
 

 

第 43回 

滋 賀 県 医 学 検 査 学 会 

プログラム 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆開 催 日 時  2021年 3月 14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 3地区 

◆学 会 長  馬野 真次（独立行政法人  

地域医療機能推進機構滋賀病院） 

  ◆実行委員長  櫻田 正昭（琵琶湖養育院病院） 

  ◆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 



 

学会運営について 

 

１．参加される方へ 

１）滋賀県の会員に限定して開催させていただきます。 

  日臨技会員（滋賀県のみ）、滋臨技会員、滋臨技賛助会員 

２）Zoom は 8 時 30 分頃からオンラインで参加していただける状態にします。 

３）学会参加費は、無料です。 

４）本学会の録画・録音・撮影、および資料の 2次利用、詳細内容の SNS への投稿は固くお断

りいたします。これら学会内容の登用が発覚次第、著作権・肖像権侵害として対処させて

いただくことがございます。 

また、Zoomウェビナーの URLを他人と共有することも禁止させていただきます。 

５）事前登録制です。 

６）事前参加申し込み方法 

事前申し込み期間：2021年 2月 1日（月）～2021年 3月 7日（日） 

事前申し込み方法 

１．日臨技会員 2021 年 2 月 1 日（月）以降に日臨技ホームページ 会員専用ページから 

お申し込みください。 

https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx 

    講習会等の参加申請 → 事前参加申し込み → 行事を選択する → 事前参加申込みをする 

※ 事前申し込みされた方には、2月下旬、または、3 月 8 日以降に、メールで Zoom ウェビ      

ナーの URLをお知らせしますのでウェビナーの登録を行ってください。その際、お名前、

日臨技会員番号のご入力をお願いします。 

 

２．滋臨技のみ会員、滋臨技賛助会員 2021年 2月 1日（月）以降に下記までメールで 

お申し込みください。 

E-mail:samt.request◎gmail.com  ◎を@マークに変えて送信してください。 

件名：第 43回 滋賀学会 事前参加申し込み 

本文：滋臨技会員  会員番号、お名前、施設名。  

滋臨技賛助会員 会社名、お名前。滋臨技会員名簿に登録されている住所、電話番号。 

※ 事前申し込みされた方には、メールで Zoomウェビナーの URLをお知らせしますので、

Zoom ウェビナーの登録を行ってください。その際、お名前、滋臨技の会員番号（または会

社名）のご入力をお願い致します。 

滋臨技賛助会員には、参加者を確認後に別途、URLをお知らせします。 

事前申し込みメール送信後、1週間を過ぎても連絡がない場合は、お手数ですが下記学会

事務までお電話ください。 

  ７）配信環境：ZOOMウェビナー   

パソコン、スマートフォンをご用意の上、通信環境の良い場所でご参加ください。 

 

  

https://jamtjamtis.jamt.or.jp/Jamtis/Account/Login.aspx


 

２．一般演者の方へ 

１）発表用スライドファイルは、2021年 3月 7 日（日）までに事前に下記、学会事務まで 

メールに添付して送信してください。    

（本学会は Web学会で演者用 1 台の PCで画面共有しますので、当日のスライド差替えは 

不可です。） 

２）前演者の登場と同時に次演者席にご着席ください。 

３）一般演題は発表 6 分、討議 3分とさせていただきますので、時間の厳守と円滑な進行にご

協力をお願いします。 

 

３．座長の方へ 

１）座長の方は、担当演題開始 30分前までに受付を済ませてください。 

２）前座長の登場と同時に次座長席にご着席ください。 

３）一般演題は発表 6 分、討議 3分とさせていただきますので、時間の厳守と円滑な進行にご

協力をお願いします。 

 

４．質疑応答について 

質疑応答は、Zoom の Q&A機能にて、所属、氏名を入力してご質問ください。 

匿名でのご質問には回答しかねます。 

すべてのご質問（Q&A）に回答できない場合がありますので、ご了承ください。 

 

５．その他 

  ご不明な点がございましたら下記、学会事務までお問合せください。 

 

学会事務（学術理事） 

〒520－2192 大津市瀬田月輪町 

滋賀医科大学医学部附属病院 検査部 

湯本 浩史 電話：077－548-2672(直通) 

      E-mail:gakujutsu◎samt.jp    ◎を@に変えて送信してください。 

 



【受 付】事前申し込み制  

8：30 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 ～ 9：20          座長 松田 哲明  大津赤十字病院 

1. 非アルコール性脂肪肝(NAFLD)患者における肝線維化予測因子の有用性について 

-AST/ALT 比、血小板数、フェリチン値と煩雑な肝線維化スコアとの比較- 

◎辰巳 翔基（滋賀医科大学医学部附属病院） 

          

2. アルコール性肝障害における脂質データの一例 

◎瀧井 さち子（地方独立行政法人 市立大津市民病院） 

 

■臨床微生物部門 9：20 ～ 9：40    座長 近澤 秀己 近江八幡市立総合医療センター 

3. カンジダ選択分離培地の比較検討 

◎塚口 扶美枝（滋賀医科大学医学部附属病院） 

 

4. 滋賀県における ESBL産生 Proteus mirabilis の検出頻度に関する検討 

-アンチバイオグラムの結果からの解析- 

◎西尾 久明（滋賀県立小児保健医療センター） 

 

■臨床生理部門  9：40 ～ 10：00          座長 森 真奈美 滋賀県立総合病院 

5. ホルター心電図検査において心停止に至るまでの経時的変化を捉えられた 1 例 

◎伊藤 恵利香（彦根市立病院） 

 

6. 胆嚢内出血の 1例 

◎山藤 隆晃（地方独立行政法人 市立大津市民病院） 

 

■臨床病理細胞部門 10：00 ～ 10：10           座長 豊川 純史 彦根市立病院 

7. 当院における病理レポート見落とし防止の取り組み 

◎谷村 満知子（滋賀医科大学医学部附属病院） 

 

■臨床血液部門 10：10 ～ 10：30             座長 橋口 篤 大津赤十字病院 

8. t(16;21)(p11.2;q22.2)を有する急性骨髄性白血病の一症例 

◎上野山 恭平（滋賀医科大学医学部附属病院） 

 

9. レボヘムシリーズ APTT SLA,AT,α2-APの検討 

◎阿部 彩香（独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院） 

 

 



■臨床一般部門 10：30 ～ 10：40       座長 新井 未来 恩賜財団済生会滋賀県病院 

10. 尿沈渣で発見したマルベリー小体が診断につながった Fabry 病の 1症例 

◎山本 誉（恩賜財団済生会滋賀県病院） 

 

■検体総合管理部門 10：40 ～ 10：50      座長 古谷 善澄 恩賜財団済生会滋賀県病院 

11. 救急搬送時の検査結果が死因の判定に寄与した事例 

◎東條 美紗（国立大学法人 滋賀医科大学） 

 

 

【第 23回 いぶき賞 受賞講演】 

10：55～11：05                            座長 滋賀医科大学医学部附属病院 湯本 浩史 

  「p40 免疫染色導入後の肺非小細胞癌に対する細胞学的再検討」 

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 検査部 吉田 章子 技師 

 

【表彰式】（いぶき賞表彰、永年会員表彰） 

11：10～11：20       

 

 

【休  憩】 

11：20～11：25 

 

【特別講演】 

11：25～12：10          座長 独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 馬野 真次 

「ヘリコバクター・ピロリ検査に関する最近の知見」 

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 総合診療部部長 中島 滋美 先生 

 

【メーカーWeb セミナー】 

12：10～12：40                      座長 琵琶湖養育院病院 櫻田 正昭 

「心不全診療におけるバイオマーカーの特性把握の重要性」 

アボットジャパン合同会社 学術部 須川 聡 先生 

 

【閉会式】 

12：40～12：45 


