
学会名 学会長 実行委員長 担当地区 会場 開催日 曜日 一般演題数 参加者数

1 福岡県臨床衛生検査学会 宮原 道明 須崎　忠 北九州 北九州市国際会議場 1991年3月31日 日 63 507

2 福岡県臨床検査学会 宮原 道明 近藤 正治 筑後 石橋文化センター 1992年3月8日 日 44 406

3 福岡県臨床検査学会 宮原 道明 長尾　正 筑豊 田川青少年文化ホール 1993年3月14日 日 25 307

4 福岡県臨床検査学会 宮原 道明 中島　繁 福岡 福岡県看護等研究研修センター 1994年2月27日 日 33 344

1995年3月11日 土

1995年3月12日 日

6 福岡県臨床検査学会 宮原 道明 須崎　忠 北九州 北九州市八幡医師会館 1996年3月17日 日 32

7 福岡県臨床検査学会 占部 勇二 安武　恵 筑後 久留米大学医学部　教育2号館 1997年3月9日 日 21 333

8 福岡県臨床検査学会 占部 勇二 中原　利昭 福岡 福岡県看護等研究研修センター 1998年3月29日 日 41

9 福岡県臨床検査学会 占部 勇二 眞名子　順一 筑豊 飯塚市コミュニティセンター（中央公民館） 1999年3月14日 日 40

2000年3月18日 土

2000年3月19日 日

11 福岡県臨床検査学会 占部 勇二 若林　太 北九州 北九州市門司文化センター 2001年3月18日 日 42 367

12 福岡県臨床検査学会 占部 勇二 大田 喜孝 筑後 久留米大学医学部教育1号館 2002年3月17日 日 39 285

13 福岡県医学検査学会 占部 勇二 伊藤　勉 福岡 福岡県看護等研究研修センター 2003年3月16日 日 38 416

14 福岡県医学検査学会 占部 勇二 眞名子　順一 筑豊 イイヅカコミュニティセンター 2004年3月14日 日 35 274

15 福岡県医学検査学会 長迫 哲朗 福臨技 九州大学医学部百年講堂 2005年3月13日 日 32 293

16 福岡県医学検査学会 長迫 哲朗 松尾　裕也 北九州 北九州市リバーウォーク芸術劇場 2006年3月19日 日 37 309

17 福岡県医学検査学会 長迫 哲朗 梶村 克成 筑後 国際医療福祉大学(大川キャンパス） 2007年6月17日 日 35 384

18 福岡県医学検査学会 長迫 哲朗 伊藤 勉 福岡 ナースプラザ福岡 2008年6月15日 日 23 319

19 福岡県医学検査学会 長迫 哲朗 石田　美千代 筑豊 のがみプレジデントホテル 2009年6月28日 日 40 372

20 福岡県医学検査学会 長迫 哲朗 福臨技 福岡天神ビル 2010年7月25日 日 33 403

21 福岡県医学検査学会 長迫 哲朗 柳本 孝子 北九州 ＫＭＭビル 2011年7月3日 日 43 480

22 福岡県医学検査学会 長迫 哲朗 倉重 康彦 筑後 久留米大学医学部　教育一号館 2012年6月24日 日 56 605

23 福岡県医学検査学会 友松 哲夫 川島 博信 福岡 福岡大学病院 2013年6月30日 日 40 599

24 福岡県医学検査学会 友松 哲夫 桑岡　勲 筑豊 のがみプレジデントホテル 2014年6月15日 日 36 458
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30 福岡県医学検査学会 佐藤 房枝 赤池　一男 北九州 web開催
2020年12月7日～
　　　　12月20日

一般演題3３ 685

31 福岡県医学検査学会 田代 恭子 佐藤 謙一 筑後 web開催
202２年６月１８日
～
　　　　６月2６日

一般演題32 477

319桑岡　勲 筑豊 のがみプレジデントホテル 2019年6月30日 日

福岡県医学検査学会28

29 福岡県医学検査学会 西浦 明彦

聖マリア大学

434

544日2018年7月1日純真学園大学

2016年6月26日 日

5042017年7月2日 日

福岡

友松 哲夫 柳本 孝子 北九州

北里 謙二西浦 明彦

26

12

福岡県医学検査学会

10 福岡県臨床検査学会 占部 勇二 仁田坂　勝己 福臨技 福岡県看護研究研修センター

25 福岡県医学検査学会 友松 哲夫 梶村 克成 福臨技

産業医科大学

27 福岡県医学検査学会 西浦 明彦 池上 新一 筑後

372

499

福岡県医学検査学会（※第1回は、福岡県臨床衛生検査学会，第2回から第12回は，福岡県臨床検査学会として開催）

5 福岡県臨床検査学会 宮原 道明 福臨技 福岡県看護研究研修センター 29

純真学園大学 2015年6月28日 日


