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会　　告

第 20 回臨床微生物迅速診断研究会総会のご案内（第 2 報）

臨床微生物迅速診断研究会

会長　岡田　淳

　第 20 回臨床微生物迅速診断研究会総会を下記のプログラムにより開催いたしますので、

ご案内申し上げます。

記

会　期：平成 19 年 7 月 6 日（金）〜7 日（土）

会　場：京都府立医科大学附属病院図書館ホール

〒602-0857　京都市上京区広小路河原町西入　TEL (075) 212-5404

総会長：藤田 直久（京都府立医科大学臨床分子病態・検査医学教室）

参加費：7 月 6 日（金）のイブニングセミナーと総会の参加 4,000 円（交流会費含む）

　　  イブニングセミナーのみの参加 1,000 円（交流会費含む）

　　　　7 月 7 日（土）の総会当日のみ参加 3,000 円

事務局：〒602-8566　京都市上京区河原町通り広小路上ル梶井町 465

　　京都府立医科大学附属病院 臨床検査部　小森 敏明

　　TEL (075) 251-5654　　FAX (075) 251-5687

E-mail  tkomori@koto.kpu-m.ac.jp



第 20 回　ARMAM 総会　お知らせ（第 2 報）

 2/10



第 20 回　ARMAM 総会　お知らせ（第 2 報）

 3/10

　　　　　　　　　　　　日程・プログラム 　　　　　　　　　　　

7 月 6 日（金）　　会場：KKR 京都 くに荘

時　間 内　容 　　座長・司会

14:00〜16:00 幹事会

16:00〜16:30 受　付

16:30〜18:45 イブニングセミナー　　田中 美智男（京都大学医学部附属病院検査部）

　　小森 敏明 (京都府立医科大学附属病院臨床検査部)

19:00〜21:00 交流会

7 月 7 日（土） 会場：京都府立医科大学附属病院図書館ホール

時　間 内　容 　　座長・司会

8:30〜 受　付

8:55〜9:00開会の辞

9:00〜9:40一般演題（１） 　　村瀬 光春

（愛媛大学医学部附属病院）

9:40〜10:20 一般演題（２） 　　川上 由行

　　（信州大学医学部保健学科病因・病態検査学講座）

10:20〜11:00 一般演題（３） 　　森　伴雄

　　（多摩成人病研究所）

11:00〜11:30 一般演題（４） 　　山住 俊晃

　　（医療法人育和会記念病院） 　

11:30〜11:50 ARMAM 賞受賞講演　　藤田 直久

　　（京都府立医科大学臨床分子病態・検査医学教室）

11:50〜13:00 昼　食

13:00〜13:30 総　会

13:30〜14:30 教育講演 　　一山　智

　　（京都大学医学研究科臨床病態検査医学）

14:30〜15:00 特別講演 　　山根 誠久

　　（琉球大学医学部附属病院臨床検査医学分野）

15:00〜17:00 シンポジウム 　　渡邉 邦友

　　（岐阜大学生命科学総合実験センター）

17:00〜17:05 閉会の辞

◎　機器試薬・カタログ展示　　9:00〜17:00
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◎「KKR 京都　くに荘」の HP とアクセス

http://www.kuniso.com/index.htm
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◎京都府立医科大学附属病院図書館ホールの HP とアクセス

http://www2.kpu-m.ac.jp/~library/index.html
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プログラム

　　　　　　　　　7 月 6 日（金）：KKR 京都 くに荘 　　　　　　　　　

16:30〜18:45　イブニングセミナー　      

「感染症の遺伝子検査」

座長　田中 美智男　（京都大学医学部附属病院検査部）

　小森　敏明　　(京都府立医科大附属病院学臨床検査部)

１．直接 RT-PCR 法による糞便中ノロウイルス検出キットの開発

　　　株式会社島津製作所　分析計測事業部　ライフサイエンス研究所

　　　○中山 博之、白崎 良成、児嶋 浩一、外池 宏司、西村 直行

２．核酸クロマト法によるノロウイルスの測定

　　　株式会社カイノス　学術部

　○松尾 圭一

３．TRC 法の抗酸菌検査とノロウイルス検査への応用

　　　東ソー株式会社バイオサイエンス事業部

　○伊藤 俊一

４．核酸増幅検査における環境管理・精度管理の在り方

―SeptiFast キットの紹介を通じて―

　　　ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 MD 事業部・学術部

　　　○林 邦彦

５．BD GeneOhm MRSA detection kit の MRSA アクティブサーベイランスへの応用

　　　日本 BD　ダイアグノスティックシステム事業部

　　　○澤田 直登

６．LAMP 法を用いた途上国向け結核菌遺伝子検出試薬の開発

　　　栄研化学株式会社・生物化学研究所

　　　○神田 秀俊

19:00〜21:00　交流会
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　　 7 月 7 日（土）：京都府立医科大学附属病院図書館ホール 　 

8:55〜9:00開会の辞

9:00〜9:40一般演題（１）

座長　村瀬 光春（愛媛大学医学部附属病院）

１．沖縄県におけるバンコマイシン耐性腸球菌の疫学調査

　　琉球大学医学部附属病院検査部1)

　　琉球大学医学部臨床検査医学分野2)

　　沖縄耐性菌研究会3）

　　○木佐貫 京子1), 3) 、比嘉 美也子1), 3) 、仲宗根 勇1), 3) 、山根 誠久2)

２． セフォキシチンのディスク法判定基準変更によるMRSA判別能力に関する検討

　　京都府立医科大学附属病院臨床検査部1)

　　京都府立医科大学臨床分子病態・臨床検査医学2)

　　○山田 幸司1)、小森 敏明1)、牛山 正二1)、木村 武史1)、倉橋 智子1)、廣瀬 有里1)、

京谷 憲子1)、安本 都和1)、藤田 直久2)

３．呼吸器材料を用いたMRSA選択分離培地の比較検討

　　健康保険八代総合病院　検査部

　　○木下 まり、村上 直美

４．「ChromID ESBL 培地」の基礎的検討

　　信州大学病院臨床検査部1)

　　信州大学医学部保健学科病因病態検査学講座2)

　　○春日 恵理子1)、松本 竹久1)、岡部 忠志1)、日高 惠以子1)、山内 一由1)、本田 孝行1)、

小穴 こず枝2)、川上 由行2)

9:40〜10:20 一般演題（２）

座長　川上 由行（信州大学医学部保健学科病因・病態検査学講座）

５．PFGE型に比較的多様性のあるMDRPの混合尿路感染を確認した症例

　　国家公務員共済組合連合会虎の門病院臨床感染症部

　　○馬場 勝、米山 彰子

６．喀痰の材料評価と抗酸菌PCR検査結果への影響

　　西神戸医療センター臨床検査技術部

　　○国宝 香織、山本 剛、岡本 絢子、福田 恵理、阪下 哲司
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７．コバスTaqMan MTB法の基礎的検討

京都大学医学部附属病院検査部1)

京都大学医学研究科臨床病態検査医学2)

　　○樋口 武史1)、丹羽 紀実1)、前田 重隆1)、田中 美智男1)、藤原 尚子2)、一山  智2)

８．糞便中のノロウイルスを4時間で検出可能なRT‐PCR法キット

　　「Ampdirect TechnologyノロウイルスG1、G2検出試薬キット」の評価

　　メデカジャパン・ラボラトリー総合研究所

○ 山田 透、大塚 広樹、大國 壽士

10:20〜11:00 一般演題（３）

座長　森  伴雄（多摩成人病研究所）

９． Clostridium difficile toxin A+B 検出試薬, TOX A／B QUIK CHEK「ニッスイ」

の一次性能評価

　　琉球大学医学部附属病院検査部 1)

　　琉球大学医学部臨床検査医学分野 2)

　　○仲宗根 勇 1)、潮平 知佳 2)、山根 誠久 2)

10．β溶連菌キットのセロアイデンストレプトキット’栄研’とプロピレックス「アスカ」

の比較検討について

　　埼玉医科大学病院中央検査部細菌検査室

○渡辺 典之、橋北 義一、高橋 俊、岸 悦子、舘 良美、小山 幸枝、樽本 憲人、

山口 敏行、前崎 繁文

11．2006年末より2007年にかけて流行したA型インフルエンザの遺伝子解析

　　獨協医科大学臨床検査医学1)

　　獨協医科大学臨床検査部2)

　　獨協医科大学医学総合研究所3)

　　○菱沼 昭1)、吉田 敦1)、大美賀 成実1)、家入 蒼生夫1) 、大内 友二2)、及川 信次2)、

小池 宰子3)、 生田目 貴3)

12．地域内でのインフルエンザ迅速診断データ共有化の試み

　　京都市立病院　臨床検査科

　　○林 彰彦
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11:00〜11:30 一般演題（４）

座長　山住 俊晃（医療法人育和会記念病院）

13．アガリクス茸抽出成分飲用による血中β-D-グルカン濃度の影響

　　島根大学病院検査部1)

　　三重大学医学部付属病院総合診療部2)

　　○柴田 宏1)、古瀬 英行1)、谷口 由紀1)、伊藤 睦子1)、長井 篤1)、飯島 慶郎2)

14．大手前病院における過去10年間の原虫検出例 − Isospora 症例を中心に −

　　大手前病院 中央検査部 微生物検査室

　　○亘 秀夫、村田 葉子、門脇 明子、山中 喜代治

15．感染対策チーム（ICT）活動の中での迅速な検査結果報告の有用性について

西神戸医療センター臨床検査技術部1)

　 西神戸医療センター看護部2)

　　○山本 剛1)、熊木 まゆ子2)、國寶 香織1)、福田 恵理1)、岡本 絢子1)、佐藤 翔太1)、

阪下 哲司1)

11:30〜11:50 ARMAM 賞受賞講演

座長　藤田 直久（京都府立医科大学臨床分子病態・検査医学教室）

「マイクロリングANを用いた嫌気性無芽胞グラム陰性桿菌群のレベル1簡易同定の提案」

田中 香お里（岐阜大学生命科学総合研究支援センター　嫌気性菌研究分野）

11:50〜13:00 昼　食

13:00〜13:30 総　会

13:30〜14:30 教育講演

座長　一山  智（京都大学医学研究科臨床病態検査医学）

「改正感染症法 −どう変わったのか− 」

荒川 宜親（国立感染症研究所細菌第二部 部長）

14:30〜15:00 特別講演

座長　山根 誠久（琉球大学医学部附属病院臨床検査医学分野）

「ARMAM20 年の歩み」

岡田  淳（臨床微生物迅速診断研究会 会長）
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15:00〜17:00 シンポジウム

「これからの微生物迅速診断の方向」

司会　渡邉 邦友（岐阜大学生命科学総合実験センター）

１．塗抹検査

小松  方（ファルコバイオシステムズ総合研究所）

２．薬剤感受性検査

仲宗根  勇（琉球大学医学部附属病院検査部）

３．遺伝子検査

大楠 清文（岐阜大学大学院医学研究科病態制御学分野）

４．結核菌検査

御手洗  聡（（財）結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンスセンター細菌検査科）

17:00〜17:05 閉会の辞


