
第 62 回　日本臨床検査医学会中国・四国支部総会
第157回　日本臨床化学会中国支部例会・総会
第 27 回　日本臨床化学会四国支部例会・総会

会　期：平成29年２月11日（土）・12日（日）

会　場：岡山大学医学部保健学科301講義室
　　　　〒700-5858  岡山市北区鹿田町二丁目５番１号
　　　　TEL：086-223-7151

第13回合同地方会

総会長　大沼　　裕
（愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学）



お知らせ（ご案内）

１．受　付
　　２月11日㈯ 12時30分から，岡山大学医学部保健学科１階ロビーにて行います。
　　学会参加費：3,000円
　　参加証・領収書は参加費と引き換えに受付でお渡しします。

２．発表要領
　１）スライド受付
　　　岡山大学医学部保健学科１階ロビーにて行います。
　　　発表開始30分前までにスライドの受付をお済ませください。
　２）シンポジウム
　　①　発表時間：30分です。座長の指示に従い時間を厳守してください。
　　②　スライド：液晶プロジェクター１台を使用します。
　　　　PCの動作環境：Windows10
　　　　アプリケーションソフト：Microsoft PowerPoint 2013
　　　　この環境で予め動作確認をお願いします。
　　　　動画・Mac使用ご希望の方は予め事務局に連絡の上，PCをご持参ください。
　３）一般演題
　　①　発表時間：７分，討論３分です。座長の指示に従い時間を厳守してください。
　　②　スライド：シンポジウムと同様です。
　４）利益相反（COI）開示
　　スライドの最初（または演題・発表者などを紹介するスライドの次）に，過去１

年間におけるCOI状態を開示してください。
　　詳細は下記ホームページを参照ください。
　　　　日本臨床検査医学会　　http://www.jslm.org/committees/coi/
　　　　日本臨床化学会　　　　http://www.jscc-jp.gr.jp/?page_id=950

３．昼食と宿泊
　１）昼食：２月12日㈰ はランチョンセミナーを開催します。
　２）宿泊：各自で手配してください。

４．情報交換会
　１）日時：２月11日㈯ 19：00より
　２）会費：3,000円
　３）場所：ホテルメルパルク岡山
　　　　　　〒700-0984　岡山市北区桑田町1-13　　TEL：086-223-8101
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岡山大学
鹿田キャンパス
アクセス

５．駐車場
　校内の駐車場をご利用ください。

６．連絡先
　愛媛大学医学部附属病院　検査部　　担当：菅野和久
　〒791-0295　愛媛県東温市志津川
　TEL：089-955-9305　　FAX：089-960-5627
　E-mail：kkanno@m.ehime-u.ac.jp

７．会場案内図

■　岡山駅東口バスターミナル「5番乗り場」から「2H」系統の岡電バスで
　　「大学病院」構内バス停下車
■　岡山駅東口バスターミナルから「12」・「22」・「52」・「62」・「92」系統の岡電バスで
　　「大学病院入口」下車
■　岡山駅前（ドレミの街前または髙島屋入口）から循環バスで「大学病院入口」下車
■　岡山駅タクシー乗り場からタクシーで約５～10分
■　岡山駅前から「清輝橋」行き路面電車で12分「清輝橋」下車西へ徒歩５～10分
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鹿田キャンパス概略図

②外来診療棟（医科）　③中央診療棟　④入院棟　⑤総合診療棟　⑲保健学科棟

　　会場へは，②大学病院外来診療棟（医科）の玄関から建物に入り，③中央診療棟，
⑤総合診療棟，④入院棟の１階をお通りいただき，一度建物の外に出て⑲保健学科
棟へお越しください。受付を保健学科棟１階ロビーに設置しております。

８．企業展示・ドリンクコーナー
　保健学科棟２階202講義室において企業展示を行っております。  
　また同室にてドリンクコーナーも設置しております。どうぞご利用ください。
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10．日本臨床化学会 Young Investigator Award（YIA）［若手研究者賞］
　　日本臨床化学会では支部集会で優秀な演題を発表した若手研究者を表彰し，もっ

て，支部活性化および若手育成に資することを目的としてYIAが制定されています。
　　受賞資格は，１）表彰時に本学会の正会員であること（本合同地方会での選定後，

表彰前に正会員となる場合も可）２）当該年度（今回の場合は平成29年）４月１日
に35歳未満であることの２点です。

　　選考方法は支部もしくは支部長に付託されており，各支部から１名推薦されます。
推薦後，学会賞選考委員会で承認されます。表彰方法は，当該年度（今回の場合は
平成29年度）の学術集会で学術集会長が表彰し，受賞者には賞状と副賞が授与され
ます。その他，受賞者は当該年度の学術集会で受賞内容を一般演題として発表して
いただきます。

　　なお，本学会における対象演題にはプログラムおよび一般演題抄録の発表者の前
に★をつけております。
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ホテル メルパルク岡山

岡山大学 鹿田キャンパス

地図データ　©2017 Google、ZENRIN

付録　情報交換会会場について
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プログラム

■ 幹事会　　　　　会場：保健学科棟３階　301講義室

11：00～ 幹事会受付開始

11：30～12：00 日本臨床化学会四国支部幹事会
 日本臨床化学会中国支部幹事会

12：00～12：30 日本臨床化学会中国支部・四国支部合同幹事会
　　　　　　　　 日本臨床検査医学会中国・四国支部幹事会

■ 合同地方会　　会場：保健学科棟３階　301講義室

　　第62回　  日本臨床検査医学会中国・四国支部総会（会　長　通山　　薫）
　　第157回　日本臨床化学会中国支部例会・総会　　  （会　長　横崎　典哉）
　　第27回　  日本臨床化学会四国支部例会・総会　　  （会　長　大澤　春彦）
　　第13回　  合同地方会　　　　　　　　　　　　　  （総会長　大沼　　裕）

12：30～ 受付開始

13：00～13：20 総会

　　日本臨床検査医学会中国・四国支部総会
　　日本臨床化学会中国・四国支部総会

13：20～13：25 開会挨拶

　　第13回合同地方会総会長　大沼　　裕

平成29年２月11日（土）
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13：25～14：25　一般演題Ⅰ

座長　愛媛大学医学部附属病院検査部　宮崎　真紀

１．糖尿病患者における肺機能と動脈硬化危険因子の関連性

　　高知大学医学部附属病院検査部１），高知大学医学部病態情報診断学２）

　　○小谷唯菜１），三谷哲也１），包国由子１），吉永由菜１），小松豊１），小倉克巳１），
　　　松村敬久１）,２）

２．心電図検査にて著しいST上昇を認めたたこつぼ心筋症での一例

　　広島大学病院診療支援部生体検査部門１），広島大学病院検査部２）

　　★浅田佳奈１），横山幸枝１），濱田麻紀１），横崎典哉２）

座長　島根大学医学部附属病院検査部　三島　清司

３．Laser capture microdissectionを用いた遺伝子解析法の確立にむけて

　　川崎医療短期大学臨床検査科１），川崎医科大学検査診断学２）

　　○立木美穂１），黒住菜美１），辻岡貴之２），末盛晋一郎２），通山薫１）,２）

４．真性赤血球増加症のJAK2 V617F変異陰性例におけるJAK2 exon12変異解析

　　山口大学医学部附属病院検査部１）

　　山口大学大学院医学系研究科臨床検査・腫瘍学講座２）

　　★森重彰博１），岡山直子１），林さゆり１），宮原悠太１），西岡光昭１），
　　　水野秀一１），末廣寛２），山﨑隆弘１）,２）

５．非特異的エステラーゼ染色（α-NB）陽性好中球を認めた骨髄異形成／骨髄増
殖性腫瘍（MDS/MPN）の１症例

　　広島大学病院診療支援部１）

　　広島大学原爆放射線医科学研究所血液・腫瘍内科研究分野２）

　　広島大学病院検査部３）

　　〇梶原享子１），３） ，中川浩美１），３）  ，毎田昇平１），３）  ，山中遥１），３），
　　　中村友紀子１），３），佐々木芳恵１），３），原田裕美１），３），大盛美紀１），３），
　　　津川和子１），３），美山貴彦２），一戸辰夫２），横崎典哉３）
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６．monoMAC症候群と診断された家族性骨髄異形成症候群の一例

　　高知大学医学部附属病院検査部１），高知大学医学部病態情報診断学２）

　　〇小松あか里１），朝霧正１），出間智行１） ，横田智美１），小倉克巳１），
　　　上岡樹生２），松村敬久１），２）

14：25～14：35　休憩

14：35～15：45　一般演題Ⅱ

座長　香川大学医学部附属病院検査部　荒井　健

７．病初期に微小な骨髄浸潤を伴った芽球形質細胞様樹状細胞腫瘍の一例

　　香川大学医学部附属病院検査部１）

　　愛媛県立医療技術大学保健科学部臨床検査学科生体情報学講座２）

　　香川大学医学部医学科内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学講座３）

　　★近藤明宏１），瀬尾佳代子１），竹内彰浩１），西谷真里１），梶川達志１），木内洋之１），
　　　荒井健１），山岡源治２），井町仁美３），村尾孝児３）

８．iAMP21を疑った小児白血病の一例

　　愛媛大学医学部附属病院検査部１），愛媛大学医学部附属病院小児科２）

　　★川野広大１），新家敏之１），浅田知世１），玉置南１），西宮達也１），江口真理子２），
　　　田内久道２），大澤春彦１）

９．当院におけるTAFRO症候群と類似疾患の比較検討

　　高知大学医学部附属病院検査部１），高知大学医学部病態情報診断学２）

　　○横田智美１），朝霧正１），出間智行１），小松あか里１），小倉克巳１），上岡樹生２），
　　　松村敬久１），２）
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座長　香川県立保健医療大学保健医療学部臨床検査学科　多田　達史

10．メトトレキサート投与患者における脳脊髄液測定と薬物動態について

　　愛媛大学医学部附属病院検査部
　　★毛利英里加，菅野和久，金並真吾，松本雄貴，余吾ユカリ，高野須広道，
　　　西宮達也，大澤春彦

11．血清Hydroxyoctadecadienoic acid （HODE）の分析と生理的変動要因

　　島根大学医学部附属病院検査部１），島根大学医学部病態病理学講座２）

　　○野畑亜希子１），野津吉友１），三島清司１），長井篤１），並河徹２）

12．HDLアポ蛋白ApolipoproteinL1の血中濃度の意義についての検討

　　徳島大学大学院医歯薬学研究部腎臓内科学分野１），徳島大学病院検査部２），
　　徳島大学診療支援部臨床検査技術部門３），自治医科大学臨床検査医学４）

　　○村上太一１），安部秀斉１），土井俊夫１），岸誠司２），長井幸二郎２），
　　　松浦元一２），三好雅士３），中尾隆之３），小谷和彦４）

13．ビリルビンオキシダーゼ法による血清直接ビリルビン測定値への室内光の影響

　　香川大学小児科１），京都医療センター小児科２）

　　香川大学医学部附属病院検査部３），京都医療センター臨床検査科輸血管理室４）

　　○岡田仁１），河田興２），伊藤進１），尾崎美世３），角谷勇４），日下隆１）

15：45～16：00　休憩

16：00～17：00　特別講演Ⅰ

座長　愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学　大沼　裕

　『ゲノム情報の生活習慣病対策への応用
　　　　　〜個別化医療からPrecision Medicineへ〜』

琉球大学　先進ゲノム検査医学講座　前田 士郎
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17：00～18：00　特別講演Ⅱ

座長　川崎医科大学検査診断学　通山　薫

　『遺伝子検査の臨床運用の現状と課題』
三重大学名誉教授，日本臨床検査専門医会会長　登　勉

19：00～20：30　情報交換会
　　会場：ホテルメルパルク岡山
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８：30～　　　　受付開始

９：00～10：00　一般演題Ⅲ

座長　徳島大学診療支援部臨床検査技術部門　三好　雅士

14．当院での共用基準範囲の導入経験

　　川崎医科大学附属病院中央検査部
　　○岡﨑希美恵，河口勝憲，渡邊悦子，通山薫

15．マイクロピペットに関するアンケート調査と操作法が分注精度に及ぼす影響

　　川崎医科大学附属病院中央検査部
　　○古川聡子，河口勝憲，森永睦子，通山薫

座長　山口大学医学部附属病院検査部　水野　秀一

16．MRSA分子疫学解析のPOT法導入への取り組み

　　徳島大学病院診療支援部臨床検査技術部門１），徳島大学病院検査部２）

　　★香川葉子１），森本悠里１），菅﨑幹樹１），笹田倫子１），佐藤雅美１），中尾隆之１），
　　　土井俊夫２）

17．MRSAのPOT型と毒素産生性の関連性について

　　愛媛大学医学部附属病院検査部
　　○村上忍，宮本仁志，福岡史奈，近藤拓弥，亀井美冴，西宮達也，大澤春彦

18．GENECUBEを用いた血液培養からのMRSAの検出

　　広島大学病院診療支援部感染症検査部門１），広島大学病院検査部２）

　　★原稔典１,２），小野寺一１,２），木場由美子１,２），長岡里枝１,２），奥村由美子１,２），
　　　古霜麻紀１,２），鴨川瑞樹１,２） ，横崎典哉２）

平成29年２月12日（日）
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19．Prophage感染によるHelicobacter pyloriへの生物学的影響

　　高知大学医学部病態情報診断学
　　○竹内啓晃，吉良瑞喜，岡﨑亜美，上岡樹生，松村敬久

10：00～10：10　休憩

10：10～12：10　シンポジウム

　　　　　　　　『生活習慣病研究アップデート』

座長　岡山大学医歯薬学総合研究科総合内科学分野　　　　　大塚　文男
座長　徳島大学大学院医歯薬学研究部細胞・免疫解析学分野　細井　英司

１．『在米日系人医学調査　ハワイ－ロサンゼルス－広島スタディ』

　　広島大学病院内分泌・糖尿病内科　米田　真康

２．『脂肪組織のリモデリングに関与する新規因子の同定と機能解析』

　　岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科　江口　潤
　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学　和田　淳

３．『糖尿病患者の循環器疾患とバイオマーカー』

　　愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学講座　高田　康徳

４．『香川大学における生活習慣病への取り組み』

　　香川大学医学部内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学
　　香川大学医学部附属病院内分泌代謝内科　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村尾　孝児，井町　仁美

12：10～12：20　休憩
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12：20～13：20　ランチョンセミナー

座長　愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学　大澤　春彦

　『大腸がんの早期診断・再発診断バイオマーカーの探索』
医薬基盤研究所　創薬基盤研究部　プロテオームリサーチプロジェクト

プロジェクトリーダー　朝長　毅
共催：アボットジャパン株式会社

13：20～13：30　休憩

13：30～14：20　一般演題Ⅳ

座長　山口大学医学部附属病院検査部　岡山　直子

20．NPY遺伝子多型と高血圧の関連性に関する研究

　　島根大学医学部附属病院検査部１），島根大学医学部病態病理学講座２）

　　○松田親史１），三島清司１），長井篤１），磯村実２），並河徹２）

21．GWASで同定された血中レジスチンを規定するSNPにおいて，関連の強さは
SNP-420とSNP-358が最も強かった

　　愛媛大学大学院医学系研究科糖尿病内科学１）

　　京都大学医学研究科附属ゲノム医学センターゲノム情報科学２）

　　松本大学大学院健康科学研究科３）

　　愛媛大学大学院医学系研究科老年・神経・総合診療内科学４）

　　東京大学大学院生物科学専攻５）

　　愛媛大学大学院医学系研究科地域医療学６）

　　愛媛大学大学院地域健康システム看護学７）

　　順天堂大学大学院公衆衛生学８）

　　国際医療研究センター研究所遺伝子診断治療開発研究部９）

　　○川村良一１），田原康玄２），塚田晃子３），伊賀瀬道也４），大橋順５），山田亮２），
　　　高田康徳１），川本龍一６），斉藤功７），大沼裕１），小原克彦４），谷川武８），
　　　大八木保政４），山田一哉３），加藤規弘９），三木哲郎４），大澤春彦１）
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座長　高知大学医学部附属病院検査部　山中　茂雄

22．各種抗dsDNA抗体試薬にて乖離がみられた１症例でのB/F分離洗浄液の検討

　　愛媛大学医学部附属病院検査部
　　○谷口裕美，岡本愛，村上晶子，本田貴嗣，森本麻里，田中友理，大林由季，
　　　福田恵理，西宮達也，大澤春彦

23．（1→3）-β-D-グルカン測定用試薬ファンギテックGテストES「ニッスイ」
の基礎的検討

　　株式会社岡山医学検査センター
　　○植田行俊，西原遼，石黒雄飛，新谷亮

24．当院毒劇物解析室における17年間の分析状況

　　川崎医科大学附属病院中央検査部
　　○森永睦子，岡本操，古川聡子，河口勝憲，通山薫

14：20～　次期総会長挨拶
　　　　　閉会挨拶
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