
講演・発表履歴

日時 場所 主催者・テーマ等 講演・発表内容

99.09.16 阿久根 第6回介護保険・市民講座 介護保険と医療ビッグバン 講演

99.06.26 静岡 第10回３県合同血液セミナー 診断支援システムの現状と将来について 講演

99.06.16 鹿屋 武田薬品勉強会 糖尿病ー最新の治療 講演

99.06.03 鹿児島
鹿児島大学医学部附属病院看護部研
修会

介護保険と在宅医療 講演

99.05.12 広島
第48回日本臨床衛生検査技師学会総
会ナイトセミナー

座長

99.04.6-
07.13

１１こま 鹿児島純心短大生活学科 生活と医学Ⅱ 講義

99.04.17 秋田
第8回ウオーターフロントカンファレ
ンス

感染症対策におけるコンピュータシステムの応用
シンポジ
スト

99.04.13
-7.13

１３こま 鹿児島女子短大生活学科 医学一般 講義

99.03.26 鹿児島 今給黎病院勉強会 介護保険と医療ビッグバン 講演

99.02.26 名古屋 第14回日本環境感染症学会総会
コンピュータによる院内感染症の制御ー鹿児島感染症制
御システムKICSの構築

発表

99.02.22 鹿児島 笠木地区公民館 健康教室 講演

99.02.21 阿久根
鹿児島県技師会冬季研修会一般公開
講座

「生活習慣病」ー高齢化社会に向けての医療の移り変わ
り

講演

99.02.06 鹿児島
第36回日本臨床病理学会九州支部例
会

介護保険と医療ビッグバン
シンポジ
スト

98.12.05 福岡 九州血液血管研究会 コンピュータシステムを用いたDIC基準の評価および作成 発表

98.11.20 神戸 第18回医療情報連合大会
検査室内情報化の取り組みと将来への展望ー電子カルテ
の溝築を目指して

発表
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日時 場所 主催者・テーマ等 講演・発表内容

98.11.13 高知 第４５回日本臨床病理学会総会 R-CPC 司会

98.11.12 高知 第４５回日本臨床病理学会総会 コンピュータシステムを用いたDIC基準の評価および作成 発表

98.11.12 高知 第４５回日本臨床病理学会総会 R-CPC 発表

98.10.19 東京 第１回エキスパートエンジン研究会 preDIC診断支援 発表

98.10.17 熊本 第9回九州血管血栓フォーラム コンピュータシステムを用いたDIC基準の評価および作成 発表

98.10.14
Kuala
Lumpur

8 th Asian Pacific Congress of
Clinical Chemistry

Intelligent Laboratory Automation using HIPOCLATES 招待講演

98.10.06
-1.28

14こま 鹿児島女子短大 臨床栄養学各論 講義

98.09.19 佐賀 第2回九州微生物検査システム研究会 微生物検査の付加価値をいかに高めるか
シンポジ
スト

98.09.18 東京 第30回日本臨床検査自動化学会
検査室内情報化の取り組みと将来への展望ー電子カルテ
の溝築を目指して

発表

98.09.09 肝属 肝属郡医師会病院医局勉強会 糖尿病の最新の治療について 講演会

98.09.08 鹿児島 糖尿病教室 糖尿病ー病気と治療の最新情報 講演会

98.09.04 東京 感染症とDIC 座談会

98.07.15 福岡
第１８回日本臨床化学学会ナイトセ
ミナー

知的検査システムとは？ セミナー

98.07.04 佐賀 第２回感染症情報システム研究会
２１世紀の感染症検査および感染症情報はどうあるべき
か

シンポジ
スト

98.06.27 沖縄
第４２回日本臨床病理学会九州支部
総会

エキスパートシステムを用いたDIC基準の評価および作成 発表
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日時 場所 主催者・テーマ等 講演・発表内容

98.06.12 阿久根
鹿児島県臨床検査技師会川北薩地区
生涯教育研修会

救急医療と検査値の見方 講演

98.04.24 富山
日本臨床病理学会臨床検査情報学専
門部会　第１６回学術集会

臨床検査データベースの有効利用ー付加価値サービスの
評価と諸問題への対応ーDIC診断支援システムへの活用

講演

98.04.11 鹿児島 鹿児島臨床検査技師会勉強会 座長

98.04.7-
98.07.14

１１こま 鹿児島純心女子短大生活学科 生活と医学Ⅱ 講義

98.03.30 高知 The 1st Cherry Blossom Symposium Intelligent Clinical Laboratory Information System
発表（ポ
スター）

98.01.24 京都
厚生省特定疾患、血液疾患調査研究
班血液凝固異常平成９年度分科会

仮説演繹法によるDIC基準の作成 発表

98.01.19 鹿児島
平成９年度国立大学付属病院医療情
報処理部門連絡会議

検査室内情報化の取り組みと将来への展望ー電子カルテ
の溝築を目指して

発表

97.12.07 鹿児島
鹿児島県臨床検査技師会微生物研究
班教育講演

細菌感染症と抗生物質 講演

97.11.27 神戸 第１７回医療情報学連合大会 総合生理機能支援システムPLATONの基本設計と将来構想 発表

97.11.20 鹿児島 イリス、いきいき健康教室 「糖尿病」について 講演

97.10.7-
98.1.27

１２こま 鹿児島女子短大 臨床栄養学各論 講義

97.10.30 神戸 第４４回日本臨床病理学会総会 総合生理機能支援システムPLATONの基本設計と将来構想 発表

97.10.18 熊本 平成９年度血液ガス分析教育講演 救急医療と検査 講演

97.10.17 鹿児島 第２４回鹿児島血栓症研究会 DICの診断基準を見直す 発表

97.10.12 鹿児島
第４回ウエルネス・ネットワーク研
修会

「生活習慣病」ー高齢化社会に向けての医療の移り変わ
り

講演
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日時 場所 主催者・テーマ等 講演・発表内容

97.09.11 横浜 第２９回日本臨床検査自動化学会
臨床検査におけるエキスパートシステム開発の現状とそ
の可能性

発表

97.08.27 鹿児島 鹿屋・肝属地区栄養士会
”生きている”とはどういうことか？ー食べて動くこと
のカラクリにゆいて

講演

97.07.11 鹿児島
中山、自由が丘、魚見健康教室合同
研修会

高齢化社会に向けて 講演

97.06.28 長崎
第４１回日本臨床病理学会九州支部
総会

総合生理機能支援システムPLATONの将来構想 発表

97.05.31 福岡 第１２回血液凝固線溶講演会 血液凝固理論とその検査法の新しい展開 講演

97.05.22 鹿児島 第１回田上めいゆう会 痴呆について 講演

97.04.8-
07.15

１１こま 鹿児島純心短大生活学科 生活と医学Ⅱ 講義

97.03.20 台北 第１回東シナ海臨床化学会議
新システムHIPo.CLATESを用いてのエキスパートシステム
の開発

発表

97.03.09 東京 第28会　日本検査医会教育セミナー 臨床検査のシステム化と臨床検査
LUNCHEON
SEMINAR

97.03.01 浜松
第６回ウｵータフロントカンファレン
ス

自動搬送システムがもたらすダウンサイジング
シンポジ
スト

97.02.21 鹿児島
鹿児島市中央保健所谷山保健セン
ター

高齢者の疾患と、健やかな高齢期を送るために 講演

97.02.07 福岡 97NECメディカルシステムズフェア 在宅医療とコンピュータネットワーク 講演

97.01.22 鹿屋 鹿屋・肝属地区栄養士会 高齢化社会の到来とその問題点 講演

96.6.612 肝属 肝属郡医師会病院勉強会 糖尿病の治療と診断 講演

96.11.14 鹿児島 桜ヶ丘健康教室 高齢化社会の到来とその問題点 講演
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日時 場所 主催者・テーマ等 講演・発表内容

96.09.28 鹿児島 第７回阿蘇・凝固シンポジウム 座長

96.09.10 鹿児島 第８回鹿児島肝臓病同好会 腫瘍マーカー：その有用性と問題点 講演

96.08.29 幕張 第２８回日本臨床検査自動化学会
電解質測定におけるゾーン法データ検証システムの有用
性の評価

発表

96.08.18 鹿児島 鹿児島県歯科衛生師会 在宅医療と老人疾患 講演

96.05.11 熊本 九州臨床生化学学会 座長

96.01.27 佐賀
第５回ウｵータフロントカンファレン
ス

座長

95.12.16 岩手 岩手県臨床検査技師会 救急医療と臨床検査 講演

95.11.21 名古屋 第１５回医療情報学連合大会
鹿児島大学附属病院「総合臨床検査システム」の概要と
将来への展望

発表
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