総合病院   長嶋  友海 

19  プロカルシトニンと血液培養検査の関連性の検討    

群馬大学医学部附属病院   福田  直生 

 

 



 一般演題   生理①           14:30～15:00  

座長   群馬大学医学部附属病院  岡田  顕也 

   

20  当院の心エコー検査室における COVID‐19感染防止対策について  

群馬県立心臓血管センター  瀬下 絵梨香 

21  左心耳閉鎖術後，左心耳内血腫が増大した１例  

群馬県立心臓血管センター  星野 沙也加 

22  カテーテルアブレーション治療 1か月後，左房内血栓が生じた 1例  

群馬県立心臓血管センター  長谷川 ゆみ 

      

 一般演題   生理②              15:00～15:30  

座長   公立富岡総合病院     石井  智晃 

 

23  肺高血圧を伴わない肺血栓塞栓症の 1例  

群馬県立心臓血管センター  中里見 菜央 

24  左側心膜欠損にたこつぼ型心筋症を合併した 1例   

群馬県立心臓血管センター  今井  香織 

25  腕頭動脈狭窄により Cardio Ankle Vascular Index が偽高値を示した 1 症例  

 群馬大学医学部附属病院   関  真由子 

 

 一般演題   生理③             15:30～16:00  

座長   前橋赤十字病院      有馬 ひとみ 

 

26  当院における術中モニタリングの現状      

前橋赤十字病院       山中  行義 

27  ホルター心電図による睡眠時無呼吸スクリーニングの有用性  

群馬県立心臓血管センター  狩野  秀貴 

28  7日間ホルター心電図検査の導入について  

公立館林厚生病院   渡邉  美穂 

     

     

 

 

  



  第３会場(スカイホールＢ） 

     

 

 一般演題   微生物①          10:00～10:30  

座長   JCHO 群馬中央病院    新後閑 俊之 

   

29  術後のドレーン排液よりリネゾリド低感受性 Enterococcus faecalis が検出された一症例 

公立富岡総合病院      清水  美里 

30  胆嚢炎患者の血液培養より Vibrio cholerae non-O1/non-O139が検出された一症例  

公立富岡総合病院      清水  美里 

31  Vi ヘモフィルス寒天培地の有用性の検討     

群馬大学医学部附属病院   丹羽  尊彦 

 

 一般演題   微生物②            10:30～10:50  

座長   公立富岡総合病院     松井  直紀 

   

32  遺伝子検査が有用であったカテーテル関連血流感染症の 1症例  

前橋赤十字病院       竹内  茉穂 

33  気管支洗浄液から Corynebacterium ulcerans を分離した 1症例  

前橋赤十字病院       吉田  勝一 

 

 一般演題   微生物③           10:50～11:10  

座長   利根中央病院       宇敷  明人 

    

34  当院で経験した小児の Burkholderia cepacia 菌血症の 2症例  

群馬県立小児医療センター  宮下  新菜 

35  血液培養からパラチフス A菌を検出した 1例  

公立館林厚生病院      柿沼  優子 

 

 

 

 

 

 



 ランチョンセミナー            11:30～12:30  

司会   群馬県臨床検査技師会 学術部長  髙瀨 麻由美  

   

Ⅶ 積水メディカル株式会社    

 炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、クローン病）に有用な新しい分子マーカー 

「ナノピア LRG」の紹介  

積水メディカル株式会社 カスタマーサポートセンター 学術企画グループ 須長  宏行 

  

Ⅷ 東ソー株式会社、栄研化学株式会社、日水製薬株式会社（3社合同）   

 甲状腺機能検査の標準化の動向 ～TSHのハーモナイゼーションに向けて～  

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部  津浦  正史 

 

Ⅸ ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社    

 cobas®proのご紹介 ～"運用"と"働き方"を変える次世代ソリューション～  

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 カスタマーソリューション部門 

東日本サポートグループ 関東チーム  川口  宗宣 

 

 一般演題   一般・情報         13:30～14:00  

座長   群馬大学医学部附属病院  神山  恵多 

   

36  Microsoft Office Accessを用いたグループウェアの作成  

公立館林厚生病院      髙 橋  泰 

37  尿沈渣検査精度向上に向けての取り組みと課題       

公立富岡総合病院      永井  清絵 

38  全自動尿分析装置 AX-4061および尿中有形成分分析装置 AI-4510の性能評価  

群馬大学医学部附属病院   大澤  優奈 

  



 研究班セミナー               14:30～16:00  

司会   桐生厚生総合病院     高 田  剛          

 

一般検査研究班 

『一般検査入門 ～これだけはおさえておこう尿検査のポイント～』 

群馬大学医学部附属病院   神山  恵多 

血液検査研究班 

『新人検査技師に向けた血液検査へのファーストステップ』   

群馬県済生会前橋病院    中 島  翔 

  臨床化学検査研究班   

『日当直での生化学データ確認の注意点』 

群馬大学医学部附属病院   宮下  大地 

 


