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第 1 日(11 月 23 日) 

 
第 1 会場（メインホール） 

15：40～17：40 

シンポジウム 1(シスメックス株式会社共催) 

 肝炎トピックシンポジウム 

座長 独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター 溝上 雅史 

九州大学医学研究院臨床検査医学分野 康  東天 

 1．肝線維化の進展度を判断するのに有効な糖鎖バイオマーカーと 

その迅速検出システムの開発 

○久野  敦，成松  久 

独立行政法人産業技術総合研究所糖鎖創薬技術研究センター 

 2．C 型慢性肝炎・2 型糖尿病における糖鎖抗原肝線維化マーカーと 

非侵襲的肝硬度測定法との比較 

○是永 匡紹 1,2，是永 圭子 2，熊谷恵理奈 1,2，上山 三鈴 1,2 

杉山 真也 1，久野  敦 3，成松  久 3，溝上 雅史 1 
1国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター， 

2国立国際医療研究センター国府台病院，3産業技術総合研究所糖鎖創薬技術研究センター 

 3．新規糖鎖マーカーWFA＋-M2BP 値は C 型肝炎の肝発癌リスクを予測する 

○山崎 一美 1，佐々木 龍 1，戸次 鎮宗 1，阿比留正剛 1，小森 敦正 1 

長岡 進矢 1，佐伯  哲 1，橋元  悟 1，久野  敦 2，成松  久 2，八橋  弘 1 
1国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター肝臓内科， 

2産業技術総合研究所糖鎖医工学研究センター 

 4．肝臓外科領域における血清 WFA＋-M2BP の有用性 

○藤好 真人、武冨 紹信 

北海道大学大学院医学研究科消化器外科学分野 I 

 5．C 型慢性肝炎における WFA＋-M2BP を用いた肝発癌予測 

○玉城 信治 1，黒崎 雅之 1，中岫奈津子 1，高田ひとみ 1，松田 秀哉 1，服部 伸洋 1 

安井  豊 1，鈴木 祥子 1，細川 貴範 1，土谷  薫 1，中西 裕之 1 

板倉  潤 1，是永 匡紹 2，溝上 雅史 2，成松  久 3，泉  並木 1 
1武蔵野赤十字病院消化器科，2国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター， 

3産業技術総合研究所糖鎖医工学研究センター 

 6．B 型慢性肝炎の自然史および治療経過における WFA+-hM2BP の有用性 

○松本 晶博 

信州大学医学部肝疾患診療相談センター 
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 7．非アルコール性脂肪性肝疾患における WFA＋-M2BP の線維化マーカーとしての有用性 

○阿部 雅則 1，三宅 映己 1，今井 康陽 2，日野 啓輔 3，髭  修平 4，坂元 亨宇 5 

山田剛太郎 6，鹿毛 政義 7，是永 匡紹 8，溝上 雅史 8，久野  敦 9，成松  久 9 
1愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学，2市立池田病院消化器内科， 

3川崎医科大学肝胆膵内科，4札幌厚生病院第三消化器内科，5慶應義塾大学病理学， 
6川崎医科大学附属川崎病院総合内科学 2，7久留米大学病院病理部， 

8国立国際医療研究センター・肝炎・免疫研究センター， 
9産業技術総合研究所糖鎖創薬技術研究センター 

 

第 2 会場（501 国際会議室） 

11：00～11：50 

教育講演 1 

座長 福岡大学医学部臨床検査医学講座 松永  彰 

 次世代プロテオミクスが拓く医学生物学の新地平：90 年来のがんの謎を解く 

九州大学生体防御医学研究所ヒトプロテオーム研究センター 中山 敬一 

 

13：20～14：10 

教育講演 2 

座長 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科血管代謝病態解析学分野 橋口 照人 

 エピジェネティクスと細胞記憶と疾患 

九州大学生体防御医学研究所エピゲノム制御学分野 佐々木裕之 

 

15：40～17：40 

シンポジウム 2(日本臨床微生物学会共催) 

 感染制御と微生物検査 

座長 宮崎大学医学部附属病院感染制御部 岡山 昭彦 

東京医科大学微生物学分野 大楠 清文 

 1．多岐にわたる働きかけが必要とされる感染対策の現状 

○岡山 昭彦 

宮崎大学医学部附属病院感染制御部 

 2．感染制御に活かす微生物検査－検査室の立場から－ 

○大城 健哉 

那覇市立病院医療技術部検査室 

 3．感染制御のための微生物検査 －医師の立場から－ 

○飯沼 由嗣 

金沢医科大学臨床感染症学 
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 4．新たな微生物検査と感染制御 その先へ 

○大楠 清文 

東京医科大学微生物学分野 

 

第 3 会場（502+503 会議室） 

15：40～17：40 

シンポジウム 3(日本臨床衛生検査技師会共催) 

 医療従事者間のコラボレーション～チーム医療に対する取り組みと 

検査部に期待すること～ 

座長 岩手医科大学臨床検査医学講座 諏訪部 章 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 宮島 喜文 

 司会の言葉 

○諏訪部 章 

岩手医科大学臨床検査医学講座 

 1．医療従事者間のコラボレーション～チーム医療に対する取り組みと 

検査部に期待すること～看護師の立場より 

○過能 清美 

独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院看護部 

 2．Infection Control Team における多職種コラボレーションと検査部への期待 

○林  昌洋 

虎の門病院薬剤部 

 3．臨床検査部と栄養部は長~いお付き合い～今や臨床検査値無くしては語れない！～ 

○市川 和子，遠藤 陽子，堀尾 佳子，倉恒ひろみ 

川崎医科大学附属病院栄養部 

 4．臨床検査技師のチーム医療へのかかわり～現状と今後の展望～ 

○丸田 秀夫 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

（社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院） 

 

第 4 会場（401+402+403 会議室） 

9：00～11：00 

福岡県臨床衛生検査技師会 シンポジウム 

 医療従事者間のコラボレーション～チーム医療に対する取り組みと 

検査部に期待すること～ 

座長 岩手医科大学臨床検査医学講座 諏訪部 章 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 宮島 喜文 
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第 6 会場（410 会議室） 

18：00～20：00 

委員会特別企画（教育委員会） 

 主催：日本臨床検査医学会  共催：日本医師会・日本臨床検査専門医会 

 第 3 回臨床検査を学ぶ若手医師の集い 

司会 日本臨床検査医学会教育委員会 自治医科大学 山田 俊幸 

日本臨床検査医専門医会教育委員会 慶應義塾大学 菊池 春人 

1．「臨床検査医学の研修と支援」 

①日本臨床検査医学会 理事長 村田  満 

②日本臨床検査専門医会 会長 佐守 友博 

2．基調講演 「女性臨床検査専門医の経験から」 

東海大学医学部基盤診療系臨床検査学 浅井さとみ 

追加発言            自治医科大学臨床検査医学 鯉渕 晴美 

3．若手医師によるパネルディスカッション「研修環境について」 

4．臨床検査専門医との意見交換会 

・参加は自由です。軽食を用意しております。 

 

第 8 会場（413+414 会議室） 

15：30～17：30 

シンポジウム 4(日本臨床検査同学院共催) 

 品質マネジメントシステムの構築と実際 

座長 国際医療福祉大学熱海病院 〆谷 直人 

帝京大学医学部附属溝口病院臨床検査科 水口 國雄 

 1．精度管理から品質マネジメントシステムへ 

－QMS の新たなる展開－ 

○関   顯，雨沢 貴子，久川  聡，宮  哲正 

株式会社保健科学研究所 

 2．検体検査の品質マネジメントシステムの構築と実際 

○金村  茂 

一般社団法人日本衛生検査所協会 

 3．品質マネジメントシステム構築の評価・効果 

○菊池 春人 

慶應義塾大学医学部臨床検査医学 

 4．病理検査室の品質マネジメントシステム 

○古谷津純一 

獨協医科大学越谷病院病理診断科 

 5．遺伝子関連検査の品質マネジメント 

○宮地 勇人 

東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学 
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第 4 会場（401+402+403 会議室） 

一般演題(口演) 教育関連 

13：20～14：10 座長 高木 康(昭和大学)・近藤 弘(宝塚大学) 

001 臨床検査成績の説明によるコミュニケーション能力評価を目的とした 

Advanced OSCE の取り組み 

○常川 勝彦 1,2,3，青木 智之 1,3，徳江  豊 4，岸 美紀子 2 

菊地 麻美 2，坂本浩之助 2，村上 正巳 1,3 
1群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学 

2群馬大学大学院医学系研究科医学教育センター 
3群馬大学医学部附属病院検査部，4群馬大学医学部附属病院感染制御部 

 

002 採血実習初心者の血管観察力を補助する方法の検討 

○佐川 輝高 

愛媛県立医療技術大学保健科学部臨床検査学科 

 

003 佐賀大学医学部附属病院検査部における実習教育の現状分析 

○東谷 孝徳，若山 一夫，川崎 誠司，杉町 光彦，中村 光男 

山田 尚友，田辺 一郎，草場 耕治，太田昭一郎，末岡榮三朗 

佐賀大学医学部附属病院 

 

004 検査データを説明できる臨床検査技師の育成を目的とした R-CPC 

○波多野佳彦，柴田 真明 1，長谷川卓也 1 

川野 智美 1，小島 徳子 1，熊坂 一成 2 
1AMG 上尾中央総合病院検査技術科，2AMG 上尾中央総合病院臨床検査科 

 

005 当院における検査技師の卒後研修 

○熊谷 二朗 1,2，林  榮一 1，木下 朋幸 1 
1横浜市立みなと赤十字病院検査部，2同 病理診断科 

 

16：40～17：40 

学会賞受賞講演 

座長 順天堂大学 三井田 孝 

〔学術賞〕 

白血病関連遺伝子異常の病態と検査への応用 

東海大学医学部基盤診療学系（臨床検査学） 松下 弘道 

〔検査・技術賞〕 

分子病理学的検出の技術と病理診断への応用 

土浦協同病院病理診断部 池田  聡 
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第 5 会場（409 会議室） 

一般演題(口演) 赤血球 

11：00～12：00 座長 紀野修一(日本赤十字社)・曽根伸治(東京大学) 

006 マラリア原虫混合感染例の末梢血液像検査における観察ポイント 

○小笠原 篤 1，田中由美子 1，二見 恭子 1，浅井さとみ 2，宮地 勇人 2 
1東海大学医学部付属病院臨床検査技術科，2東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学 

 

007 多項目自動血球分析装置 XN による Ret-He および Hypo-He の 

鉄動態指標としての有用性 

○川口 隼佳，中西加代子，小野 理絵，増田 健太，辻  博昭 

森  尚子，石田 敦巳，志賀 修一，一山  智 

京都大学医学部附属病院検査部 

 

008 小児における破砕赤血球症候群 

○木澤 洋恵 1，小川 礼佳 1，吉村  稔 1，松林  守 2，中澤 温子 3 
1国立成育医療研究センターSRL 検査室，2国立成育医療研究センター臨床検査部 

3国立成育医療研究センター病理診断部 

 

009 当院で経験した高齢者 Coombs 陰性自己免疫性溶血性貧血の 2 例 

○山崎 雅英 1，大竹 茂樹 2，亀崎 豊実 3 
1恵寿総合病院内科，2金沢大学医薬保健学域保健学系病態検査学 

3自治医科大学域医療支援部門 

 

010 骨髄異形成症候群診断における新規バイオマーカーの検討 

○井上 朋子 1，クンケール カセム 1，田中 由香 2，杉山 大介 2 
1九州大学大学院医学研究院次世代医療研究開発講座 

2九州大学先端医療イノベーションセンター 

 

011 維持透析療法中の慢性腎不全患者における貧血の特徴 

○里村 厚司 1，藤田 宜是 2，永島 正明 1，小倉彩世子 1 

星野  忠 1，志方えりさ 1，藤岡 和美 1，中山 智祥 1 
1日本大学医学部病態病理学系臨床検査医学分野 
2日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌分野 
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一般演題(口演) 白血球・血管 

13：20～14：20 座長 東田修二(東京医科歯科大学)・米田孝司(天理医療大学) 

012 中性脂肪蓄積心筋血管症における Jordans’ anomaly を自動血球分析装置で検出する 

○鈴木  朗 1,2，和田  淳 3，長坂 博範 4，越智 康浩 5 

千葉 仁志 6，惠  淑萍 6，平野 賢一 1,2 
1大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学 

2大阪大学バイオ関連多目的研究施設 CNT 研究室 
3シスメックス株式会社学術本部学術部セルアナリシスセンター 

4宝塚市立病院小児科，5シスメックス株式会社学術本部学術部学術一課 
6北海道大学大学院保健科学研究院 

 

013 他項目自動血球分析装置 XE-5000 WBC/BASO チャンネルによる、 

中性脂肪蓄積心筋血管症判別原理の検証 

○和田  淳 1，鈴木  朗 2,3，山本志緒里 1，越智 康浩 4 

惠  淑萍 5，千葉 仁志 5，平野 賢一 2,3 
1シスメックス株式会社学術本部学術部セルアナリシスセンター 

2大阪大学大学院医学系研究科内科学講座循環器内科学 
3大阪大学バイオ関連多目的研究施設 CNT 研究室 

4シスメックス株式会社学術本部学術部学術一課 
5北海道大学大学院保健科学研究院 

 

014 多項目自動血球分析装置 XE-2100 の好中球リサーチ項目 

(NEUT-X，NEUT-Y)と好中球形態についての解析 

○河野 浩善 1，三好 夏季 1，山鳥 一郎 2 
1地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院臨床検査部 

2地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院病理部 

 

015 骨髄異形症候群における好中球異形成と NEUT-X 値、NEUT-Y 値との関連性 

○礒野 雪妃 1，杉本  健 2，岡村 篤夫 3，岩本 美佳 1 

今井 純子 1，沼田 圭子 1，長田 恵子 1，糀谷 利明 1 

岡村 明治 1,4，川本晋一郎 5，西郷 勝康 6 
1加古川西市民病院臨床検査室，2北播磨総合医療センター血液腫瘍内科 

3加古川西市民病院腫瘍・血液内科，4加古川西市民病院病理診断科 
5神戸大学医学部附属病院腫瘍血液内科，6姫路獨協大学薬学部 
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016 白血球粒度パターンを用いた抗生剤迅速効果判定法 

○片岡 浩巳 1，越智 康浩 2，畠山  豊 1，奥原 義保 1 

久原 太助 3，松村 敬久 3，杉浦 哲朗 3 
1高知大学医学部附属医学情報センター，2シスメックス株式会社 

3高知大学医学部附属病院検査部 

 

017 新規炎症マーカーと血液検査情報を用いた敗血症の検出 

○山口 直子，豆田 清美，倉本智津子，山崎 正晴 

奈良県立医科大学附属病院中央臨床検査部 

 

一般演題(口演) 悪性腫瘍② 

15：40～16：40 座長 植田光晴(熊本大学)・前川真人(浜松医科大学) 

018 肺癌における幹細胞複製分子 SALL4 の抗癌剤耐性因子としての意義 

○柳原 希美 1，小林 大介 1，栗林 景晶 1 

田中 真樹 1，長谷川 匡 2，渡邉 直樹 3 
1札幌医科大学医学部臨床検査医学講座 

2札幌医科大学附属病院病理部，3札幌医科大学 

 

019 転移性直腸癌症例において認められた新規 RET 遺伝子変異 

○大塚 弘毅 1，大西 宏明 1，小倉  航 2，松島 早月 1 

岸野 智則 1,5，藤原 正親 3，古瀬 純司 4，渡邊  卓 1 
1杏林大学医学部臨床検査医学，2杏林大学附属病院臨床検査部 

3杏林大学医学部病理学，4杏林大学医学部腫瘍内科学 
5杏林大学保健学部臨床工学科 

 

020 CD138(syndecan-1)を介した前立腺癌進展に関わる 

microRNA126, 149 の発現と病理組織学的意義 

○藤井 智美，島田 啓司，小西  登 

奈良県立医科大学医学部病理病態学講座 

 

021 B 細胞性悪性リンパ腫における免疫グロブリン L 鎖再構成検査の有用性 

○吉田 昌弘，丸岡 隼人，老田 達雄 

神戸市立医療センター中央市民病院臨床検査技術部 
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022 High Resolution Melting(HRM)による JAK2，CALR 遺伝子変異 

同時スクリーニング検査の構築 

○松本 成良 1，長谷川寛雄 1,2，佐々木大介 1，森 沙耶香 1 

西村 典孝 1，鶴田 一人 1，小佐井康介 2，宇野 直輝 2 

森永 芳智 2，宮崎 泰司 3，柳原 克紀 1,2 
1長崎大学病院検査部，2長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床検査医学 

3長崎大学原爆後障害医療研究所血液内科学研究分野 

 

023 PKCによるアポトーシス抵抗性誘導機序の解析 

○梅森 祥央 1，栗林 景晶 1，田中 真樹 1，小林 大介 1，渡邉 直樹 2 
1札幌医科大学医学部臨床検査医学講座，2札幌医科大学 

 

一般演題(口演) 悪性腫瘍③ 

16：40～17：40 座長 米田孝司(天理医療大学)・末広 寛(山口大学) 

024 Pfaffl 法を用いた NPM1 変異遺伝子の定量解析 

○丸岡 隼人 1，吉田 昌弘 1，老田 達雄 1，石川 隆之 2 
1神戸市立医療センター中央市民病院臨床検査技術部 

2神戸市立医療センター中央市民病院血液内科 

 

025 蛍光プローブ(Eprobe)を用いたリアルタイム PCR 装置による 

Driver Mutation(KRAS 等)検出系の構築 

○三谷 康正 1,3，渥實  潤 2，花見 健志 3，榎田 泰明 2，小川 博臣 2 

Delobel Diane3，木村 恭将 1,3，相馬 崇裕 3，市原 竜夫 1,3，高瀬 善章 2 

林崎 良英 4，臼井 健悟 3，清水 公裕 2，Harbers Matthias3 
1株式会社ダナフォーム，2群馬大学大学院臓器病態外科学 

3理化学研究所・ライフサイエンス技術基盤研究センター 
4理化学研究所・社会知創成事業・予防医療診断技術開発プログラム 

 

026 コバス EGFR 変異検出キットによる EGFR 遺伝子変異解析法の評価 

○由利麻衣子 1，柿本 篤志 2，山田 宏美 1，高持 一矢 3 

児玉 裕三 4，堀井  隆 1，田部 陽子 5，大坂 顯通 1,2 
1順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床検査部 

2順天堂大学大学院医学系研究科輸血・幹細胞制御学研究室 
3順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器外科 
4順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器内科 

5順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床検査医学科 
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027 DNA チップによる Bcr-Abl 融合遺伝子/ T315I 変異の高感度検出 

○大場 光芳 1，湯尻 俊昭 2 
1東洋鋼鈑株式会社事業推進室バイオチップ技術グループ 

2山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学 

 

028 Transforming growth factor  1 及びその受容体遺伝子の一塩基多型と 

悪性腫瘍との関連解析 

○新井 冨生 1，田中 雅嗣 2 
1東京都健康長寿医療センター病理診断科 
2東京都健康長寿医療センター臨床検査科 

 

029 マイクロアレイを用いたゲノムコピー数異常症解析の評価 

○日高惠以子 1,2，久保田紀子 1,2，西 恵理子 3，涌井 敬子 4，中村 友彦 2,5 
1長野県立こども病院臨床検査科，2長野県立こども病院生命科学研究センター 

3長野県立こども病院遺伝科，4信州大学医学部遺伝医学・予防医学講座 
5長野県立こども病院総合周産期母子医療センター 
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第 6 会場（410 会議室） 

一般演題(口演) 酵素・糖 

11：00～12：00 座長 下澤達雄(東京大学)・石橋みどり(新東京病院) 

030 抗 CK-B 抗体を加えた L タイプワコーCK-MB mass 試薬における 

CK アイソザイムの反応性に関する検証 

○星野  忠 1，武居 宣尚 2，荒木 秀夫 2 

山舘 周恒 1,2，里村 厚司 1，中山 智祥 1,2 
1日本大学医学部病態病理学系臨床検査医学分野 

2日本大学医学部附属板橋病院臨床検査部 

 

031 CK-MB 蛋白量測定試薬の基礎的検討および免疫阻害法との比較検討 

○乾  瑞起 1，狩野 春艶 1，石井 里佳 1，村上  稔 1 

和田 泰直 1，戌角 幸治 1，正木  充 2,3，小柴 賢洋 3 
1兵庫医科大学病院臨床検査技術部，2兵庫医科大学循環器内科 

3兵庫医科大学臨床検査医学 

 

032 血清 Ethanolamine の酵素的測定法の開発とその臨床的意義の検討 

○太田 英里 1，外園 栄作 2，秋本  卓 1，立石多貴子 1,3，栢森 裕三 2 
1九州大学大学院医学系学府保健学専攻，2九州大学大学院医学研究院保健学部門 

3純真学園大学保健医療学部検査科学科 

 

033 HPLC を用いた酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ活性測定法の開発(第二報) 

○松村  聡，三村 邦裕 

千葉科学大学大学院危機管理学研究科 

 

034 肝硬変・肝細胞癌患者の肝予備能と GA/HbA1c 比の検討 

○宮本 博康 1，中田 瞳美 1，加藤 庸介 1，横山 雄介 1 

平田 龍三 1，秋月 摂子 2，大西 明弘 1,2 
1東京慈恵会医科大学附属第三病院中央検査部 

2東京慈恵会医科大学附属第三病院臨床検査医学講座 

 

035 グリコヘモグロビン/グルコース分析装置 AH-8290 の基礎的検討 

○今井 重良 1，川原 宏惠 1，髭野 泰博 1，日野 雅之 2 
1大阪市立大学医学部附属病院中央臨床検査部 

2大阪市立大学大学院医学研究科血液腫瘍制御学 
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一般演題(口演) 蛋白 

13：20～14：10 座長 戸塚 実(東京医科歯科大学)・市原清志(山口大学) 

036 月経周期による臨床検査データの変動について 

－C 反応性蛋白(CRP)および血清アミロイド蛋白Ａ(SAA) 

○増田 詩織 1，上硲 俊法 1，山西 八郎 2，市原 清志 3 
1近畿大学大学院医学研究科臨床検査医学，2天理医療大学医療学部 

3山口大学大学院医学系研究科保健学系学域・病態検査学 

 

037 小児の発熱性疾患における血中可溶性 CD14 サブタイプ(プレセプシン)の変動 

○山口 勇人 1,2，福岡 清二 2，大戸 秀恭 3，北澤 重孝 3 

曽我 恭司 3，井上 真理 3，梅田  陽 3，木村  聡 1,2 
1昭和大学横浜市北部病院臨床病理診断科，2昭和大学横浜市北部病院感染管理室 

3昭和大学横浜市北部病院こどもセンター 

 

038 当院 ICU 患者におけるプレセプシンとプロカルシトニンの比較検討 

○三上 昭夫 1，熊谷 生子 1，小島 佳也 1，山本 絢子 2 

糸賀 正道 2，齋藤 紀先 2，萱場 広之 2 
1弘前大学医学部附属病院検査部，2弘前大学大学院医学研究科臨床検査医学講座 

 

039 血清糖タンパク質結合糖鎖を利用した新たな臨床マーカーの開発 

○木明 琢磨 1，飯島 史朗 1,2，中山 亜紀 2 

荒木 勇磨 1，荒井 勇輝 1，御園生圭太 1 
1文京学院大学大学院保健医療科学研究科，2文京学院大学保健医療技術学部 

 

040 CCU 入室時のプレセプシンとプロカルシトニンとの比較検討 

○武田  淳 1，北川 文彦 1，久野 貴弘 1 

石川 隆志 1，成瀬 寛之 2，石井 潤一 2 
1藤田保健衛生大学病院臨床検査部，2藤田保健衛生大学医学部臨床検査科 

 

一般演題(口演) 血小板 

15：40～16：40 座長 和田英夫(三重大学)・増田亜希子(東京大学) 

041 血小板・単球における CD36 分子発現の多様性と遺伝子変異との関連 

○増田 裕弥 1，田村 彰吾 2，松野 一彦 3，早坂 光司 3 

渋谷  斉 3，清水  力 3，森山 隆則 4 
1北海道大学大学院保健科学院，2山梨大学医学部臨床検査医学講座 
3北海道大学病院検査・輸血部，4北海道大学大学院保健科学研究院 
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042 免疫不全マウスが産生したヒト幼若血小板の形態的特徴と 

フローサイトメトリーを用いた光学的情報の関係 

○河野 麻理，高木 由里，山本志緒里，和田  淳，森川  隆 

シスメックス株式会社学術部セルアナリシスセンター 

 

043 取下げ 

 

044 ITP 診断における IPF%測定機器の比較検討 

－新機種 XN-1000 と XE-2100 による自動測定－ 

○林   悟 1,3，櫻木美基子 1，丸山 美保 2，兜森  修 2 

加藤  恒 1，柏木 浩和 3，金倉  譲 3，冨山 佳昭 1 
1大阪大学医学部附属病院輸血部，2同 臨床検査部 

3大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学 

 

045 巨核球造血における CLEC-2 の病態生理学的作用の解析 

○田村 彰吾 1，井上 克枝 1，白井 俊光 1 

築地 長治 1，佐藤 金夫 2，尾崎由基男 1 
1山梨大学大学院医学工学総合研究部臨床検査医学講座 

2山梨大学医学部附属病院検査部 

 

046 Multi-color flow cytometry を用いた健常人の末梢血免疫担当細胞比率 

○藤井 一貴 1，藤原 牧子 1，山下  亘 1，久保田 浩 1 

髭野 泰博 1，中前 美佳 2，中前 博久 2，日野 雅之 2 
1大阪市立大学医学部附属病院中央臨床検査部 

2大阪市立大学大学院医学系研究科血液腫瘍制御学 
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一般演題(口演) 血液・その他 

16：40～17：40 座長 杉山大介(九州大学)・内場光浩(熊本大学) 

047 血液透析患者の持続型赤血球造血刺激因子製剤使用後の造血動態に関する解析 

－用量別，経時的変化について－ 

○岡田 敏春 1，鳥居 国雄 1，今本  徹 1，黒瀬 知美 1，関口 清美 1 

山野 智子 1，市川 雅彦 1，杉本 英弘 1，浜田 敏彦 1，川田知恵子 2 

宮崎 良一 3，岩野 正之 4，木村 秀樹 1 
1福井大学医学部附属病院検査部，2藤田記念病院検査室 

3藤田記念病院内科，4福井大学医学部腎臓病態内科学 

 

048 イムノクロマト迅速定量測定試薬「ポイントストリップフェリチン-3000」の 

基礎評価 

○渋佐 琴恵 1，河合 優一 2，畑山 真弓 1，新関 紀康 3 

友田  豊 3，生田 克哉 1，高後  裕 1 
1旭川医科大学内科学講座消化器・血液腫瘍制御内科学分野 

2ウシオ電機株式会社，3旭川医科大学病院臨床検査・輸血部 

 

049 全自動赤血球沈降速度測定装置 Roller 20 PN の基礎性能評価ならびに基準範囲設定 

○八木美佐子，青木 義政，豊福美津子，平尾 真依，門司 宜久 

山中 基子，増本 道子，堀田多恵子，康  東天 

九州大学病院検査部 

 

050 漢方薬・人参養栄湯の効果を規定する新規 microRNA バイオマーカーの同定 

○田中 由香 1,2，井上 朋子 3，Kulkeaw Kasem3，杉山 大介 1 
1九州大学先端医療イノベーションセンター 
2福岡大学大学院医学研究科細胞生物学教室 

3九州大学大学院医学研究院次世代医療研究開発講座 

 

051 血球貪食症候群(HPS)と血液疾患を含む各種疾患における血球貪食所見の比較検討 

○池井戸重廣，山本 将毅，やまうち辰也，中野晃伸 

土岐市立総合病院検査部 

 

052 Novel flow cytometric analysis of zebrafish neutrophils 

○クンケール カセム 1，井上 朋子 2，田中 由香 3，杉山 大介 2 
1九州大学大学院医学研究院次世代医療研究開発講座 
2九州大学大学院医学研究院次世代医療研究開発講座 

3九州大学先端医療イノベーションセンター 
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第 7 会場（411+412 会議室） 

一般演題(口演) 免疫関連・検査技術 

11：00～12：00 座長 手嶋泰之(大分大学)・大田俊行(飯塚病院) 

053 ルミパルス PrestoII による化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)を原理とした 

高感度 HBs 抗原測定法の評価 

○戸来  孝，川崎 理一，米山 彰子 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院臨床検体検査部 

 

054 高感度 HBs 抗原定量試薬「ルミパルス HBsAg-HQ」の有用性 

○鋼  雅美 1，木村 泰治 1，藤原 伸子 1，藤岡 真一 2 
1岡山済生会総合病院中央検査科，2岡山済生会総合病院肝臓病センター 

 

055 ルミパルス HBsAg-HQ により低濃度域の HBs 抗原のモニタリングが 

可能であった HIV/HBV 重複感染症例 

○石田 秀和 1，末次  淳 2，中村 真大 1，田内 里奈 1，中山 純里 1 

片野由里子 1，宮崎  崇 1，古田 伸行 1，伊藤 弘康 1，清島  満 1 
1岐阜大学医学部附属病院検査部，2岐阜大学医学部附属病院第一内科 

 

056 高感度 HBs 抗原定量法(HBsAg-HQ)を用いた輸血前スクリーニング検査の有用性 

○井上 貴子 1，大根久美子 1，越知 則予 1，新海  登 2,3 

五藤 孝秋 1，大橋  実 1，脇本 幸夫 1，田中 靖人 1,3 
1名古屋市立大学病院中央臨床検査部 

2名古屋市立大学大学院医学研究科消化器・代謝内科学 
3名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学 

 

057 HB ワクチン接種者から分離されたモノクローナル HBs 抗体の中和活性能 

及び抗体価の測定方法間差への影響 

○大根久美子 1，可児 里美 1,2，大橋  実 1，脇本 幸夫 1 

井上 貴子 1，新海  登 3，田中 靖人 1,2 
1名古屋市立大学病院中央臨床検査部 

2名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学 
3名古屋市立大学大学院医学研究科消化器・代謝内科学 

 

058 SphereLight Wako 用 HIV 抗原・抗体同時測定試薬の性能評価と 

当院における HIV 感染症診断の現状 

○小林 千明，加藤 真也，中西 優子 

伊勢赤十字病院医療技術部臨床検査課 
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一般演題(口演) アレルギー関連検査・輸血 

13：20～14：20 座長 杉本 健(北播磨総合医療センター)・小柴賢洋(兵庫医科大学) 

059 副鼻腔組織中 IgE 値は好酸球性副鼻腔炎の診断や重症度の評価に有用である 

○佐藤 俊哉 1，村野 武義 1，武城 英明 1，北村  真 2 

蛭田 啓之 2，池宮城慶寛 3，太田  康 3 
1東邦大学医療センター佐倉病院臨床検査部 
2東邦大学医療センター佐倉病院病理診断科 
3東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科 

 

060 キウイフルーツアクチニジンが口腔内へ及ぼす影響と 

唾液 S-type cystatin の関与 

○菊地 夏美 1，眞船 直樹 1，寺井  格 1，小林 邦彦 2 
1酪農学園大学食と健康学類，2札幌北楡病院 

 

061 アトピー性皮膚炎治療における TARC(thymus and activation-regulated chemokine) 

測定の有用性 

○陶山 洋二 1，野津 吉友 1，三島 清司 1，長井  篤 2 
1島根大学医学部附属病院検査部，2島根大学医学部附属病院臨床検査医学講座 

 

062 当院における時間外勤務者輸血検査トレーニングの実施状況 

○山田麻里江，山田 尚友，中尾 真実 

東谷 孝徳，太田昭一郎，末岡榮三朗 

佐賀大学医学部附属病院検査部 

 

063 直接抗グロブリン試験の試験管法，カラム法の比較検討 

○池松 陽子 1，山口 恭子 2，青木 香苗 2 

江頭 貞臣 2，堀田多恵子 2，東  康天 2 
1九州大学病院遺伝子・細胞療法部(輸血検査室) 

2九州大学病院検査部 

 

064 取下げ 
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一般演題(口演) 検査システム 

15：40～16：40 座長 石田 博(山口大学)・川下隆二(岡山大学) 

065 SBC 方式を用いた脳神経生理検査システム(CNN)の使用経験 

○足立 良行，佐藤 明美，今井智登世，原  文子，本倉  徹 

鳥取大学医学部附属病院検査部 

 

066 鏡検法算定に対応した汎用実施連携システムの構築と効果 

○岡田  健，川下 隆二，青江 伯規 

岡山大学病院医療技術部 

 

067 安定な迅速報告を目指した検体検査システム開発 

○櫻井 孝介，中町 祐司，松本 久幸，生戸 健一 

佐藤伊都子，林  伸英，河野 誠司 

神戸大学医学部附属病院検査部 

 

068 病態解析情報を含む感染症データベースシステムの構築 

○大山 陽子，竹之内和則，郡山 豊泰，山口 宗一，橋口 照人 

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院検査部 

 

069 長期検査データ活用に必要な検査項目カタログシステムの構築 

○小林 利彦 1，石田  博 2，水野 秀一 1，樫部 公一 2，井上 裕二 3 
1山口大学医学部附属病院検査部，2山口大学医学部附属病院医療情報部 

3独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 

 

070 採血・採尿システム更新時におけるシステム設計の見直し 

○川下 隆二，岡田  健 

岡山大学病院医療技術部 
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一般演題(口演) 化学・その他 

16：40～17：40 座長 日髙宏哉(信州大学)・杉内博幸(熊本保健科学大学) 

071 腎臓病の診断に用いられる検査項目 

【クレアチニン・シスタチン-C】の有用性の検討 

○細羽恵美子 1，友田 雅己 1，三浦ひとみ 1，内田 啓子 2，佐藤 麻子 3 
1東京女子医科大学病院中央検査部検体検査室 

2東京女子医科大学病院腎臓内科，3東京女子医科大学病院中央検査部臨床検査科 

 

072 集中治療室への高感度トロポニン測定導入の有用性：後ろ向き調査 

○久野 貴弘 1，北川 文彦 1，武田  淳 1 

石川 隆志 1，成瀬 寛之 1,2，石井 潤一 1,2 
1藤田保健衛生大学病院臨床検査部，2藤田保健衛生大学医学部臨床検査科 

 

073 化学発光免疫測定法による血中心筋トロポニン I 測定試薬の評価 

○会津 美砂 1，木村 雅子 1，大井加世子 1，寺倉 守之 3 

横山 直之 2，佐川 俊世 3，古川 泰司 1 
1帝京大学医学部附属病院中央検査部，2帝京大学医学部附属病院循環器内科 

3帝京大学医学部附属病院救急科 

 

074 維持透析患者のうっ血性心不全把握に有用な高感度トロポニン I 

○原  克子 1，飴本 美夏 1，日高 典子 1，平城  均 1，正木 浩哉 1,2 
1関西医科大学附属滝井病院臨床検査部，2関西医科大学臨床検査医学講座 

 

075 尿中プロスタグランディン E 主要代謝産物(PGE-MUM)の 

潰瘍性大腸炎粘膜炎症マーカーとしての有用性 

○山田実早希 1，山井 優香 1，森田 寛子 1，赤堀つぐみ 1，伊藤 洋子 1 

森田 豊寿 1，藤原 睦憲 1，荒井 吉則 2,3，有廣 誠二 2，松浦 知和 4 
1日本赤十字社医療センター検査部，2東京慈恵会医科大学内科学講座消化器・肝臓内科 

3東急病院消化器・肝臓内科，4東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 

 

076 尿中プロスタグランディン E 主要代謝産物の喫煙者における増加 

－検診受診症例を用いた年齢，性別による解析 

○山井 優香 1，山田実早希 1，森田 寛子 1，赤堀つぐみ 1，伊藤 洋子 1 

森田 豊寿 1，藤原 睦憲 1，荒井 吉則 2,3，有廣 誠二 2，松浦 知和 4 
1日本赤十字社医療センター検査部，2東京慈恵会医科大学内科学講座消化器・肝臓内科 

3東急病院消化器・肝臓内科，4東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 
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第 8 会場（413+414 会議室） 

一般演題(口演) 病理組織検査① 

11：00～12：00 座長 小西 登(奈良県立医科大学)・山田鉄也(社会医療法人厚生会木沢記念病院) 

077 squamous morula 形成を伴った大腸腺腫の 5 例 

○望月 邦夫，近藤 哲夫，中澤 匡男 

山梨大学医学部人体病理学講座 

 

078 ヒト腸管スピロヘータ症に合併する大腸腺腫に関する臨床病理学的検討 

○緒方  衝 1，清水  健 2，中西 邦昭 1 
1防衛医科大学校医学教育部臨床検査医学講座 

2 JCHO 埼玉メディカルセンター病理診断科 

 

079 喫煙者，非喫煙者アルツハイマー病脳の神経細胞， 

グリア細胞における ABCA7 蛋白発現に関する研究 

○戸田 好信 1，竹田 真由 1，岡田 光喜 1 

赤津 裕康 2，池本 正生 1，植田 和光 3 
1天理医療大学医療学部臨床検査学科，2名古屋市立大学 

3京都大学物質-細胞統合システム拠点 

 

080 腸管症型 T 細胞リンパ腫の 1 例 

○小林  礼 1，矢野 寛樹 2 
1愛知県厚生連海南病院臨床検査技術科 

2愛知県厚生連海南病院血液内科 

 

081 急速に増大した心臓悪性リンパ腫の一剖検例 

○関  邦彦 1，早川 欽也 1，丹野 正隆 2 
1 JR 東京総合病院臨床検査科，2新百合ヶ丘病院 

 

082 顆粒球減少症を発症した CD5 陽性節性濾胞辺縁帯リンパ腫の一例 

○下  正宗 1，大山 典子 1，栄原 智文 2 
1医療法人財団東京勤労者医療会東葛病院検査診断科 
2医療法人財団東京勤労者医療会東葛病院総合診療科 
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一般演題(口演) 病理組織検査② 

13：20～14：10 座長 小木曽嘉文(長野県立こども病院)・ 

           河原邦光(大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター) 

083 プロテアーゼ K を利用した質量分析装置によるアミロイドーシス診断 

○田崎 雅義 1,2，植田 光晴 1，大林 光念 3，本川 拓誠 1，北川 敬資 1 

荻  泰裕 1，三隅 洋平 1，山下 太郎 4，安東由喜雄 1 
1熊本大学大学院生命科学研究部神経内科学分野 

2熊本大学大学院生命科学研究部保健学系生体情報解析学分野 
3熊本大学大学院生命科学研究部保健学系構造機能解析学分野 

4熊本大学附属病院アミロイドーシス診療体制構築事業 

 

084 IgD myeloma の 2 例 

○石田 光明 1,2，吉井 三幸 2，岩井 宗男 1,2 
1滋賀医科大学医学部附属病院病理部，2滋賀医科大学医学部附属病院検査部 

 

085 エコーにて良性腫瘍が疑われた，破骨型巨細胞を伴う乳癌の 1 例 

○橋爪  茜 1，佐伯 春美 1，中澤 武史 1 

冨田 茂樹 1，三宅 一徳 1，齊藤  啓 2 
1順天堂大学浦安病院検査科，2東京ベイ浦安市川医療センター検査科 

 

086 上行結腸癌に併発したと思われる，腸腰筋膿瘍の一剖検例 

○岡田  基，高村さをり，森  健一，高瀬  優 

越谷市立病院臨床検査科 

 

087 ヒト血管平滑筋細胞のアポトーシスと石灰化形成に関する検討 

○長崎 雅幸 1，矢野 彰三 3，松本 健一 5，織田 禎一 4 

原田 祐治 2，三島 清司 1，長井  篤 3 
1島根大学医学部附属病院検査部，2島根大学医学部附属病院病理部 

3島根大学医学部臨床検査医学，4島根大学医学部循環器・呼吸器外科学 
5島根大学総合科学研究支援センター・生体情報・RI 実験部門 
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第 9 会場（203 会議室） 

一般演題(口演) 遺伝性疾患 

11：00～12：00 座長 日野雅之(大阪市立大学)・横田浩充(東邦大学) 

088 ポンペ病に対する化学シャペロン療法(第 1 報)： 

NB-DNJ は変異酵素の細胞内プロセシングを正常化する 

○奥宮 敏可 1，山中万次郎 2，西岡 和輝 2 
1熊本大学大学院生命科学研究部生体情報解析学分野 

2熊本大学大学院保健学教育部検査技術学科学分野 

 

089 ポンペ病に対する化学シャペロン療法(第 2 報)： 

酵素補充との併用療法の分子メカニズム 

○西岡 和輝 1，山中万次郎 1，山川 智弘 2，奥宮 敏可 3 
1熊本大学大学院保健学教育部検査技術科学分野 

2長崎大学病院検査部，3熊本大学大学院生命科学研究部生体情報解析学分野 

 

090 血友病Ａの病因遺伝子解析に対する次世代シークエンス応用の試み 

○稲葉  浩 1，篠澤 圭子 2，萩原  剛 1 

鈴木 隆史 1，天野 景裕 1,2，福武 勝幸 1,2 
1東京医科大学臨床検査医学分野，2東京医科大学血液凝固異常症遺伝子研究寄附講座 

 

091 日本人ポンペ病に対する新生児マススクリーニング法の確立と遺伝子解析 

○山中万次郎 1，西岡 和樹 1，中村 公俊 2，遠藤 文夫 2，奥宮 敏可 3 
1熊本大学大学院保健学教育部，2熊本大学大学院生命科学研究部小児科学分野 

3熊本大学大学院生命科学研究部生体情報解析学分野 

 

092 脊髄性筋委縮症における SMN1，SMN2，NAIP，GTF2H2，SERF1 遺伝子解析 

○野口 依子 1，中町 祐司 1，林  伸英 1 

河野 誠司 1，中川  卓 2，西尾 久英 3 
1神戸大学医学部附属病院検査部，2神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科分野 

3神戸大学大学院医学研究科地域社会医学・健康科学講座疫学分野 

 

093 神経特異的 p32 ノックアウトマウスはオリゴデンドロサイト分化異常によって 

白質脳症になる 

○八木美佳子，内海  健，康  東天 

九州大学医学研究院臨床検査医学 
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一般演題(口演) 悪性腫瘍① 

13：20～14：20 座長 田部陽子(順天堂大学)・小林大介(札幌医科大学) 

094 食道がんにおける末梢血液中のがん特異的遺伝子の検出について 

○藤井 旬子 1，ダムディスレン アナラ 1，小澤 壯治 2，宮地 勇人 1 

1東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学，2東海大学医学部消化器外科 

 

095 骨髄増殖性腫瘍(MPN)における新規遺伝子変異 CALR Mutations の解析 

○長谷川寛雄 1,2，松本 成良 1，佐々木大介 1，森 沙耶香 1 

西村 典孝 1，鶴田 一人 1，小佐井康介 2，宇野 直輝 2 

森永 芳智 2，宮崎 泰司 3，柳原 克紀 1,2 
1長崎大学病院検査部，2長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床検査医学 

3長崎大学原爆後障害医療研究所血液内科学研究分野 

 

096 悪性脳腫瘍新生血管における前立腺膜特異抗原の発現 

○澤田 達男 1，竹川 義則 2 
1東京女子医科大学第 1 病理学，2横須賀市立市民病院病理診断科 

 

097 乳癌の HER2 遺伝子増幅検査における DISH 法と FISH 法の比較検討 

○藤田 優貴 1，北脇 優子 1，木脇 圭一 1 

飯島  衛 1，増田 治美 1，藤井 丈士 1,2 
1国家公務員共済組合連合会虎の門病院病理部・病理診断科 

2冲中記念成人病研究所 

 

098 非小細胞肺癌における HER2 変異検査法の確立と臨床病理学的検討 

○中村 信之 1,4，府川 孝子 1，吉本 豊毅 1 

岸  一馬 2,3，沢辺 元司 4，藤井 丈士 1,3 
1国家公務員共済組合連合会虎の門病院病理部・病理診断科 

2国家公務員共済組合連合会虎の門病院呼吸器センター内科，3冲中記念成人病研究所 
4東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科分子病態検査学分野 

 

099 大腸癌における MassARRAY Analyzer を用いた癌遺伝子変異解析 

○岡山 直子 1，宮原 悠太 1，小島奈緒美 1，西岡 光昭 1 

水野 秀一 1，末廣  寛 2，山崎 隆弘 2 
1山口大学医学部附属病院検査部 

2山口大学大学院医学系研究科臨床検査・腫瘍学分野 
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一般演題(口演) 甲状腺 

15：40～16：30 座長 村上正巳(群馬大学)・日高 洋(大阪大学) 

100 潜在性甲状腺機能低下症における動脈スティフネスからみた性差 

○正木  充 1,3,4，狩野 春艶 2，石井 里佳 2，乾  瑞起 2 

藤井 誠治 2，村上  稔 2，井垣  歩 2，和田 恭直 2 

戌角 幸治 2，増山  理 3，小柴 賢洋 1,4 
1兵庫医科大学臨床検査医学，2兵庫医科大学病院臨床検査技術部 
3兵庫医科大学 循環器内科，4兵庫医科大学病院 健診センター 

 

101 甲状腺癌における細胞分化マーカーHMGA2 の発現の検討 

○小飼 貴彦 1，廣川 満良 2，福島 光浩 3，作本 順子 1 

小林  薫 3，深田 修司 4，宮内  昭 3，菱沼  昭 1 
1獨協医科大学感染制御・臨床検査医学 

2隈病院病理診断科，3隈病院外科，4隈病院内科 

 

102 嗄声の原因精査により発見された甲状腺乳頭癌による反回神経麻痺の 1 例 

○中島  潤 1，常川 勝彦 2，木村 孝穂 2，青木 智之 3，荒木  修 3 

奈良 誠人 4，荻原 貴之 4，角野 博之 3，生駒 卓宏 3，丹羽加奈子 3 

高田 智子 3，岡田 顕也 3，町田 哲男 3，村上 正巳 2,3 
1群馬大学医学部附属病院初期研修医，2群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学 

3群馬大学医学部附属病院検査部，4群馬大学医学部附属病院感染制御部 

 

103 血清 IgG4 が高値を示したバセドウ病の 1 例 

○猪俣 啓子 1，前田 幸子 1，山下 弘幸 2，覚道 健一 3 
1医療法人福甲会やましたクリニック臨床検査科 

2医療法人福甲会やましたクリニック外科，3近畿大学医学部病理学 

 

104 臨地実習において甲状腺自己抗体陽性を指摘され 

バセドウ病発症までの経過を観察しえた１例 

○木村 孝穂 1,2，奈良 誠人 3，常川 勝彦 2，青木 智之 2 

須藤 千秋 2，武市  藍 2，井上 敏弥 2，角野 博之 2 

荻原 貴之 3，町田 哲男 2，森村 匡志 1，村上 正巳 1,2 
1群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学，2群馬大学医学部附属病院検査部 

3群馬大学医学部附属病院感染制御部 
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一般演題(口演) 性腺・内分泌 

16：40～17：40 座長 志村浩己(福島県立医科大学)・藤田清貴(群馬パース大学) 

105 液体クロマトグラフィータンデム質量分析法による 

尿中エストロゲン 3 分画同時定量のための基礎的検討 

○涌井 昌俊 1，松浦 元樹 1，本間 桂子 2，中川 央充 1 

大竹 和子 2，清水 長子 2，村田  満 1 
1慶應義塾大学医学部臨床検査医学，2慶應義塾大学病院中央臨床検査部 

 

106 ポリエチレングリコール処理によりマクロプロラクチン血症と診断された 2 症例 

○高橋 隆也，山上明日香，深澤千寿美，田中 千絵，武田 京子 

聖路加国際病院臨床検査科 

 

107 異所性 ACTH 産生腫瘍症例における ACTH 測定試薬の比較 

○福住 典子 1，佐藤伊都子 1，林  伸英 1，三枝  淳 1,2 

福岡 秀規 3，高橋  裕 4，河野 誠司 2 
1神戸大学医学部附属病院検査部，2神戸大学大学院医学研究科臨床検査医学 

3神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 
4神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学 

 

108 第二世代試薬 intactPTH と第三世代試薬 wholePTH による副甲状腺 

および甲状腺癌摘出術の迅速モニタリング評価 

○室谷 孝志，井上 彩子，吉元美知子，三橋 知明 

埼玉医科大学総合医療センター中央検査部 

 

109 インスリン測定用ラテックス試薬の基礎的検討 

○仲北 憲浩 1，岡田  亨 1，太田 善夫 2，若狹 朋子 2 
1 BML 近畿大学医学部奈良病院，2近畿大学医学部奈良病院臨床検査部 

 

110 血液透析患者におけるエリスロポエチン(EPO)製剤投与前後の 

血中 EPO 測定値(CLEIA 法)の検討 

○山本美由紀 1，降田 喜昭 1，佐藤 孝彦 2，川上 剛明 1 

堀井  隆 1，田部 陽子 2，大坂 顯通 2 
1順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床検査部，2順天堂大学医学部臨床検査医学科 
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第 10 会場（204 会議室） 

一般演題(口演) 微生物検査① 

11：00～12：00 座長 仁井見英樹(富山大学)・安原 努(昭和大学) 

111 血液培養装置 Bact/Alert 3D および BACTEC FX の比較 

○中澤 恵子 1，中村 明子 1,2，戸松 絵梨 1，安田 和成 1，森本  誠 1 

田辺 正樹 1,2，中谷  中 1，和田 英夫 3，登  勉 1,3 
1三重大学医学部附属病院中央検査部，2三重大学医学部附属病院医療安全・感染管理部 

3三重大学大学院医学系研究科検査医学講座 

 

112 血液培養装置の緊急検査室と微生物検査室の 2 台運用の検討 

○藤川 康則，土井 和仁 

大阪市立総合医療センター中央臨床検査部 

 

113 MALDI-TOF MS を用いた緑膿菌以外の Pseudomonas 属菌の同定 

○山本 正樹，松村 康史，長尾 美紀 

田中美智男，高倉 俊二，一山  智 

京都大学医学部附属病院検査部・感染制御部 

 

114 MALDI TOF/MS を用いた Acinetobacter 属菌の同定 

○川元 康嗣 1,2，赤松 紀彦 1，松田 淳一 1 

小佐井康介 1,2，森永 芳智 1,2，柳原 克紀 1,2 
1長崎大学病院検査部，2長崎大学大学院医歯薬総合研究科 

 

115 従来法と MALDI-TOF MS 法による嫌気性菌同定精度の比較検討 

○厚川 喜子 1，川上小夜子 2，浅原 美和 1 

石垣しのぶ 1，斧  康雄 3，古川 泰司 4 
1帝京大学医学部附属病院中央検査部，2帝京大学医学部附属病院感染制御部 

3帝京大学医学部微生物学講座，4帝京大学医学部臨床検査医学 

 

116 質量分析装置 MALDI バイオタイパーによる Bacterial small-colony variants の 

菌種同定能の評価 

○松本 竹久 1，菅野 光俊 1，本田 孝行 2 
1信州大学医学部附属病院臨床検査部，2信州大学医学部病態解析診断学講座 
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一般演題(口演) 微生物検査② 

13：20～14：20 座長 春木宏介(獨協医科大学越谷病院)・萱場広之(弘前大学) 

117 プラスミド性 AmpC  -ラクタマーゼ産生菌検出における 

表現型スクリーニング基準の検討 

○木村 武史 1，山田 幸司 1，倉橋 智子 1，京谷 憲子 1 

谷野 洋子 1，小森 敏明 1，松村 康史 2，藤友結実子 3 

中西 雅樹 3，稲葉  亨 3，藤田 直久 3 
1京都府立医科大学附属病院臨床検査部，2京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学 

3京都府立医科大学感染制御・検査医学教室 

 

118 カルバペネム耐性 A. baumannii の耐性機構の解析 

○楯野 英胤 1，安原  努 3，吉田 勝彦 2 

陳  戈林 1，鵜澤 龍一 1，福地 邦彦 3 
1昭和大学医学部臨床病理診断学，2昭和大学病院臨床病理検査室 

3昭和大学保健医療学部 

 

119 薬剤耐性 Acinetobacter baumannii 臨床分離菌株における耐性獲得分子機構の解析 

○浅井さとみ 1，梅澤 和夫 2，岩下 英夫 1，大橋 茉耶 3 

佐々木美夏 3，大島 利夫 3，宮地 勇人 1 
1東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学，2東海大学医学部外科学系救命救急学 

3東海大学医学部付属病院医療監査部院内感染対策室 

 

120 マクロライド系抗菌薬耐性 Moraxella catarrhalis の分離率とその耐性機構の解析 

○笠井 彩子 1，西山 宏幸 2，齋藤 良一 1 
1東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科生体防御検査学 

2日本大学病院臨床検査部 

 

121 尿培養検査から分離される腸内細菌科の検出状況と薬剤感受性 

○辻原 佳人，鈴木 美樹 

神奈川県立汐見台病院臨床検査科 

 

122 血液腫瘍内科患者の便検体監視培養における ESBL 検出状況 

○持丸 朋美，服部佳奈子，相原 正宗，木部 泰志 

山崎 美佳，山下 有加，諸熊 由子，清祐麻紀子 

西田留梨子，堀田多恵子，康  東天 

九州大学病院検査部 
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一般演題(口演) 呼吸器系検査・その他 

15：40～16：40 座長 東條尚子(東京医科歯科大学)・古川泰司(帝京大学) 

123 造血幹細胞移植患者における呼吸機能の推移や予後との関連 

○山下真理子 1，木村 信勲 1，中前 美佳 2 

中前 博久 2，髭野 泰博 1，日野 雅之 2 
1大阪市大医学部付属病院中央臨床検査部 

2大阪市立大学大学院医学研究科血液腫瘍制御学 

 

124 クロージングボリューム曲線の新しい解析法，｢加速度波形」の描出とその検討 2 

○宮本 拓弥 1，秋山 佳織 1，今井  正 2，眞鍋 紀子 2 

和田 晋一 3，横尾 智子 4，河西美代子 4 
1香川県立保健医療大学保健医療学部臨床検査学科 

2香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科 
3大阪医科大学付属病院中央検査部，4新渡戸文化短期大学臨床検査学科 

 

125 術前呼吸機能検査における換気障害保有率と検査結果の活用調査 

○石隈 まや 1，安藤  彩 1，前田 淳也 1，宇木  望 1 

西村 忠隆 1，田辺 一郎 1，川崎 誠司 1，東谷 孝徳 1 

太田昭一郎 1,2，末岡榮三朗 1,2，林 真一郎 3 
1佐賀大学医学部附属病院検査部，2佐賀大学医学部臨床検査医学講座 

3佐賀大学医学部附属病院呼吸器内科 

 

126 スペクトル解析を用いた自由行動下血圧測定(ABPM)概日リズムの 

定量評価法の有用性 

○大江 宏康，南部 裕子，堀田  宏，酒井 佳夫，和田 隆志 

金沢大学附属病院検査部 

 

127 水頭症治療用圧可変式シャントバルブに対する聴覚検査用受話器の影響について 

○小幡  進 1，小野澤裕也 1，宇治橋善勝 1，棟方 伸一 1 

石井 直仁 2，片桐 真人 2，狩野 有作 1,3 
1北里大学病院臨床検査部，2北里大学医療衛生学部医療検査学科 

3北里大学医学部臨床検査診断学 

 

128 意識水準低下時の眠気改善を目的とした冷気刺激の可能性について： 

神経生理学的パラメータを用いた検討 

○三谷 博子 1，石山 用事 2，原島敬一郎 1，岸野 智則 1 
1杏林大学保健学部生理機能検査研究室，2つくば国際大学 
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一般演題(口演) 神経系検査(脳波・筋電図) 

16：40～17：30 座長 大林光念(熊本大学)・小野澤裕也(北里大学) 

129 気分障害患者における体性感覚弁別課題を用いた P300 の検討 

○南部 裕子 1，中田 晶子 1，長澤 達也 2，大江 宏康 1 

堀田  宏 1，酒井 佳夫 1，和田 隆志 1 
1金沢大学附属病院検査部，2金沢大学附属病院神経科精神科 

 

130 皮膚電極測定による小児網膜電位図の発達的変化 

○高森 稔弘 1，宮本 直樹 1，佐藤 研吾 1 

廣岡 保明 1，福田千佐子 1，前垣 義弘 2 
1鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 

2鳥取大学医学部医学科脳神経医科学講座脳神経小児科分野 

 

131 前庭性頸筋電位が有用であった多発性硬化症の一症例 

○宮本 直樹 1，高森 稔弘 1，佐藤 研吾 1 

福田千佐子 1，廣岡 保明 1，前垣 義弘 2 
1鳥取大学医学部保健学科病態検査学講座 

2鳥取大学医学部医学科脳神経医科学講座脳神経小児科分野 

 

132 内側側頭葉てんかんにおける脳波検査での頬骨電極の試み 

○持田 智之 1，國井 尚人 2，湯浅  薫 1，眞崎  桂 1 

田島将太郎 1，渡邉 真奈 1，湯本 真人 1，矢冨  裕 1 
1東京大学医学部附属病院検査部，2東京大学医学部附属病院脳神経外科 

 

133 糖尿病症例の年齢と罹患歴が末梢神経活動電位の振幅に及ぼす影響について 

○鈴木 優大，山田 夏紀，岩田 好隆，山田理恵子 

大塚 洋子，坂本 輝彦，加藤 博之 

東京女子医科大学東医療センター 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


