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<論文＞ 

Comparison of glomerular filtration rate estimating formulas among Japanese adults without 

kidney disease. 

Fujii R, Pattaro C, Tsuboi Y, Ishihara Y, Melotti R, Yamada H, Ando Y, Ishikawa H, Ohashi 

K, Hashimoto S, Hamajima N, Barbieri G, Ghasemi-Semeskandeh D, Suzuki K. 

Clin Biochem. 2023 Jan;111:54-59. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2022.10.011. Epub 2022 Nov 

2. 

 

中部圏医療施設における寄生虫検査の現状(原著論文) 

松村 隆弘, 平田 基裕, 金森 隆樹, 林 晃司, 川井 孝太, 長嶌 和子, 井上 佳, 星 雅人 

Clinical Parasitology(1341-5190)33 巻 1 号 Page84-86(2022.12) 

 

セルブロックを活用した関節液結晶成分の保存方法と教育への応用(原著論文) 

蜂須賀 大輔, 土井 昭夫, 服部 聡, 平田 基裕, 岩崎 卓識, 長嶌 和子, 星 雅人 

医学検査(0915-8669)72 巻 1 号 Page83-89(2023.01) 

 

＜投稿 執筆 等> 

検体検査の役割と今後 (巻頭言) 

斎藤翠 

生物試料分析(0913-3763)45 巻 3 号 Page138-139(2022.06) 

 

検体検査の役割と今後 新人臨床検査技師の視点から(解説) 

勅使川原 篤志 

生物試料分析(0913-3763)45 巻 3 号 Page140-142(2022.06) 

 

この心電図異常から何を疑う？～ST-T の異常～ 

杉本邦彦 

月刊心エコー vol.23 No.10 Page998-1005(2022.10) 

 

PSG 施行安全管理と機器精度管理の課題(第 5 回) PSG 感染管理 センサ,装置の消毒(解

説) 

福本 純一 

睡眠医療(1882-2096)16 巻 4 号 Page453-459(2022.12) 

 

 



脂肪肝の評価(第 3 回) 減衰係数による脂肪肝の定量評価の実際(解説) 

杉山 博子 

超音波検査技術(1881-4506)48 巻 1 号 Page64-71(2023.02) 

 

＜全国学会・研究会 / 口頭発表＞ 

右房ストレインの臨床的意義と有用性 従来エコー指標との比較と肺高血圧合併の予測 

川嶋 真歩, 神野 真司, 栗林 真子, 中村 和広, 杉本 邦彦, 河田 祐佳, 星野 直樹, 星野 芽

以子, 高田 佳代子, 山田 晶 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学医学部循環器内科 

日本超音波医学会 第 95 回学術集会 （2022.05.20) 

 

収縮機能の保たれた急性心不全患者における左室収縮末期容積の予後指標としての意義 

神野 真司, 山田 晶, 星野 直樹, 星野 芽以子, 高田 佳代子, 杉本 邦彦, 井澤 英夫 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学医学部循環器内科 

日本超音波医学会 第 95 回学術集会 （2022.05.21) 

 

Vector Flow Mapping を用いた左室内血流動態の評価 

津田 恵里花、杉本 恵子、杉本 邦彦、前田 圭介、刑部 恵介、市野 直浩、山田 晶、鈴木 

康司 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学病医療科学部、藤田医科大学医学部循環器内科 

日本超音波医学会 第 95 回学術集会 （2022.05.21) 

 

動脈硬化の早期診断に関する検討 －プラーク形成の予測について－ 

藤田 優、杉本 恵子、刑部 恵介、高井 洋次、前田 圭介、近藤 百華、津田 恵里花、鈴木 

康司、市野 直浩 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学病医療科学部、藤田医科大学医学部循環器内科 

日本超音波医学会 第 95 回学術集会 （2022.05.21) 

 

当院での病棟派遣検査技師に関する取り組み 

佐藤 聖子, 細井 光沙, 下村 奈千恵, 杉本 邦彦, 杉浦 縁, 藤田 孝, 畑 忠善 

藤田医科大学病院 臨床検査部、藤田医科大学ばんたね病院 臨床検査部 

第 71 回 日本医学検査学会（2022.05.21) 

 

パニック値報告運用改善活動 血液、凝固検査 

寺島 みさき, 大澤 道子, 齊藤 翠, 藤田 孝 

藤田医科大学病院 臨床検査部 



第 71 回 日本医学検査学会（2022.05.21) 

 

パニック値報告の運用改善活動 生化学検査 

藤田 裕佳, 齊藤 翠, 大澤 道子, 藤田 孝 

藤田医科大学病院 臨床検査部 

第 71 回 日本医学検査学会（2022.05.21) 

 

生理食塩液相当法でのカラム凝集法における IgG 抗体による凝集増強の影響 

小嶋 隼人, 松浦 秀哲, 杉浦 縁, 藤木 翔太 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学病院医療科学部、藤田医科大学ばんたね病院 

第 71 回 日本医学検査学会（2022.05.21) 

 

2 種の APTT 試薬での乖離検体の解析 

堺澤 克磨, 佐藤 聖子, 水谷 有希, 寺島 みさき, 蜷川 澄玲, 井上 優花, 大澤 道子, 藤田 

孝 

藤田医科大学病院 臨床検査部、藤田医科大学岡崎医療センター臨床検査部 

第 71 回 日本医学検査学会（2022.05.21) 

 

胆嚢内乳頭状腫瘍の一例 

光岡 大貴，刑部 恵介，杉山 博子，朝田 和佳奈，鈴木 雅大，安井 駿豊，小林 晟奈，尾

崎 友美，佐野 友亮，杉本 邦彦 

藤田医科大学病院臨床検査部，藤田医科大学医療科学部 

第 47 回 日本超音波検査学会（2022.05.27) 

 

脂肪肝診断における超音波減衰係数肝線維化評価の有用性 

杉山 博子，朝田 和佳奈，安井 駿豊，光岡 大貴，佐野 友亮，杉本 邦彦  

藤田医科大学病院臨床検査部 

第 47 回 日本超音波検査学会（2022.05.27) 

 

MSLT(Multiple Sleep latency Test)でナルコレプシーを疑ったが経鼻的持続陽圧呼吸療法

(CPAP)導入にて改善された 1 症例 

藤田 志保, 細田 奈未, 福本 純一, 三重野 ゆうき 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学病院呼吸器内科・アレルギー科 

日本睡眠学会第 47 回定期学術集会 (2022.07.01) 

 

ループスアンチコアグラントを伴う症例における種凝固検査結果の解釈に難渋した 2 症例 



佐藤 聖子, 水谷 有希, 大澤 道子, 岡本 晃直, 勝田 逸郎, 多賀谷 知樹, 山際 暁子, 日比

野 将也, 植西 憲達, 冨田 章裕 

藤田医科大学病院臨床検査部，藤田医科大学血液内科，藤田医科大学腎臓内科，藤田医科大

学救急総合内科 

第 23 回日本検査血液学会学術集会(2022.07.30) 

 

尿沈渣中に小集塊状の出現様式を示した IgA-κ型多発性骨髄腫の一例 

井上 優香, 長嶌 和子, 櫻井 昌代, 佐藤 聖子, 藤田 孝, 星雅人 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学医療科学部 

第 13 回日本臨床一般検査学会(2022.08.27) 

 

7 日間 Holter ECG:RAC5203(日本光電)と Heartnote(JSR)の比較検討 

近藤 彩乃, 武田 淳, 切柳 佑美, 中村 和広, 大平 佳美, 北川 文彦, 藤田 孝 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学岡崎医療センター臨床検査部 

日本医療検査科学会第 54 回大会 (2022.10.09) 

 

アミノグリコシド系抗菌薬使用により APTT に偽延長を認めた一例 

土井 洋輝, 水谷 有希, 佐藤 聖子, 大澤 道子, 藤田 孝, 伊藤 弘康 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学医学部臨床検査科 

日本医療検査科学会第 54 回大会 (2022.10.09) 

 

ALP における IFCC 法実測値と IFCC 法換算値の乖離について 

井上 結以, 齊藤 翠, 藤田 孝, 伊藤 弘康 

藤田医科大学病院 臨床検査部、藤田医科大学医学部臨床検査科 

日本医療検査科学会第 54 回大会 (2022.10.09) 

 

全自動尿中有形成分分析装置試作機における鏡検法との乖離の解析 上皮細胞・円柱・細

菌・精子に関して 

寺島 みさき, 長嶌 和子, 櫻井 昌代, 井上 優花, 作石 敏明, 大澤 道子, 仲本 賢太郎, 藤

田 孝, 伊藤 弘康, 星 雅人 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学医療科学部、藤田医科大学医学部臨床検査科 

日本医療検査科学会第 54 回大会 (2022.10.09) 

 

全自動尿中有形成分分析装置試作機の性能評価 上皮細胞・円柱・細菌に関して 

井上 優花, 長嶌 和子, 櫻井 昌代, 寺島 みさき, 作石 敏明, 大澤 道子, 仲本 賢太郎, 藤

田 孝, 伊藤 弘康, 星 雅人 



藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学医療科学部、藤田医科大学医学部臨床検査科 

日本医療検査科学会第 54 回大会 (2022.10.09) 

 

臓器提供施設連携体制構築事業における事例発生時の現場支援 

吉川 充史, 纐纈 一枝, 加藤 櫻子, 宮島 由佳, 剣持 敬 

藤田医科大学病院 臨床検査部、藤田医科大学病院 移植医療支援室、藤田医科大学 移植再

生医学 

第 58 回日本移植学会総会 (2022.10.08) 

 

睡眠中に突然出現した中枢性睡眠時無呼吸症候群の一例 

細田奈未，藤田志保，福本純一 

藤田医科大学病院 臨床検査部 

第 3 回日本睡眠検査学会学術集会（2022.11.12） 

 

急性冠症候群患者における CCU 入室時の心筋ミオシン結合蛋白 C(cMyC)と短期予後との

関係 

石原 裕也, 北川 文彦, 中村 和広, 久野 貴弘, 坂口 英林, 成瀬 寛之, 石井 潤一 

藤田医科大学病院臨床検査部，藤田医科大学岡崎医療センター臨床検査部、藤田医科大学医

療検査学科臨床病態解析学分野、トヨタ車体吉原診療所 

第 69 回日本臨床検査医学会学術集会(2022.11.18) 

 

冠疾患集中治療室入院患者の予後評価における血中心筋ミオシン結合蛋白 C 濃度測定の有

用性 

中村 和広，北川 文彦, 石原 裕也, 久野 貴弘, 坂口 英林, 成瀬 寛之, 石井 潤一 

藤田医科大学病院臨床検査部，藤田医科大学岡崎医療センター臨床検査部 藤田医科大学医

療科学部医療検査学科臨床病態解析学分野，トヨタ車体吉原診療所 

第 69 回日本臨床検査医学会学術集会(2022.11.18) 

 

イムノクロマト法による SARS-CoV-2 抗原定性検査キットの性能比較 

稲垣 薫乃，石田 秀和, 東本 祐紀, 長谷川 瞳, 土井 洋輝, 和久田 光毅, 水谷 謙明, 藤田 

孝, 竹村 正男, 齋藤 邦明, 伊藤 弘康 

藤田医科大学病院臨床検査部，藤田医科大学医療科学部、藤田医科大学医学部微生物学講座、

藤田医科大学医学部臨床検査科 

第 34 回日本臨床微生物学会総会・学術集会 (2023.02.04) 

 

＜全国学会・研究会 / シンポジスト・パネリスト等＞ 



超音波検査者教育 検査士取得から継続教育、指導検査士取得への挑戦 

「教育機関における腹部超音波教育の取り組み」（ワークショップ） 

杉山博子，刑部恵介，鈴木雅大，安井駿豊，小林晟奈，光岡大貴，葛谷貞二， 川部直人，

橋本千樹，廣岡芳樹 

藤田医科大学病院臨床検査部，藤田医科大学医療科学部，藤田医科大学医学部消化器内科学 

日本超音波医学会第 95 回学術集会 （2022.05.21) 

 

胆嚢がんとの鑑別が困難な胆嚢疾患とその超音波所見 

「胆嚢癌と黄色肉芽腫性胆嚢炎の経腹壁超音波所見の比較」（ワークショップ） 

鈴木雅大，刑部恵介，杉山博子，朝田和佳奈，安井駿豊，小林晟奈，葛谷貞二， 川部直人，

橋本千樹，廣岡芳樹 

藤田医科大学病院臨床検査部超音波センター，藤田医科大学医学部消化器内科学，藤田医科

大学医療科学部医療検査学科 

日本超音波医学会第 95 回学術集会 （2022.05.21) 

 

RCPC この検査結果から見える病態とは  

「睡眠検査」（ワークショップ） 

細田 奈未 

第 71 回 日本医学検査学会 （2022.05.22) 

 

みんなの睡眠検査・睡眠障害のスクリーニング検査 

「簡易呼吸モニターを理解しよう」（ワークショップ） 

 藤田 志保 

第３回 日本睡眠検査学会 学術集会（2022.11.12） 

 

 

＜全国学会・研究会 / ポスター発表＞ 

POT 法による MRSA の分子疫学的解析 

松井 建二郎, 新谷 知世, 濱岸 真奈美, 櫻井 亜樹, 鈴木 匡弘 

藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学医学部微生物学講座 

第 34 回日本臨床微生物学会総会・学術集会 (2023.02.04) 

 

Clinical Utility to Analyze Left Ventricular Time-Volume CurveDerived from 

Echocardiography in Patients With Aortic Regurgitation 

Shinji Jinno, Akira Yamada, Kunihiko Sugimoto，Chihiro Nakashima，Yuka Kawada,Sayuri 

Yamabe, Naoki Hoshino, Meiko Hoshino, Kayoko Takada, Hideo Izawa  



藤田医科大学病院臨床検査部、藤田医科大学医学部循環器内科 

第 87 回日本循環器学会学術集会 （JCS2023） 


