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第51回大分県臨床検査学会運営事項

【Ⅰ】学会参加者の方へ

１、会員の受付は８：30より行います。会員の参加費は無料です。
２、非会員の方は参加費として5,000円を頂きます。（抄録代は別に1,000円）。
３、駐車場は近隣の駐車場をご利用ください。

【Ⅱ】演者・座長・司会者の方へ

今学会の研究発表と討論は、第51回大分県臨床検査学会講演集ならびに統一スラ
イドに基づいて発表・討論して頂きます。発表するにあたり下記の要領にしたがって
ください。

１、演者・座長・司会者は、会場受付において出欠の確認、及びスライド受付を行
いますので20分前までには必ず受付をすませて下さい。演者はスライドを試
写して確認して下さい。

２、発表時間は下記のとおり厳守して下さい。一般演題は７分以内として６分でベ
ル１回、７分でベルを２回鳴らします。質疑応答を含め１演題10分の予定で
す。

３、スライドについて
Ａ）本学会の発表はすべて液晶プロジェクターで行います。
Ｂ）プレゼンデータは「Microsoft　Windows　10」で操作します「Microsoft　

PowerPoint」で作成してください。Mac OSは使用できません。
　　持込みは、CD－Rで可能ですが動画が含まれている場合は動作保証をでき

かねますので、原則的にパソコン持込みとします。
Ｃ）PC操作は演台上で演者自身が行ってください。（共同発表者が操作して

も可）
Ｄ）スライド受付はHDにインストールしますので、事前にスライドをお送りく

ださい。
４、演者および座長について

Ａ）最初の演者及び座長は、発表開始10分前に次演者席及び次座長席に着席し
て下さい。

Ｂ）次演者は、前演者の講演が始まると同時に次演者席に、次座長は、前座長
の担当時間開始と同時に次座長席に着席して下さい。

Ｃ）追加発表者及び質疑者は座長の指示に従って下さい。この際、施設名及び
氏名を明らかにしたのち発言して下さい。

Ｄ）座長は演者を紹介する場合は〇〇技師と呼称して下さい。
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【Ⅲ】その他

１、会場呼び出しについて
　会場呼び出しは緊急時以外は迷惑になりますのでお互いにご遠慮下さい。やむを
得ない場合は会場受付まで申し出て下さい。

【Ⅳ】学会会場
　会場：B-Con Plaza（ビーコンプラザ）　中会議室

【アクセス】
〒874-0828 大分県別府市山の手町12-1
別府(大分県)駅西口から徒歩約19分
東別府駅出口から徒歩約41分
別府大学駅出口から徒歩約58分



－4－

第 51回　大分県臨床検査学会　テーマ「飛翔」
8：30 ～
9：15 ～

9：30 ～  10：10

10：10 ～ 10：20

10：20 ～ 10：30
10：30 ～ 10：50

10：50 ～ 11：00
11：00 ～ 12：00

12：15 ～ 13：15

1３：30 ～ 14：20

14：20 ～ 14：30

14：30 ～ 14：40

15：00 ～ 15：50

15：50 ～

1.
2.
3.
　
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

1.
2.
3.

　4.

氏　名

福良　剛志
森崎　愛美
八坂　　愛

井本　達也

細田有香里

八尋　隆明
弓　　友香

後藤　彰公
小林　伸也

松原　由紀
福田　　零
八尋　隆明

永岡沙祐里

遠藤　　啓

岩崎　信子
加納査恵子
木村　沙織
山下　広光

施 設 名

大分県厚生連　鶴見病院
野口病院
大分大学病院

別府医療センター

九州大学病院別府病院

厚生連　鶴見病院
別府医療センター

大分医療センター
大分医療センター

大分中村病院
別府医療センター
厚生連　鶴見病院

西別府病院

大分県立病院

大分記念病院
長門記念病院
大分県立病院
大分赤十字病院

期  日：令和２年３月８日（日曜日）9:30 ～ 16:00
会  場：別府ビーコンプラザ　中会議室

「標準採血法ガイドライン改定の要点」
　講師：千葉　正志　先生　（一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 執行理事）
　座長：佐藤　元恭　技師　（大分県臨床検査技師会会長）

受付
開会あいさつ

（公社）大分県臨床検査技師会会長  ・  学会長　あいさつ

演　題　名
【臨床生理部門】
座長　河村　真美（アルメイダ病院）

「ホルター心電図で ST 変化を捉えられた 2 症例」
「超音波検査にて甲状腺乳頭癌と鑑別困難だった良性病変の 1 症例」
「呼気一酸化窒素ガス分析に影響する因子および測定値と
  好酸球比率との対比」

「生理検査室におけるヒヤリハット発生状況について」

【生物化学分析部門】　
座長　大塚　哲大（アルメイダ病院）

「シカフィット LD-IFCC」「シカリキッド ALP-IFCC」
の基礎性能評価
　（休憩）

【病理細胞診部門・臨床一般部門】
座長　大森　博人（（株）リンテック大分ラボラトリー）　

「６時間未満のホルマリン固定条件における核酸品質の検討」
「癌性髄膜症を発症した尿路上皮癌の 1 症例」
（休憩）

【特別講演】
大分県における C 型肝炎撲滅へ向けての取り組み
        ～ micro-elimination のススメ～
　講師：清家　正隆　先生　（大分循環器病院　副院長）
　座長：伊賀上　郁　技師　（大分県立病院）

【ランチョンセミナー】  ニプロ（株）

【臨床微生物部門】 
座長　金内　弘志（別府医療センター） 

「腹水より分離された　　　　　　　　　　の１症例」 
「中間尿より分離された　　　　　　    non-O1，non-139
  の１症例」  

「緊急搬送されてきた浸襲性髄膜炎菌感染症の 1 例」 
「当院における透析液清浄化維持への取り組み」
「弱アルカリ性ミネラルウォーターの長期飲用が及ぼす
  腸内細菌叢の変動と抗肥満効果」

【臨床血液部門】  
座長　佐藤　隆子（厚生連鶴見病院） 

「5q- 及び -7 を伴う MDS の一症例」 
【輸血細胞治療部門】 
座長　友松　将一（新別府病院）　

「当院における分割製剤運用変更後の現状と課題」

【シンポジウム】　　　　テーマ：　「飛び出せ検査室」
司会　谷　好子（野口病院）　上山　由香里（大分大学病院）

当院における臨床検査技師の (ＮＳＴ活動 ) への取り組み
糖尿病療養士としての取り組み 
当院における臨床検査技師の ICT・AST 活動 
当院における臨床検査技師の医療安全（MRM 活動）
への取り組み 

閉会あいさつ

Listeria monocytogenes
Vibrio cholerae
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