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第25回国立病院臨床検査技師協会九州支部学会プログラム 
メインテーマ   【変革は九州から！】 

会   期   ：   平成26年7月5日（土）・6日（日） 

会   場   ：   熊本医療センター（2Ｆ研修ホール）  
 

第1日目  ７月5日 （土） 

09：30～  受 付         

09：55～10：00  開会式 

10：00～12：00  一般演題 Ⅰ  

 

（生理1）  座長 ： 平澤 五美技師 （福岡東医療センター） 

1. ホルター心電図検査にて確認できた嚥下関連性頻脈の一症例 

    鹿児島医療センター  宮崎いずみ 

2. 閉塞性肥大型心筋症の経過観察に心エコー検査が有用であった一例 

    長崎川棚医療センター  柿本 望美                           

3. 心エコー図検査で経過観察できた周産期心筋症の2例 

    鹿児島医療センター   橋本 恵美           

4. 当院の生理検査室における患者満足度アンケート調査 

    九州医療センター   的野 千裕  

5. 小児の睡眠ポリグラフにおける各チャンネルの信号不良発生率についての 

検討 

    福岡病院     田中 佳織  

6. hyper acute T waveを記録し得た急性冠症候群の一症例 

           九州医療センター   廣重 春菜  

 

 

     （一般）  座長 ： 加藤 裕一技師 （九州医療センター） 

7. 尿培養検査と尿定性検査の比較検討について    

     長崎医療センター  江島 遥 

8. 緊急髄液検査における細胞数算定時に細菌性髄膜炎を疑った症例  

          長崎医療センター   浦崎 航  

9. 髄膜浸潤が認められたDLBCLとATLの2症例 

            熊本医療センター   田原 彩華 
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 （血液）  座長 ： 前田 美保子技師 （福岡東医療センター） 

10. 形態所見から示唆することができたAML:t(6;9)(p23;q34);DEK-NUP214の 

一症例 

    長崎医療センター   柴尾 あゆみ 

11.  Ph染色体陽性を呈した治療関連AML/MRCの1例 

             鹿児島医療センター   福田 勝 

12.  播種性非結核性抗酸菌症による血球貪食リンパ組織球症を合併した再発 

性多発軟骨炎の一例             

    九州医療センター  籾井 美里 

 

 

12：00～13：00  昼 食 

 

13：00～14：30  一般演題 Ⅱ 

 

     （細菌）  座長 ： 若松 朋大技師 （九州がんセンター） 

13.  Mycobacterium leprae（らい菌）塗抹検査における蛍光染色法の検討 

         菊池恵楓園    亀山 彰 

14.  骨髄抑制期間の患者に発生したNeisseria elongata菌血症の一例 

           熊本医療センター     林 秀幸 

15.  職員健診におけるインタ－フェロンγ遊離試験に関する検討 

            福岡東医療センター  松尾 龍志 

16.  工藤PD培地に発育しにくいMycobacterium tuberculosisの一症例 

           東佐賀病院     師岡 津代子 

 

（病理）  座長 ： 清家 直樹技師 （福岡病院） 

17.  腹膜悪性中皮腫の一剖検例 

            長崎医療センター   木佐木 智仁 

18.  LBC標本を用いた免疫染色自動化の検討 

    熊本医療センター   中島 一樹 

19.  組織切片自動薄切装置導入による作業効率の検討 

    九州がんセンター   藤本 翔大 

20.  上皮型悪性中皮腫の１例 

    都城病院    伊藤 健輔 

21.  肺濾胞性リンパ腫の1例 

    沖縄病院    岸本 明久 
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14：40～15：40  特別講演 

  『 血液疾患臨床40年を振り返って 』 

   講師 ： 河野 文夫 名誉学会長 （国立病院機構熊本医療センター院長） 

   司会 ： 横溝 勝  学会長 （国立病院臨床検査技師協会九州支部会長） 

 

15：50～16：50      式典 

       学術奨励賞受賞講演 

  『 膣原発と考えられた無色素性黒色腫amelanotic melanomaの1症例 』 

古屋 優加 （九州医療センター） 

 

16：50～17：50      平成26年度国立病院臨床検査技師協会九州支部会総会 

18：30～21：00      意見交換会（交通センターホテル） 
 

第2日目  7月6日 （日） 

 08:30～10:50  一般演題 Ⅲ 

     （生理2）  座長 ： 竹内 保統技師 （鹿児島医療センター） 

22.  超音波検査における乳房内血管肉腫の一例 

    九州がんセンター   桂木 愛美 

23.  乳腺腺様嚢胞癌の一例 

    福岡東医療センター   本多 千尋 

24.  進行乳癌加療中に薬剤性心筋症を来たした一症例 

    熊本南病院    西村 実紗 

25.  沖縄病院における神経・筋エコーの取り組み 

    沖縄病院    中村 洸太 

26.  当院で経験したGroove Pancreatic Carcinomaの1例 

    嬉野医療センター   桂田 絵美菜 

27.  当院で経験したIgG4関連自己免疫性膵炎(1型AIP）の3症例 

 ―超音波検査の有用性について－        

    嬉野医療センター   前田 春奈 

28.  小腸悪性リンパ腫の一例 

              福岡東医療センター  植田 亮子  

 

 

     （生化学）  座長 ： 石川 喜久技師 （大分医療センター） 

29.  認知症における甲状腺機能低下症とビタミン低値関連性の検討 

    菊池病院    久野 稔之 

30.  当院における検体検査自動化搬送システムの再構築と効果 

    長崎医療センター   楠 千恵子 
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31.  新規CK-MB試薬の有用性に関する基礎的検討 

    福岡東医療センター  鬼塚 千明 

32.  血清クレアチニン値小数点以下2桁表記にむけて 

    九州医療センター   服部 雄城 

 

     （免疫・輸血） 座長 ： 森 聖二技師  （長崎医療センター） 

33.  免疫細胞療法における臨床検査技師の役割 

    九州がんセンター   和田 龍昇 

34.  ABO血液型検査の異常反応により抗e+抗Dibの保有を発見できた1症例 

    熊本医療センター   福永 佳緒莉 

35.  電子カルテ導入における輸血運用の構築 

    九州がんセンター   立山 弘樹 

 

11:00～12:20      シンポジウム 

  『検査部門の変革と診療支援』－イノベーションそしてエボリューションー 

         座長 ： 廣瀬 英治 先生 熊本保健科学大学 

         座長 ： 東原 悦子 技師長 国立病院機構熊本南病院 

 1. ISO受審に向けて 

       熊本大学付属病院  池田 勝義 技師長 

 2. これからの人材育成 

        国家公務員共済熊本中央病院    増永 純夫 技師長 

 3. 患者中心のチーム医療 

       国立病院機構長崎医療センター 中村 孝男 副技師長 

 4. 医師との信頼関係構築 

        国立病院機構九州医療センター  松下 義照 副技師長 

 

 12:20～           閉会式 
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微生物検査研究班合同企画 （学会閉会後同一会場にて開催） 

 

   会 期 ： 平成26年7月6日（日） 

   会 場 ： 熊本医療センター（2Ｆ研修ホール） 

 

 13:30～14:00    

 第一部  微生物検査サーベランス解析報告会 

 

 14:00～15:00 

    第二部  講演会 

  演 題 ： 「感染症診断に有用なグラム染色の基礎知識」 

  講 師 ：    公立玉名中央病院 診療技術部 臨床検査科    

永田 邦昭 技師長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


