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日本医療検査科学会第 54回大会　事前参加登録のご案内

　第 54 回大会では、一般参加の皆様は参加登録（大会参加者情報の入力）が必要になります。
　参加登録の受付は、8 月下旬頃の開始を予定しております。（抄録集発刊と同時リリース）
　大会当日の受付は大変な混雑が予想されますので、9 月 16日までの事前登録がおススメです。

9月 16 日までのご登録の場合：当日の入場手続きが不要 !!
　　　　　　　　　　ネームカードとネームホルダーの事前発送
　　　　　　　　　　ランチョンセミナーの事前予約が可能（整理券も事前発送いたします）

　9 月 17 日以降のご登録の場合： ご来場当日、専用受付にてネームカードとホルダーの受け渡し
（ランチョンセミナーの事前予約は出来ません）

　当日受付の場合： スマートフォンまたは PC にて参加者ご登録手続き→受付にてネームカード
ホルダーの受け渡し（ランチョンセミナーの事前予約は出来ません）

※  9 月 17 日以降のご登録・当日受付の場合、ランチョンセミナーの整理券配布は開催当日の午前 7 時からとなります。
※ 功労会員、学生・大学院生の方は当日受付のみの対応となりますので、ご来場の際は受付窓口までお越し下さい。

　詳細は大会 HP よりご確認下さい。　https://jcls.or.jp/convention/54th/

9月16日（金）までに大会事前参加登録した方には、順次ネームカードとホルダーを送付します。
ネームカードをご持参いただければ、受付で並ぶことなく直接会場に入場できます。

事前参加登録の流れ

日本医療検査科学会　第5 4回大会　当日

ネームカードをホルダーに入れて、会場にお越しください

大会事前参加登録は抄録発刊と同時リリース! !

第54回大会情報はコチラ
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機器・試薬セミナーのお知らせ

日　　時：2022 年 10 月 8日（土）　13：00 ～ 15：00
各メーカーから機器・試薬に関する最新情報が提供されます。

機器・試薬セミナー 1（従来セッション）
　　座　長：未定
　　　　　：未定

1 ．ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
　　　演　題：生化学・免疫統合型分析装置 cobas pure のご紹介（仮）
　　　演　者：未定（社内講師）

2 ．東ソー株式会社
　　　演　題：卓上型の全自動化学発光酵素免疫測定装置 AIA-CL300 のご紹介
　　　演　者：木下 俊佑（バイオサイエンス事業部）

3 ．東ソー株式会社
　　　演　題：東ソー自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723GR01 の性能紹介
　　　演　者：村越 早絵（バイオサイエンス事業部）

4 ．ミナリスメディカル株式会社
　　　演　題：著しく溶血した検体に対する「メタボリード HbA1c（酵素法）」の対応について
　　　演　者：堀尾 匡史（CR 推進部 学術グループ）

5 ．積水メディカル株式会社
　　　演　題：新たな POCT 分析装置「蛋白質分析装置 ラピッドピア Ⅱ」のご紹介
　　　演　者：戸川 勝也（検査事業部 製品開発・戦略部）

6 ．富士フイルム和光純薬株式会社
　　　演　題： （1 → 3）-β-D- グルカン測定試薬「β- グルカン シングル M30 テストワコー」と

分析装置「リムセイブ MT-7500」の紹介
　　　演　者：藤井 　勉（臨床検査薬学術開発本部 西日本学術部）
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機器・試薬セミナー 2（従来セッション）
　　座　長：未定
　　　　　：未定

1 ．株式会社日立ハイテク
　　　演　題：日立自動分析装置 3500 における血液凝固分析機能のご紹介
　　　演　者：福山 美智子、杉山 千枝（医用システム第三設計部）

2 ．積水メディカル株式会社
　　　演　題：血液凝固分析装置　S400CF のご紹介
　　　演　者：深谷 厚輔（検査事業部 製品開発・戦略部）

3 ．ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
　　　演　題：全自動遺伝子分析装置 cobas 5800 のご紹介（仮）
　　　演　者：未定（社内講師）

4 ．株式会社カイノス
　　　演　題：遺伝子領域
　　　演　者：未定

5 ．株式会社テクノメディカ
　　　演　題：最新の採血業務支援システムの動向について
　　　演　者：西村 和也（研究開発本部 医療ソリューション開発部）

6 ．バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
　　　演　題：分析前プロセスの精度管理物質「リクイチェック 血清インデックス」のご紹介
　　　演　者：植村 康浩（診断薬マーケティング部）
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ランチョンセミナーのお知らせ

日　　時：2022 年 10 月 7 日（金）　 6 テーマ（12：00 ～ 12：50）
　　　　　2022 年 10 月 8 日（土）　 8 テーマ（12：00 ～ 12：50）
　　　　　2022 年 10 月 9 日（日）　 6 テーマ（12：00 ～ 12：50）
検査の最前線の情報をお届けします。（整理券を配布します）

※ 9 月 16 日までの事前参加登録で、整理券予約ができます。

大会１日目（10 月 7 日／金）
1 ．塩野義製薬株式会社
　　　演　題：BNP 検査の標準化　その意義と進め方（仮）
　　　演者①：桝田 　出（武田病院健診センター）
　　　演者②：篠原 亮太（北里大学病院 臨床検査部）
　　　座　長：村上 正巳（群馬大学医学部 臨床検査医学）

2 ．シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
　　　演　題：新型コロナウイルスにおける各種測定法の位置付け
　　　演　者：藤野 達也（国立病院機構 指宿医療センター 研究検査科）
　　　座　長：前川 真人（浜松医科大学医学部附属病院 検査部）

3 ．デンカ株式会社
　　　演　題：健診や人間ドックにおける sdLDL-C 検査の進め方
　　　演　者：藍 　真澄（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 保険医療管理学分野）
　　　座　長：山本 泰司（一般財団法人 関西労働保健協会 事業局）

4 ．ベックマン・コールター株式会社
　　　演　題：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：未定

5 ．ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
　　　演　題：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：未定

6 ．富士フイルム和光純薬株式会社
　　　演　題：未定
　　　演　者：未定
　　　座　長：未定
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