
   滋臨技学発 3-37号 

令和 3年 12月 18日 

施 設 長  各位 

会 員  各位 

第 44回滋賀県医学検査学会  

学 会 長  馬場 康次 

                                  実行委員長  鯉堂  和宏 

 

第 44 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 44 回滋賀県医学検査学会を第一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 4年 2月 27日（日） 8：55～12：45 

 

会   場：ホテル＆リゾーツ 長浜（旧:長浜ロイヤルホテル） 

〒526-0066 滋賀県長浜市大島町 38 

              TEL：0749-64-2000（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。 

 

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） 

ホテル駐車場のご利用は先着順となります。 

・料金…無料（12時間まで）駐車券を学会受付までお持ちください。 

・収納台数…150台 

     

   近隣に市営駐車場はありますが、ホテルでの駐車料金の無料化はできませんのでご注意ください。 

 

※なるべく公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。 

無料送迎バス 

・JR長浜駅と Hotel & Resorts NAGAHAMA間の送迎がバスあります。 

・乗降場所は JR 長浜駅 西口(びわこ口)です。 

・バス時刻：https://www.daiwaresort.jp/nagahama/access/index.html 

 

 

https://www.daiwaresort.jp/nagahama/access/index.html
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◆開 催 日 時  令和 4年 2月 27日（日） 

8：55～12：45 

◆会   場  ホテル＆リゾーツ 長浜（旧:長浜ロイヤルホテル） 

（オンライン配信会場） 

〒526-0066 滋賀県長浜市大島町 38 

電話 0749-64-2000（代表） 

  ◆主   催  （公社）滋賀県臨床検査技師会 

  ◆担   当  第 1地区 

◆学 会 長  馬場 康次（彦根市立病院） 

  ◆実行委員長  鯉堂  和宏（近江八幡市立総合医療センター） 

  ◆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 ～ 9：10 

座長 松川 裕一 独立行政法人 地域医療機能推進機構 滋賀病院 

1. ECLIA法を用いた SARS-CoV-2抗原定量試薬の PCR法との性能比較 

◎一瀬 亮介（地方独立行政法人 市立大津市民病院） 

          

■臨床微生物部門 9：10 ～ 9：30    座長 近澤 秀己 近江八幡市立総合医療センター 

2. シカベータテストを用いた血液培養陽性ボトルからのＥＳＢＬ産生菌早期報告の取り組み 

◎福田 峻（彦根市立病院） 

 

3. 当院で無菌検体から検出された Candida 属における micafungin の感受性について 

-旧基準（CLSI M27-A3）および新基準（CLSI M27-S4）を踏まえて- 

◎谷川 翔平（滋賀医科大学医学部附属病院） 

 

■臨床生理部門  9：30 ～ 9：50      座長 栗本 明典 恩賜財団 済生会滋賀県病院 

4. 当院の整形外科病棟と生理検査室における術後の肺塞栓症発症予防の取り組み 

◎川瀬 しずか（長浜赤十字病院） 

 

5. 感染性心内膜炎に合併したと考える左室右房交通症により IE再発を認めた 1例 

◎村木 雅哉（高島市民病院） 

 

■臨床血液部門  9：50 ～ 10：10          座長 中川 和美 淡海医療センター  

6. 好中球による血小板貪食像を認めた偽性血小板減少症の一症例 

◎日置 綾奈（滋賀医科大学医学部附属病院） 

 

7. 臨床への血液検査データ報告の取り組み 

  ◎辻谷 萌子（恩賜財団 済生会滋賀県病院） 

 

■輸血細胞治療部門 10：10 ～ 10：30   座長 山中 博之 近江八幡市立総合医療センター 

8. ORTHO AUTO VUE Innova と ORTHO VISION Max Swift の機器間差の検討 

◎井口 航平（滋賀医科大学医学部附属病院） 

 

9. 抗 Jra保有妊婦の 1 症例 

◎速水 亮一（長浜赤十字病院） 

 

 



■検体総合管理部門 10：30 ～ 10：40    座長 古谷 善澄  恩賜財団 済生会滋賀県病院 

10. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する異状死体への対応 

◎東條 美紗（国立大学法人 滋賀医科大学社会医学講座法医学部門） 

 

 

【第 24回 いぶき賞 受賞講演】 

10：45～10：55                            座長 滋賀医科大学医学部附属病院 湯本 浩史 

 「ヒス束内 triple pathway 機能的縦解離が示唆された 高度房室ブロックの 1 症例」 

滋賀医科大学医学部附属病院 患者支援センター 清水 祥子 技師 

 

【表彰式】（いぶき賞表彰、永年会員表彰） 

11：00～11：10       

 

【休  憩】 

11：10～11：15 

 

【特別講演】 

11：15～12：00                        座長 彦根市立病院 馬場 康次 

「新型コロナウイルス（当院での感染対策と血液疾患）」 

近江八幡市立総合医療センター 血液内科部長  感染制御室長 髙橋 良一 先生 

 

【特別企画】 

12：00～12：40                座長 近江八幡市立総合医療センター 鯉堂 和宏 

「臨地実習ガイドライン 2021について－養成校に求められるもの－」 

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   

准教授 山本 哲志 先生 

「臨地実習ガイドライン 2021の概要－実習施設に求められもの－」 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 代表理事会長 宮島 喜文 先生 

 

【閉会式】 

12：40～12：45 


