
学会・講習会　  2013年度（H25年度）

全国学会発表
No 学会 氏名 学会・研修・講習会名 期間 用務先 演題名（発表者） 巻、ページ、年 協同演者

1 全国学会 有吉亨 第24回日本心エコー図学会 H25.4.25-27 東京
一過性心房細動診断における3次元スペックルトラッキング法による左房局所
機能評価の有用性

2 全国学会 有吉亨 第102回日本循環器学会中国四国合同地方会H25.5.10-11 香川県
一過性心房細動診断における3次元スペックルトラッキング法による左房局所
機能評価の有用性

3 全国学会 児玉麻衣 第61回日本輸血細胞治療学会総会 H25.5.16-18 パシフィコ横浜 当院における携帯情報端末（PDA)による輸血副作用情報の収集 Vol.59  抄録集　2013 土江理香、山本由美子、前田由香里、小島奈緒美、藤井康彦

4 全国学会 岡山直子 第62回日本医学検査学会 H25.5.18-19 サンポート高松
シンポジウムⅣ　初心者にも分かる最新遺伝子・染色体検査の正しい解釈
「判断が難しい遺伝子検査結果の考え方」

Vol.62　学会特集号　2013

5 全国学会 水野秀一 第62回日本医学検査学会 H25.5.18-19 サンポート高松 検査診断への展望 Vol.62　学会特集号　2013
6 全国学会 藤村梢 第62回日本医学検査学会 H25.5.18-19 サンポート高松 Complex　Demodulation法による高周波振動の定量的評価の試み Vol.62　学会特集号　2013 岸田由香里、松尾亜矢、國延沙央里、丸田雄一
7 全国学会 中原由紀子 第62回日本医学検査学会 H25.5.18-19 サンポート高松 LMD法を用いたFFPEサンプルにおけるDNAおよびmiRNA収量の検討 Vol.62　学会特集号　2013 岡山直子、宮原悠太、中村準二

8 全国学会 西岡光昭 第62回日本医学検査学会 H25.5.18-19 サンポート高松
心エコー図検査では左室充満圧上昇が指摘困難であった症例における心不全
マーカーを用いた心不全診断に腎機能障害が与える影響

Vol.62　学会特集号　2013 小林利彦、有吉亨、江角智子、中村準二

9 全国学会 有吉亨 日本超音波検査学会第38回学術集会 H25.6.14-16 家族性発症の可能性が考えられる僧帽弁逸脱症の一例

10 全国学会 有吉亨 ASE2013　24ｔｈAnnual Scientific Session H25.6.29-7.2 アメリカ　ミネアポリス
The usefulness of Life Atrial Longituudinal Mycardial Dysfunction Segmeneul
Evaluated by Three-dimensional Speckle Tracking Echocardiongruphy for
Identification of Paroxysmal Atrial Fibrillation

11 全国学会 中原由紀子 第53回日本臨床化学会年次学術集会 H25.8.30-9.1 徳島あわぎんホール Wolfram症候群におけるWFS1遺伝子検査 岡山直子、宮原悠太、中村準二、末廣寛
12 全国学会 有吉亨 第61回日本心臓病学会学術集会 H25.9.20-22 熊本県 高血圧を合併した一過性心房細動患者における左房局所機能と左房容積の関
13 全国学会 宮原悠太 日本臨床検査自動化学会第45回大会 H25.10.10-12 パシフィコ横浜 リアルタイムPCR装置ViiA7を用いたHRM法によるKRAS,BRAF変異解析 VOL.38　4　抄録集　p.578　2013岡山直子、鉄田有希乃、中村準二、末広寛

14 全国学会 正兼亜季 日本臨床検査自動化学会第45回大会 H25.10.10-12 パシフィコ横浜
心不全マーカー（BNP/NT-proBNP）と心エコー図検査による心不全診断に腎機
能障害が与える影響

VOL.38　4　抄録集　p.490　2013西岡光昭、小林利彦、江角智子、岡山直子、中村準二、末廣寛

15 全国学会 西岡光昭 13th　APFCB H25.10.27-30 インドネシア　バリ島
Novel Internal Quality Control Method Based on a Mini-oanel of Sera:Evaluation
of a New Parameter Representiog Between-day Variation.

p.145 2013
Mitsuaki Nishioka,　Kiyoshi　Ichihara,　Toshihiko
Kobayashi,　Keisuke　Takada,　Reo　Kawano,　Tomoko
Ezumi,　Naoko　Okayama,　Junji Nakamura

16 全国学会 岡山直子 第60回日本臨床検査医学会学術集会 H25.10.31-11.3 神戸国際会議場 Laser microdissection(LMD)法を用いた大腸癌miRNA発現解析 Vol.61補冊　p.213　2013 宮原悠太、中原由紀子、鉄田有希乃、中村準二、末廣寛

地方学会発表
No 学会 氏名 学会・研修・講習会名 期間 用務先 演題名（発表者） 巻、ページ、年 協同演者
1 地方学会 藤本真未 第61回山口県医学検査学会 H25.5.26 山口県総合保健会館 BM2250を用いたメタボLDL-C試薬の基礎的検討 VOLl.37　NO.1　p.7　2013 江角智子、正兼亜季、小林利彦、西岡光昭、森重彰博、中村準二
2 地方学会 宮原悠太 第61回山口県医学検査学会 H25.5.26 山口県総合保健会館 高解像度融解曲線解析HRM法を用いたBRAF変異解析の有用性 VOLl.37　NO.1　p.10　2013 岡山直子、岩永由紀子、中村準二
3 地方学会 原田美紀 第61回山口県医学検査学会 H25.5.26 山口県総合保健会館 ノロウイルス抗原検出法の比較と有用性について VOLl.37　NO.1　p.15　2013 敷地恭子、古谷裕美、阿座上匠、水野秀一、中村準二
4 地方学会 古谷裕美 第61回山口県医学検査学会 H25.5.26 山口県総合保健会館 血液培養から分離されたHericobacter cinaediの一例 VOLl.37　NO.1　p.17　2013 阿座上匠、原田美紀、敷地恭子、水野秀一、岡山直子
5 地方学会 松本祐美 第61回山口県医学検査学会 H25.5.26 山口県総合保健会館 迅速な脱脂法についての比較検討 VOLl.37　NO.1　p.20　2013 井口幸、矢野恵子、木村厚子、山本昇秀、中村準二
6 地方学会 岡山直子 第61回山口県医学検査学会 H25.5.26 山口県総合保健会館 平成24年度精度管理報告総合管理部門

7 地方学会 有吉亨 日本超音波検査学会第14回中国地方会 H25.7.14 広島県
一過性心房細動診断における3次元スペックルトラッキング法による左房局所
機能評価の有用性

8 地方学会 西岡光昭 第10回合同地方会 H25.9.1 徳島あわぎんホール
腎機能障害別に分けた心不全マーカーと心エコー図検査による左室駆出率お
よび左室充満圧評価との関連性

抄録集　p.30　2013 岡山直子、中村準二、末廣寛

9 地方学会 山本由美子 第58回日本輸血細胞治療学会中国四国支部例会H25.9.28 徳島県中央病院 当院における輸血血漿分離製剤の説明書の使用に関する現状調査 p21　 渡邉理香、児玉麻衣、前田由香里、小島奈緒美、藤井康彦
10 地方学会 宮原悠太 第46回中四国支部医学検査学会 H25.11.9-10 広島国際会議場 セ・ア膜血清蛋白電気泳動のβ分画位に出現した判断困難M蛋白症例の選別 抄録集　p.190　2013 鉄田有希乃、岡山直子、中村準二

11 地方学会 森重彰博 第46回中四国支部医学検査学会 H25.11.9-10 広島国際会議場 シスタチンC測定試薬3種の比較検討とAHP分析を用いた試薬の選定 抄録集　p.191　2013 西岡光昭、小林利彦、正兼亜季、児玉麻衣、藤本真未、江
角智子、中村準二

12 地方学会 藤本真未 第46回中四国支部医学検査学会 H25.11.9-10 広島国際会議場 BM2250を用いたメタボリードLDL-C試薬における基礎的検討 抄録集　p.169　2013
正兼亜季、小林利彦、西岡光昭、児玉麻衣、森重彰博、江
角智子、中村準二

13 地方学会 大田勇 第46回中四国支部医学検査学会 H25.11.9-10 広島国際会議場 モノクローナル高γグロブリン血症を伴った後天性フォンビルブランド病の1症
例

抄録集　p.186　2013 中野かおり、中原由紀子、前田由香里、富永美香、伊藤富
佐子、藤村瑠意、中村準二

14 地方学会 西川寛子 第46回中四国支部医学検査学会 H25.11.9-10 広島国際会議場 エコーハンズオンセミナー（頸動脈エコー検査の進め方）
15 地方学会 小林利彦 第46回中四国支部医学検査学会 H25.11.9-10 広島国際会議場 HCV抗体検出試薬｢エクルーシス試薬Anti-HCVⅡ｣の基礎的検討

全国講習会・研修会等発表
No 学・研・講 氏名 学会・研修・講習会名 期間 用務先 演題名（発表者） 巻、ページ、年 協同演者
1 会議 岡山直子 第60回全国国立大学法人病院検査部会議 H25.6.13-14 松山 山口大学病院検査部における遺伝子検査の現状

地方講習会・研修会等発表
No 学・研・講 氏名 学会・研修・講習会名 期間 用務先 演題名（発表者） 巻、ページ、年 協同演者
1 研修会 敷地恭子 平成25年度感染対策研修会 H25.4.24 医学部第3講義室 微生物検査について
2 勉強会 江角智子 肝臓病教室 H25.5.17 1-10カンファレンスルーム数値でみていく肝臓機能
3 研修会 小島奈緒美 山口県総合管理部門研修会 H25.6.8 山口県総合保健会館 山口大学医学部附属病院検査部におけるリスクマネジメントの現状
4 講義 水野秀一 保健学科　キャリアデザイン講義 H25.6.14 保健学科 私のライフワーク
5 勉強会 中野かおり 看護部6階勉強会 H25.6.20 臨床検査　採血と検体の取扱いについて
6 研修会 江角智子 H25.6.23 山口県総合保健会館 接遇とマナー

7 講義 鉄田有希乃 基礎セミナー　保健学科検査専攻1年生対象 H25.8.1 山口大学吉田キャンパス4年間の無駄にしないために

8 講義 有吉亨 第9回心エコー道場 H25.8.15 徳島大学病院 左手で満足、右手だけじゃダメよ、基礎と実践

9 セミナー 水野秀一 肺炎プラクティカルセミナー2013 H25.9.5 国際ホテル宇部
当院で1994～2012年に分離された肺炎球菌とインフルエンザ菌の薬剤感受性
の動向

10 研修会 水野秀一 第8回全国国立大学臨床検査技師会中国四国地区研修会H25.10.26 徳島大学病院 山口大学医学部附属病院検査部における卒後教育
11 研究会 敷地恭子 第14回MICROBE学術研究会 H25.11.16 広島グランドインテリジェントホテル質量分析装置MALDIバイオタイパーをルチン検査に導入して
12 セミナー 江角智子 AIAセミナー2013　広島 H25.12.7 ホテルサンルート広島 免疫学的検査の精度管理と報告値のより深い理解を目指してAIAの使用実績｢｣
13 研修会 渡邊理香 山口県移植検査部門研修会 H26.1.19 山口市総合保健会館 当院でのPDAによる輸血副作用情報収集


