
学会・講習会　  2014年度（H26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25回日本心エコー図学会学術集会 H26.4.17-19
石川県立音楽堂、金
沢市アートホール

大動脈弁輪形態に影響する因子の性差
和田靖明、奥田真一、内田耕資、村上和華子、原田典子、
平山香莉、藤井彩乃、西川寛子、田中伸明、矢野雅文

2 全国学会 藤井彩乃 第25回日本心エコー図学会学術集会 H26.4.17-19
石川県立音楽堂、金
沢市アートホール

外傷性三尖弁閉鎖性不全の原因検索に3次元経胸壁心エコー法が
有用であった一例

和田靖明、有吉亨、奥田真一、内田耕資、村上和華子、西
川寛子、平山香莉、田中伸明、矢野雅文

3 全国学会 平山香莉 第25回日本心エコー図学会学術集会 H26.4.17-19
石川県立音楽堂、金
沢市アートホール

左室拡張障害の原因となった巨大仮性心室瘤
和田靖明、有吉亨、奥田真一、内田耕資、村上和華子、西
川寛子、藤井彩乃、田中伸明、矢野雅文

4 全国学会 有吉亨 第87回日本超音波医学会 H26.5.9-11 パシフィコ横浜 超音波検査による椎骨動脈血流評価が有用であった頚性めまい症の1例
和田靖明、奥田真一、内田耕資、村上和華子、原田典子、
西川寛子、田中伸明、矢野雅文

5 全国学会 敷地恭子 第63回日本医学検査学会 H26.5.17-18
朱鷺メッセ、ホテル日
航新潟

MALDI-TOF MS法を応用した血液培養ボトルからの直接迅速同定法の検討
2014 第63巻　学会特集号
EntryNo.504

古谷裕美、阿座上匠、原田美紀、水野秀一

6 全国学会 岡山直子 第63回日本医学検査学会 H26.5.17-18
朱鷺メッセ、ホテル日
航新潟

MassARRAY Analyzer MALDI-TOF MS質量分析装置を用いた癌遺
伝子変異解析の有用性

2014 第63巻　学会特集号
EntryNo.185

宮原悠太、鉄田有希乃、中村準二

7 全国学会 森重彰博 第63回日本医学検査学会 H26.5.17-18
朱鷺メッセ、ホテル日
航新潟

AHP分析によるシスタチンC測定試薬の選定とeGFRの乖離調査
2014 第63巻　学会特集号
EntryNo.677

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

8 全国学会 敷地恭子 第26回臨床微生物迅速診断研究会総会 H26.7.26 岡山コンベンションセンターMALDI-TOF MS法による血液培養陽性ボトルからの直接迅速同定法の検討2014.　抄録集　p.34 古谷裕美、原田美紀、田平未希子、津守美苑、水野秀一

9 全国学会 有吉亨 第62回日本心臓病学会学術集会 H26.9.26-28 仙台国際センター 左室拡張早期左房内血流伝播と加齢に伴う左室拡張能低下の関係 2014
和田靖明、奥田真一、村上和華子、明連武樹、田中智子、
平山香莉、藤井彩乃、田中伸明、矢野雅文

10 全国学会 児玉麻衣 日本臨床検査自動化学会第46回大会 H26.10.10-11 神戸国際会議場
CK-MB蛋白量測定試薬「LタイプワコーCK-Mbmass」の基礎性能及
び心エコー指標との関連性の検討

2014
西岡光昭、小林利彦、正兼亜季、江角智子、岡山直子、水
野秀一、末廣寛

11 全国学会 池谷裕美 第53回日本臨床細胞学会秋期大会 H26.11.8-9 下関市民会館 子宮内膜スメアにてサイトメガロウイルス感染細胞を検出しえた一例 2014　第53巻補冊2号 矢野恵子、藤永道子、末岡幸太郎、竹谷俊明、星井嘉信

12 全国学会 西岡光昭 第61回日本臨床検査医学会学術集会 H26.11.23-25 福岡国際会議場 体表面積補正eGFRを用いた心不全診断の正診率への影響 2014　Vol.62補冊　p.245
小林利彦、江角智子、岡山直子、水野秀一、末廣寛、和田
靖明、山﨑隆弘

13 全国学会 岡山直子 第61回日本臨床検査医学会学術集会 H26.11.23-25 福岡国際会議場 大腸癌におけるMassARRAY Analyzerを用いた癌遺伝子変異解析2014　Vol.62補冊　p.170
宮原悠太、小島奈緒美、西岡光昭、水野秀一、末廣寛、山
﨑隆弘

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 原田美紀 第62回山口県医学検査学会 H26.5.25 山口県総合保健会館 MALDI-TOF MS法を利用した非結核性抗酸菌同定法の検討 2014 Vol.38 No1 p.25 敷地恭子、古谷裕美、阿座上匠、水野秀一

2 地方学会 宮原悠太 第62回山口県医学検査学会 H26.5.25 山口県総合保健会館
M蛋白検出における全自動電気泳動分析装置「エパライザー2ジュニ
ア」の有用性

2014 Vol.38 No1 p.10 岡山直子、鉄田有希乃、中村準二

3 地方学会 中島小百合 第62回山口県医学検査学会 H26.5.25 山口県総合保健会館 AIA-1800によるPIVKA-Ⅱ測定試薬の基礎的検討 2014 Vol.38 No1 p.11
江角智子、西岡光昭、正兼亜季、小林利彦、藤本真未、森
重彰博、児玉麻衣、中村準二

4 地方学会 国延沙央里 第62回山口県医学検査学会 H26.5.25 山口県総合保健会館 小児領域における聴性脳幹反応基準値の検討 2014 Vol.38 No1 p.13 岸田由香里、藤村梢、松尾亜矢、吉竹未佳

5 地方学会 鉄田有希乃 第62回山口県医学検査学会 H26.5.25 山口県総合保健会館
HCV-RNA定量試薬｢コバスTaqMan HCV オートv.2.0｣における基礎
的性能評価と現行法との比較検討

2014 Vol.38 No1 p.12 岡山直子、宮原悠太、中村準二

6 地方学会 藤村藤村意 第62回山口県医学検査学会 H26.5.25 山口県総合保健会館 多項目自動血球分析装置XN-3000におけるBF(体液）モードの基礎的検討2014 Vol.38 No1 p.23
富永美香、伊藤富佐子、大田勇、前田由香里、中原由紀
子、中野かおり、中村準二

7 地方学会 富永美香 第62回山口県医学検査学会 H26.5.25 山口県総合保健会館 健診で発見された赤痢アメーバEntamoeba histolyica の一症例 2014 Vol.38 No1 p.22
伊藤富佐子、宮原悠太、大田勇、藤村瑠意、鉄田有希乃、
敷地恭子、岡山直子、中村準二

8 地方学会 宮原悠太 第47回中四国支部医学検査学会 H26.9.13-14 ひめぎんホール/愛媛県看護協会リアルタイムPCR装置ViiA7を用いたHRM法によるJAK2-V617F変異解析の有用性2014 抄録集　p.136 岡山直子、小島奈緒美、西岡光昭、水野秀一
9 地方学会 古谷裕美 第47回中四国支部医学検査学会 H26.9.13-14 ひめぎんホール/愛媛県看護協会質量分析装置MALDI　Biotyperによる細菌同定精度の検討 2014 抄録集　p.132 敷地恭子、原田美紀、津守美苑、田平未希子、水野秀一

10 地方学会 松尾亜矢 第47回中四国支部医学検査学会 H26.9.13-14 ひめぎんホール/愛媛県看護協会
Real-Time Tissue ElastographyによるC型慢性肝炎に対するIFN治療
前後の線維化評価の有用性

2014 抄録集　p.88
江角智子、西川寛子、平山香莉、藤井彩乃、藤村梢、岸田
由香里、水野秀一

11 地方学会 原田美紀 第47回中四国支部医学検査学会 H26.9.13-14 ひめぎんホール/愛媛県看護協会非結核性抗酸菌同定におけるMALDI-TOFMS法と従来法との比較検討2014 抄録集　p.133 敷地恭子、古谷裕美、津守美苑、田平未希子、水野秀一

12 地方学会 中島小百合 第47回中四国支部医学検査学会 H26.9.13-14 ひめぎんホール/愛媛県看護協会免疫測定試薬Eテスト｢TOSOH｣Ⅱ（PIVKA-Ⅱ）の基礎的検討 2014 抄録集　p.159
江角智子、西岡光昭、正兼亜紀、小林利彦、森重彰博、藤
本真未、水野秀一

13 地方学会 正兼亜紀 第47回中四国支部医学検査学会 H26.9.13-14 ひめぎんホール/愛媛県看護協会エストラジオール、プロゲステロンともに偽高知値となった１症例の原因検索2014 抄録集　p.115
14 地方学会 平山香莉 第105回日本循環器学会中国地方会 H26.12.6 宇部市ANAクラウンプラザホテル宇部巨大仮性心室瘤の圧排により左室拡張障害を生じた一症例
15 地方学会 藤井彩乃 第105回日本循環器学会中国地方会 H26.12.6 宇部市ANAクラウンプラザホテル宇部動脈硬化性大動脈弁狭窄症患者における楕円形大動脈弁輪の特徴：3次元胸壁心エコー図検査を用いた検討

全国講習会・研修会等発表
No 研修・講習会氏名 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 全国研修会 岡山直子 平成26年度先駆的臨床検査技術研修会　第2回遺伝子・染色体研修会H26.10.17-19 日本臨床検査技師会館遺伝子変異解析のコツとポイント

2 全国研修会 富永美香 一般検査若手・中堅育成キャンプセミナーin熊本 H26.10.25-26 熊本 健診で発見された赤痢アミーバEntamoeba　histolyticaの一症例

地方講習会・研修会等発表
1 研修会 敷地恭子 平成26年度第1回感染対策研修会 H26.4.23 第3講義室 血液培養について　喀痰の抗酸菌検査について
2 セミナー 水野秀一 第4回やまぐちマルチモダリィセミナー H26.5.24 ときわ湖水ホール 臨床検査の新しい展開
3 セミナー 敷地恭子 第4回やまぐちマルチモダリィセミナー H26.5.24 ときわ湖水ホール 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
4 セミナー 松尾亜矢 第4回やまぐちマルチモダリィセミナー H26.5.24 ときわ湖水ホール 腹部エコーの最近の話題と将来性
5 セミナー 岸田由香里 第4回やまぐちマルチモダリィセミナー H26.5.24 ときわ湖水ホール Complex Demodulation法（CDM解析）による高周波振動の定量的評価の試み
6 カンファレンス敷地恭子 平成26年度第1回地域連携合同カンファレンス H26.5.28 多目的室1.2 インフルエンザ検査について
7 研修会 水野秀一 愛臨技微生物研究班研修会 H26.6.21 愛媛大学医学部地域医療支援センター微生物検査室の感染管理への関わり
8 研修会 江角智子 平成26年度新人教育研修会 H26.6.22 山口県総合保健会館 接遇とマナー
9 セミナー 水野秀一 研修医　木曜セミナー H26.7.3 研修医室Ⅰ Gram染色と検鏡
10 セミナー 平山香莉 心エコー道場 H26.8.15 徳島大学医学部附属病院

11 セミナー 藤井彩乃 心エコー道場 H26.8.15 徳島大学医学部附属病院動脈硬化性大動脈弁狭窄症患者における楕円形大動脈弁輪の特徴　3次元経胸壁心エコー図検査を用いた検討

12 研究会 藤井彩乃 第12回先進心血管エコー研究会 H26.8.23-24 ホテル阪急インターナショナル動脈硬化性大動脈弁狭窄症患者における楕円形大動脈弁輪の特徴　3次元経胸壁心エコー図検査を用いた検討

13 研修会 大田勇 第9回全国国立大学臨床検査技師会中国四国地区研修会H26.11.8 岡山大学病院 耳鼻咽喉科への協力～耳科学領域の生理機能検査～


