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学会発表 

 

1. 村上信哉, 森岡隆人, 橋口公章, 重藤寛史, 酒田あゆみ, 天野敏之, 中溝玲, 秦暢宏, 

佐々木富男. 「頭皮上脳波モニタリングで側方性の診断が困難であった内側側頭葉

てんかん：低侵襲性深部電極同時記録による解析」第36回日本てんかん外科学会：

岡山市. 2013.1.17.（一般口演） 

2. 諸熊由子, 門脇雅子, 木部泰志, 持丸朋美, 清祐麻紀子, 堀田多恵子, 康東天. 「早期

に発見、介入し得た多剤耐性Achromobacterの事例」第58回日本臨床検査医学会九

州地方会 第24回日本臨床化学会九州支部総会：那覇市. 2013.2.9.（一般口演） 

3. 石垣卓也, 丸山奏恵, 松本信也, 門司宜久, 小野美由紀, 山中基子, 栗原正子, 堀田

多恵子, 康東天. 「臨床所見と合わない異常高値を示したASTのアノマリー解析」第

58回日本臨床検査医学会九州地方会 第24回日本臨床化学会九州支部総会：那覇市. 

2013.2.9.（一般口演） 

4. 前田トモ子, 牛之濵さやか, 渡邉恵利子, 板倉朋子, 萩尾渚, 酒田あゆみ, 堀田多恵

子, 康東天. 「オートトリガー型イベントレコーダー（SPIDERFLASH）の使用経験」

第58回日本臨床検査医学会九州地方会 第24回日本臨床化学会九州支部総会：那覇

市. 2013.2.9.（一般口演） 

5. 木部泰志, 持丸朋美, 諸熊由子, 清祐麻紀子, 門脇雅子, 堀田多恵子, 康東天.

「C.DIFF QUIK CHEK COMPLETEを用いたGDH抗原検査の有用性に関する検証」

第58回日本臨床検査医学会九州地方会 第24回日本臨床化学会九州支部総会：那覇

市. 2013.2.9.（一般口演） 

6. 清祐麻紀子, 三宅典子, 諸熊由子, 門脇雅子, 山田孝明, 安永幸恵, 権藤多栄, 豊田

一弘, 下野信行, 林純. 「血液腫瘍内科病棟におけるClostridium difficileアウトブレ

イクとその関連因子の検討」第28回日本環境感染学会総会：横浜市. 2013.3.1-2.（一

般口演） 

7. 山口恭子, 青木香苗, 池松陽子, 江頭貞臣, 平安山知子, 岩﨑浩己, 赤司浩一. 「九州

大学病院における安全で適正な輸血・細胞治療を目指した新システムの構築」第61

回日本輸血・細胞治療学会総会：横浜市. 2013.5.16-18.（一般口演） 

8. 原田靖子, 小野美由紀, 山中基子, 石垣卓也, 門司宜久, 丸山奏恵, 松本信也, 堀田

多恵子. 「3剤併用療法における2種類のHCV-RNA定量法の比較」第62回日本医学検

査学会：高松市. 2013.5.18-19.（一般口演） 

9. 小野美由紀, 堀田多恵子, 横田浩充, 泉正和, 梶川達志, 棟方伸一, 東谷孝徳. 「臨床

検査値共有化に向けたJLAC10コードの付番の現状と問題点について」第62回日本

医学検査学会：高松市. 2013.5.18-19.（一般口演） 

10. 重藤寛史, 酒田あゆみ, 森岡隆人. 「Usefulness of long term video EEG monitoring 
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and factors for consideration」第54回日本神経学会総会：東京. 2013.5.31.（招待講

演） 

11. 市山正子, 大賀正一, 松永由佳, 金城唯宗, 落合正行, 堀田多恵子, 浦田美秩代, 古

賀結, 西村美香, 康東天, 原寿郎. 「小児遺伝性血栓症スクリーニングのための

proteinC, proteinS及びantithrombin活性値」第23回日本産婦人科・新生児血液学会：

奈良市. 2013.6.8.（一般口演） 

12. アニタラハマワティ, 樗木晶子, 澤渡浩之, 柳井愛香, 西坂麻里, 橋口暢子, 小野淳

二, 黒田裕美, 宮園真美, 安藤真一. 「Unusual Sleeping as a Protective Effort 

against Nocturnal Desaturation in Down Symdrome.」日本睡眠学会第38回定期学術

集会：秋田市. 2013.6.27-28.（ポスター発表） 

13. 橋本そのみ, 安藤真一, 西坂麻里, 柳井愛香, 梶原佑介, 村上枝里, 植栁泰, 船越公

太. 「睡眠時無呼吸症患者における昼間の眠気との関連と夜間尿回数上昇の原因と

検討」日本睡眠学会第38回定期学術集会：秋田市. 2013.6.27-28.（ポスター発表） 

14. 村上枝里, 柳井愛香, 梶原佑介, 西坂麻里, 安藤真一. 「心疾患患者での低呼吸の新

ルール適用の影響についての考察」日本睡眠学会第38回定期学術集会：秋田市. 

2013.6.27-28.（ポスター発表） 

15. 柳井愛香, 梶原佑介, 村上枝里, 植栁泰, 西坂麻里, 安藤真一. 「睡眠時無呼吸症候

群の治療継続率に与えた因子の検討」日本睡眠学会第38回定期学術集会：秋田市. 

2013.6.27-28.（ポスター発表） 

16. 山﨑美佳, 中村みほ子, 村澤聡子, 木部真由, 木部泰志, 山下有加, 持丸朋美, 諸熊

由子, 清祐麻紀子, 堀田多恵子. 「VITEK MS導入後の報告日数の変化と経済効果に

ついて」第23回福岡県医学検査学会：福岡市. 2013.6.30.（一般口演） 

17. 松本信也, 山中基子, 丸山奏恵, 門司宜久, 石垣卓也, 小野美由紀, 堀田多恵子.「全

自動キャピラリー電気泳動装置minicapの性能評価とセルロースアセテート膜電気

泳動法との比較検討」第23回福岡県医学検査学会：福岡市. 2013.6.30.（一般口演） 

18. 中村みほ子, 山﨑美佳, 村澤聡子, 木部真由, 木部泰志, 山下有加, 持丸朋美, 諸熊

由子, 清祐麻紀子, 堀田多恵子. 「九州大学病院における過去9年間の耐性菌検出状

況」第23回福岡県医学検査学会：福岡市. 2013.6.30.（一般口演） 

19. 藤瀬雅子, 渡邉久美子, 藤本明子, 増本道子, 堀田多恵子. 「全自動血液凝固測定装

置COAGTRON-180における血液凝固第Ⅷ因子活性測定の評価」第23回福岡県医学

検査学会：福岡市. 2013.6.30.（一般口演） 

20. 服部佳奈子, 石垣卓也, 山中基子, 小野美由紀, 栗原正子, 堀田多恵子. 「3種類の第

4世代HIV測定試薬の基礎的検討」第23回福岡県医学検査学会：福岡市. 2013.6.30.

（一般口演） 

21. 森岡隆人, 下川能史, 濱村威, 佐山徹郎, 村上信哉, 重藤寛史, 橋口公章, 酒田あゆ

み. 「迷走神経刺激療法目的で紹介され開頭手術を行った3症例」第8回日本てんか
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ん学会九州地方会：福岡市. 2013.7.13.（一般口演） 

22. 村上信哉, 森岡隆人, 重藤寛史, 萩原綱一, 上原平, 酒田あゆみ, 板倉朋子, 渡邉恵

利子, 鈴木諭. 「結節性硬化症に伴う難治性の笑い発作に対して前頭葉の焦点切除術

を行った1症例」第8回日本てんかん学会九州地方会：福岡市. 2013.7.13.（一般口演） 

23. 牛之濵さやか, 肥後太基, 前田トモ子, 堀田多恵子, 樋口妙, 藤吉大輔, 井手友美, 

田ノ上禎久, 砂川賢二, 富永隆治, 康東天. 「左室補助装置装着下で心臓移植に至っ

た心不全患者における移植術前後の運動耐容能に関する検討」第19回日本心臓リハ

ビリテーション学会学術集会：仙台市. 2013.7.13-14.（一般口演） 

24. 石垣卓也, 服部佳奈子, 山中基子, 小野美由紀, 堀田多恵子, 康東天. 「第4世代検査

試薬「ルミパルスHIV Ag/Ab」の基礎性能および早期検出能評価」第53回日本臨床

化学会 年次学術集会：徳島市. 2013.8.30-9.1.（一般口演） 

25. 内海健, 康東天. 「mtCK(mitochondria creatine kinase)の前立腺がんにおける発現様

式」第53回日本臨床化学会：徳島市. 2013.8.30-9.1.（一般口演） 

26. Yanai, A., Murakami, E., Kajiwara, Y., Ueyanagi, Y., Nishizaka, M., Ando, S.

「Influence of application of the new rule for Hypopnea in Cardiac patients.」World 

Congress on Sleep Medicine：Valencia, Spain. 2013.9.28-10.2.（ポスター発表） 

27. Uchiumi, T., Amamoto, R., Song, Y. H., Oda, Y., Yokomizo, A. Naito, S. 「The mtCK 

expression is down-regulated in prostate cancer progression and correlated with 

mitochondrial OXPHOS function」第72回日本癌学会:横浜市, 2013.10.3-5,（ポスタ

ー発表） 

28. 清祐麻紀子.「大学病院における臨床検査技師の役割（ICTの活動）」第48回日臨技

九州支部医学検査学会：福岡市. 2013.10.5-6.（招待口演） 

29. 門司宜久, 山中基子, 松本信也, 小野美由紀, 堀田多恵子, 康東天. 「ラテックス比

濁法を原理としたCK-MB測定試薬「LタイプワコーCK-MB mass」の基礎的検討」

第48回日臨技九州支部医学検査学会：福岡市. 2013.10.5-6.（一般口演） 

30. 山下有加, 木部真由, 木部泰志, 山﨑美佳, 村澤聡子, 持丸朋美, 諸熊由子, 清祐麻

紀子, 堀田多恵子, 康東天. 「全自動遺伝子解析装置GENECUBE導入後の効果」第

45回日本臨床検査自動化学会：横浜市. 2013.10.11-12.（一般口演） 

31. 小野美由紀.「水質変動に伴う分析データの変化」第45回日本臨床検査自動化学会：

横浜市. 2013.10.11-12.（招待講演） 

32. 藤島章義, 増本道子, 青木義政, 辛島貴人, 棚町啓之, 相原正宗, 須田正洋, 堀田多

恵子, 康東天. 「総合血液学検査装置搬送ライン（SCAD-2-2）の使用経験」第45回

日本臨床検査自動化学会：横浜市. 2013.10.11-12.（一般口演） 

33. 上原平, 渡邉恵利子, 板倉朋子, 酒田あゆみ, 茶谷裕, 萩原綱一, 鎌田崇嗣, 重藤寛

史, 飛松省三, 吉良潤一. 「もの忘れ患者におけるてんかん性異常の検討」第47回日

本てんかん学会：北九州市. 2013.10.12.（一般口演） 
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34. 森岡隆人, 下川能史, 濱村威, 佐山徹郎, 酒田あゆみ. 「非痙攣性てんかん重積状態

（NCSE）脳神経外科でみる非けいれん性てんかん重積状態」第47回日本てんかん

学会：北九州市. 2013.10.12.（招待講演） 

35. 村上信哉, 森岡隆人, 重藤寛史, 橋口公章, 萩原鋼一, 上原平, 酒田あゆみ, 板倉朋

子, 渡邉恵利子. 「非侵襲性深部電極同時記録からみた内側側頭葉てんかんにおける

頭皮上脳波モニタリングの限界」第47回日本てんかん学会：北九州市. 2013.10.12

（一般口演） 

36. 浦田美秩代, 古賀結, 西村美香, 渡邉久美子, 藤瀬雅子, 藤本明子, 堀田多恵子, 内

海健, 康東天.「小児の血栓性素因解析」第60回日本臨床検査医学会学術集会：神戸

市. 2013.10.31-11.3. （一般口演） 

37. 後藤和人, 星澤早紀, 堀田多恵子, 内海健, 康東天. 「フ ローサイトメトリーFACS

を用いた細胞内活 性酸素測定系の構築」第60回日本臨床検査医学会：神戸市. 

2013.10.31-11.3.（一般口演） 

38. 康東天. 「臨床検査医/検査部長の立場から望むこと：臨床検査学サイエンティスト

の養成」第60回日本臨床検査医学会学術集会：神戸市. 2013.10.31-11.3.（招待講演） 

39. 康東天. 「項目コード（JLAC10)を用いた多施設間検査情報のための取り組みと問

題点」第60回日本臨床検査医学会学術集会：神戸市. 2013.10.31-11.3.（招待講演） 

40. 山中基子, 石垣卓也, 服部佳奈子, 小野美由紀, 堀田多恵子, 康東天. 「第4世代HIV 

Ag/Ab測定試薬の比較検討」第60回日本臨床検査医学会学術集会：神戸市. 

2013.10.31-11.3.（一般口演） 

41. 諸熊由子, 清祐麻紀子, 門脇雅子, 堀田多恵子, 康東天. 「福岡地区感染対策ネット

ワークにおける耐性菌サーベイランス集計報告」第60回日本臨床検査医学会学術集

会：神戸市. 2013.10.31-11.3.（一般口演） 

42. 星澤早紀, 後藤和人, 堀田多恵子, 内海健, 康東天. 「ミトコンドリアDNA翻訳調節

タンパク質p32の自然免疫における機能 解析 」第60回日本臨床検査医学会：神戸

市. 2013.10.31-11.3.（一般口演） 

43. 前田トモ子, 牛之濵さやか, 渡邉恵利子, 板倉朋子, 萩尾渚, 酒田あゆみ, 堀田多恵

子, 康東天. 「オートトリガー型イベントレコーダーを用いた発作性心房細動のカテ

ーテルアブレーション治療後の経過観察」第60回日本臨床検査医学会学術集会：神

戸市. 2013.10.31-11.3. （一般口演） 

44. Kang, D. 「REAL1 and p32:factors for mitochondrial ribosome assembly」The 10th 

Conference of the Asian Society of Mitochondrial Research and Medicine(A-mit),：

Seoul, Korea. 2013.11.4.（招待講演） 

45. Matsushima, Y., Hatakeyama, H., Takeshita, E., Kitamura, T., Kobayashi, K., 

Yoshinaga, H.Goto, Y.-i.「Leigh-like syndrome associated with calcification of the 

bilateral basal ganglia caused by compound heterozygous mutations in 
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mitochondrial poly(A) polymerase」第13回日本ミトコンドリア学会年会：東京都. 

2013.11.6-7.（ポスター発表） 

46. Uchiumi, T.Kang, D. 「p32/gC1qR is indispensable for fetal development and 

mitochondrial translation: importance of its RNA binding ability」第13回日本ミトコ

ンドリア学会年会：東京. 2013.11.6-7.（招待講演（英語）） 

47. 清祐麻紀子, 持丸朋美, 諸熊由子, 門脇雅子, 西田留梨子, 下野信行. 「全自動血液

培養装置VersaTREKにおける臨床検体を用いた評価」第83回日本感染症学会西日本

地方会学術集会：大阪市. 2013.11.6-8. （一般口演） 

48. 酒田あゆみ. 「学会認定医・認定技師を受験する人のために」脳波専門分野問題の

概要とポイント」第43回日本臨床神経生理学会学術大会 第50回日本臨床神経生理

学会技術講習会：高知市. 2013.11.6-9.（招待講演） 

49. 重藤寛史, 酒田あゆみ. 「薬物投薬下のPSG」第43回日本臨床神経生理学会学術

大会：高知市. 2013.11.6-9.（招待講演） 

50. Matsushima, Y., Hatakeyama, H., Takeshita, E., Kitamura, T., Kobayashi, K., 

Yoshinaga, H.,  Goto, Y.-i. 「Leigh-like syndrome associated with calcification of 

the bilateral basal ganglia caused by compound heterozygous mutations in 

mitochondrial poly(A) polymerase」第36回日本分子生物学会：神戸市. 2013.12.3-6.

（招待講演（英語）） 

51. 青木香苗, 山口恭子, 池松陽子, 江頭貞臣, 堀田多恵子, 平安山知子, 岩﨑浩己, 赤

司浩一, 康東天. 「Rh(-)患者の生体肝移植を経験して～麻酔管理システムを活用し

た輸血管理～」日本輸血・細胞治療学会 九州支部会 第60回総会・第81回例会：

鹿児島市. 2013.12.14.（一般口演） 

 

 

学会以外のシンポジウム・セミナー 

 

1. 向野隆彦, 白石渉, 鎌田崇嗣, 林信太郎, 進村光規, 茶谷裕, 上原平, 萩原綱一, 重

藤寛史, 吉良潤一, 渡邉恵利子, 板倉朋子, 酒田あゆみ, 芥川宣子. 「健忘症状を呈
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