
日　程　表

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 第８会場 第９会場 第１０会場 第１1会場
ホール棟 1F

大ホール
ホール棟 2F

小ホール
ホール棟 4F
国際会議室

ビル棟 4F
401＋402

ビル棟 4F
403＋404

ビル棟 B1F
第2・3展示場

ビル棟 B1F
第4・5展示場

ビル棟 6F
602

ビル棟 6F
603

ビル棟 B1F
第1展示場

ビル棟 B1F
第1展示場

  9：00 9：00

10：00 10：00

11：00 11：00

12：00 12：00

13：00 13：00

14：00 14：00

15：00 15：00

16：00 16：00

17：00 17：00

18：00 18：00

19：00 19：00

開会式

教育講演1
「形質細胞腫瘍の診断と治療の進歩」
座長：村上博和（群馬大）
演者：中世古知昭（国際医療福祉大）

教育講演2
「悪性腫瘍と血栓症」

座長：松野一彦（北海道大）
演者：朝倉英策（金沢大附属病院）

特別講演1
「私の歩んできた道」

座長：北村　聖（国際医療福祉大）
演者：髙久史麿（公益社団法人地域医療振興協会）

ランチョンセミナー 1
共催：シスメックス（株）

大会長講演
「検査血液のアクティブラーニング�

きて・みて・学ぼう」
座長：中原一彦（東京大）
演者：北村　聖（国際医療福祉大）

学会賞授賞式・受賞講演

教育講演3 
【学術委員会企画】

「業務，教育，研究における個人情報・患者試料の取り扱い方」
座長：宮地勇人（東海大），横田浩充（東邦大）
演者：中前美佳（大阪市立大/大阪市立大医学部附属病院）
　　　通山　薫（川崎医科大）

教育講演4
「新DIC診断基準の評価とDIC診断の�

問題点」
座長：福武勝幸（東京医科大）
演者：和田英夫（三重大）

イブニングセミナー 1
共催：ベックマン・コールター（株）

テクニカルセミナー 1
「標準化委員会報告�
―2018年度の提言」

座長：通山　薫（川崎医科大/日本検査血液学会）
演者：近藤　弘（関西医療大/日本検査血液学会）
　　　高見昭良（愛知医科大）
　　　山﨑　哲（日本検査血液学会）
　　　家子正裕（北海道医療大）

ランチョンセミナー 2
共催：（株）シノテスト

ワークショップ1
「自動血球分析装置の限界と�

将来の展望」
座長：近藤　弘（関西医療大）
　　　稲葉　亨（京都府立医科大）
演者：稲葉　亨（京都府立医科大）
　　　荒井智子（慶應義塾大病院）
　　　菅原新吾（東北大病院）
　　　永井　豊（日本光電工業（株）/日本検査血液学会）
　　　常名政弘（東京大医学部附属病院）

一般演題1
O1-1～4
赤血球1

一般演題2
O2-1～4
白血球

ランチョンセミナー 3
共催：ロシュ・ダイアグノスティックス（株）

ワークショップ2
「女性のライフイベントと�
ワークライフバランス」

座長：田部陽子（順天堂大）
　　　牟田正一（別府医療センター）
演者：大山美香（埼玉協同病院）
　　　千葉泰彦（横浜市立市民病院）
　　　熊谷雅美（日本看護協会）
　　　小野佳一（東京大医学部附属病院）

認定技師更新試験

ランチョンセミナー 4
共催：積水メディカル（株）

一般演題3
O3-1～4
凝固・線溶1

一般演題4
O4-1～4
凝固・線溶2

一般演題5
O5-1～4
凝固・線溶3

一般演題6
O6-1～4
凝固・線溶4

イブニングセミナー 2
共催：�日本新薬（株）�

メディカル・サイエンス部

イブニングセミナー 3
共催：第一三共（株）

一般演題7
O7-1～4
検査技術1

一般演題8
O8-1～5

遺伝子・染色体1

ランチョンセミナー 5
共催：アイ・エル・ジャパン（株）

一般演題9
O9-1～4
検査技術2

一般演題10
O10-1～5
血小板1

一般演題11
O11-1～4
白血病1

一般演題12
O12-1～4
その他1

ランチョンセミナー 6
共催：（株）LSIメディエンス

一般演題13
O13-1～4
白血病2

一般演題14
O14-1～5
白血病3

一般演題15
O15-1～4
リンパ腫1

一般演題16
O16-1～4
リンパ腫2

一般演題17
O17-1～4
リンパ腫3

一般演題18
O18-1～4
骨髄腫

形態診断の 
ためのケース 
カンファレンス 

(標本観察)

＜症例解説①＞

＜症例解説②＞

＜症例解説③＞

＜鏡検①＞

＜鏡検②＞

＜鏡検③＞

ポスター貼付

ポスター閲覧

指定施設認定委員会 
アンケート結果報告

ポスター発表

　　　　持ち込み 
標本お悩み相談室 

（大宮編）
　  　　　持ち込み 
標本お悩み相談室 

（大宮編）
　  　　　持ち込み 
標本お悩み相談室 

（大宮編）

　  　　　持ち込み 
標本お悩み相談室 

（大宮編）
　  　　　持ち込み 
標本お悩み相談室 

（大宮編）
　  　　　持ち込み 
標本お悩み相談室 

（大宮編）
　  　　　持ち込み 
標本お悩み相談室 

（大宮編）

細胞スケッチDojo

情報交換会
会場：パレスホテル大宮 4F ローズルーム

形態診断の 
ためのケース 
カンファレンス 

(標本観察)

 

 

 

 

 

初～中級者向け 
白血病シャワー症例検討会

※ …2018年度認定血液検査技師更新試験　指定研修会対象講演
※ …2018年度骨髄検査技師更新試験　指定研修会対象講演
※ …日本専門医機構　臨床検査専門医認定・更新に係る講習会

8：50～9：00
9：00～9：50

9：50～10：40

10：50～11：30

11：45～12：35

12：50～13：40

13：50～14：30

14：30～15：20

15：20～16：10

17：10～18：00

9：00～10：40

11：45～12：35

13：50～15：50

9：00～9：48

9：50～10：38

11：45～12：35

13：50～15：30

17：10～18：10

9：00～9：48

9：50～10：38

11：45～12：35

13：50～14：38

14：40～15：28

17：10～18：00 17：10～18：00

9：00～9：48

9：50～10：50

11：45～12：35

13：50～14：38

14：40～15：40

9：00～9：48

9：50～10：38

11：45～12：35

13：50～14：38

14：40～15：40

9：00～9：48

9：50～10：38

13：50～14：38

14：40～15：28

9：00～11：30 9：00～9：30

9：40～10：10

13：00～13：30

10：10～11：30

13：00～14：20

14：30～15：50

11：00～16：20

16：20～17：00

16：00～17：00

9：30～10：00

10：00～10：30

10：30～11：00

14：00～14：30

14：30～15：00

15：00～15：30

15：30～16：00

18：30～20：30

9：00～11：00

12：50～16：20

2018年7月21日（土）


