
 

＜第 1 会場 ： 講堂＞ 

 

 

座長 ： 重藤 翔平（信州大学医学部附属病院） 

1    当院における SARS-CoV-2 遺伝子検査導入の取り組み 

飯田市立病院 

久保敷 遥歩 ほか 

2    新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）検出における核酸抽出と試薬の比較検討 

株式会社 ミロクメディカルラボラトリー 

栁澤 瑞希 ほか 

3    ID NOW における SARS-CoV-2 の最小検出感度の検討および使用経験 

JA 長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 

高見沢 将 ほか 
 
 
 

座長 ： 武井 崇弘（社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院） 

4    SARS-CoV-2 抗原定量検査における「判定保留」の意義 

長野赤十字病院 

伊達 萌 ほか 

5    新型コロナワクチン接種後における抗体検査試薬の比較と副反応アンケートの結果報告 

地方独立行政法人 長野市民病院 

島﨑 朋之 ほか 

＜第 2 会場 ： 第 2 教室＞ 

 

 

座長 ： 三浦 信樹（長野市民病院） 

6    尿と血液培養より検出された Ralstonia mannitolilytica の一症例 

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 検査科 

松澤 陽香 ほか 

7    Actinotignum schaalii が血液培養より検出された 2 例 

JA 長野県厚生連 佐久総合病院 

高松 勇貴 ほか 

8    血液培養陽性検体培養液から直接菌種同定を目的とした処理法の比較検討 

諏訪赤十字病院 

澤井 優希 ほか 

 

 

座長 ：小口 はるみ（諏訪赤十字病院） 

9    Non-typhoidal Salmonella（NTS）による耳下腺部膿瘍の一例 

市立大町総合病院 

降旗 翔汰 ほか 

10   便・血液・尿から ESBL 産生非チフス性サルモネラを検出した一症例 

信州大学医学部附属病院 

上條 途夢 ほか 

11   非運動性 Enterococcus gallinarum 同定ワークフローの検討 

9：00～9：30  COVID 関連 1 

：50：00  ＣＯＶＩＤ関連  

9：00～9：30  微生物 1  

一般演題プログラム 

9：30～10：00  微生物 2  

9：30～9：50  COVID 関連 2 

：50：00  ＣＯＶＩＤ関連  



長野県立木曽病院 臨床検査科 

井上 諒 ほか 

 

 

座長 ：高見沢 将（JA 長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター） 

12   猫咬傷感染部位から Neisseria zoodegmatis を分離した一症例 

長野中央病院 臨床検査科 

高野 陽太 ほか 

13   当院における Staphylococcus argenteus 分離例 7 件の後方視的検討 

信州大学医学部附属病院 

山根 拓 ほか 

14   当院で検出したカルバペネム耐性 Klebsiella pneumoniae の耐性機序に関する解析 

長野赤十字病院 

小林 ふみの ほか 

 

 

座長 ：村山 未来（社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院） 

15   髄液から Cryptococcus neoformans を検出しえたクリプトコッカス症の一例 

JA 長野県厚生連 北信総合病院 

関野 紀代子 ほか 

16   化膿性脊椎炎患者より Desulfovibrio 属菌が検出された一症例 

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 検査科 

森島 雄也 ほか 

17   血清検体を用いた FilmArray 髄膜炎・脳炎パネル検査の実施可能性に関する検討 

長野県立こども病院 臨床検査科、生命科学研究センター 

小林 純 ほか 

＜第 3 会場 ： 第 8 教室＞ 

 

 

座長 ：中平 直樹（飯田市立病院） 

18   当院における細胞数検査の現状と検査プロセスの検証 

信州大学医学部附属病院 

加藤 瑞己 ほか 

19   SGLT2 阻害薬誘発性の正常血糖性ケトアシドーシスに対する当院の取り組み 

諏訪中央病院 

浅川 美保 ほか 

＜第 3 会場 ： 第 8 教室＞ 

 

 

座長 ： 栁沢 健太（諏訪赤十字病院） 

20   血尿から発作性寒冷ヘモグロビン尿症が疑われた一症例 

JA 長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 

新井 惇也 ほか 

21   ドック受診者における 25(OH)ビタミン D の推移 

飯田市立病院 

森田 温 ほか 

22   TSH 共通基準範囲適応による測定値への影響 

9：00～9：20  臨床化学 ・ 一般 

9：20～10：00  免疫血清 

10：00～10：30  微生物 3  

10：30～11：00  微生物 4 

0～11：50  微生物 4  



長野赤十字病院 

唐澤 優花 ほか 

23   AtellicaIM 専用試薬ケミルミ NT-proBNP の性能評価 

飯田市立病院 

中平 直樹 ほか 

＜第 3 会場 ： 第 8 教室＞ 

 

 

座長 ：仲條 夏海（社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院） 

24   短時間で死亡し血液像で特徴的所見を呈した Clostridium perfringens 感染症の一例 

JA 長野厚生連 富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院 

菅田 雅巳 ほか 

25   骨髄のフローサイトメトリー所見が迅速な診断の一助となった神経芽腫の一例 

長野県立こども病院 臨床検査科 

岩間 麻利亜 ほか 

26  血小板減少で紹介され末梢血液像から May-Hegglin 異常症が疑われた一症例 

長野赤十字病院 

和田 恵 ほか 

＜第 3 会場 ： 第 8 教室＞ 

 

 

座長 ：梨本 英史（諏訪赤十字病院） 

27   血液製剤からの移行抗体により HBV 感染が疑われた症例 

長野赤十字病院 輸血部 

春原 俊哉 ほか 

28   血小板不応時の診療支援に向けた血小板数の検討 

地方独立行政法人 長野県立病院機構 長野県立信州医療センター 

北澤 芽衣 ほか 

29   抗 Jk<SUP>a</SUP>と高力価抗 D 様温式自己抗体を含む汎反応性温式自己抗体を検出した一例 

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 

竹野 祐希 ほか 

＜第 4 会場 ： 合同講義室＞ 

 

 

座長 ： 中島 淳（JA 長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院） 

30   画像検査・血液検査にて肝内胆管癌が疑われたが、結石嵌頓による胆管炎であった一例 

地方独立行政法人 長野県立病院機構 長野県立信州医療センター 

柴田 綾 ほか 

31   健診にて無症候性の急性冠症候群が疑われた一例 

伊那中央病院 臨床検査科 

平澤 悠実 ほか 

32   洞調律時に血栓形成を来した多発性骨髄腫合併 AL アミロイドーシスの一例 

諏訪赤十字病院 検査・輸血部 生理機能検査課 

大谷 拓也 ほか 

33   シャントエコーにて人工血管からの静脈瘻形成を発見した一症例 

社会医療法人 健和会 健和会病院 

毛涯 智成 ほか 

9：00～9：40  生 理 1 

10：00～10：30  血 液 

10：30～11：00  輸 血 



 

 

座長 ： 柴田 綾（長野県立信州医療センター） 

34   胆嚢コレステロールポリープの発見数および背景因子に関する検討 

JA 長野県厚生連 長野松代総合病院 臨床検査病理部 

宮原 遼 ほか 

35   TAVI 症例における 3 次元経食道心エコーによる大動脈弁輪計測に関する検討 

諏訪赤十字病院 

田中 諒 ほか 

36   当院における超音波検査センター開設の効果 

伊那中央病院 臨床検査科 

井上 紗綾佳 ほか 

37   当院生理機能検査室での新型コロナウイルス感染症への対策 

信州大学医学部附属病院 

伊東 実春 ほか 

＜第 4 会場 ： 合同講義室＞ 

 

 

座長 ：伊東 理恵（昭和伊南総合病院） 

38   子宮頸部細胞診で胃型粘液性癌（GAS）を推定したが通常型内頸部腺癌と診断された一例 

市立大町総合病院 

服部 守恭 ほか 

39   口腔粘膜擦過細胞診にて診断し得た尋常性天疱瘡の一例 

飯田市立病院 

園原 政樹 ほか 

40   私製のホルマリン管理システムを用いた当院のホルマリン管理・運用について 

諏訪赤十字病院病理診断科部病理検査課 

中島 麻莉菜 ほか 

＜第 4 会場 ： 合同講義室＞ 

 

 

座長 ： 宮原 祥子（伊那中央病院） 

41   FIRS と言う取り組みについて 

社会医療法人 抱生会 丸の内病院 

小林 将広 

42   品質向上を目指した検体採取容器在庫状況チェックの取り組み 

伊那中央病院 臨床検査科 

北原 早紀 ほか 

43   診断支援システム（DSS）により MDS(骨髄異形成症候群）の診断に寄与した 1 症例 

諏訪赤十字病院 

小松 亜紀子 ほか 

44   ＩＳＯ１５１８９に基づいた業務改善の取り組み 

諏訪赤十字病院 検査・輸血部 

大谷 優香 ほか 

10：20～10：50  病理・細胞 

10：50～11：30  管理運営・チーム医療・その他 

9：40～10：20  生 理 2 


