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日本医療検査科学会 第54回大会 案内

メインテーマ：医療を支える科学的な臨床検査

大会長：日高 洋（大阪大学医学部附属病院臨床検査部）

■ 大会参加の方へ
　会　　　期 令和4年10月7日（金），8日（土），9日（日）
　会　　　場 学会場：神戸国際会議場
 　　　　〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1
　 　　　　Tel. 078-302-5200
 展示会場：JACLaS EXPO 2022：神戸国際展示場1，2，3号館
　参 加 受 付 大会参加登録制です．一般参加者のみwebからの事前登録も可能です．9月16

日まではクレジット決済のみ，9月17日以降はクレジット決済と当日の現金払
いが選択できます．9月16日までに登録いただくとランチョンセミナー整理券
の事前予約も可能です．参加証が郵送されます．持参の上，直接会場にお越し
ください．また，大会参加登録をされますと，JACLaS EXPO 2022にも参加登録
されます．

 大会当日は混雑が予想されますので，ぜひ事前登録をご利用ください．
　大会総合受付 9月17日以降に参加登録された方は，神戸国際会議場1階中央ロビー（大会総合

受付）で第1日目は8時30分より受付いたします．第2日目，第3日目は7時00分
より受付いたします．

　参　加　費 8,000円（技術セミナー，機器・試薬セミナー，ランチョンセミナー，モーニン
グセミナー等の参加費を含みます）．参加受付は上記の“大会総合受付”のみで行
いますので，ご承知ください．

 功労会員4,000円，学生（大学院生を含む，学生証提示）1,000円．
　抄　録　集 1F大会総合受付横で販売いたします（1部5,000円［税別］）．
　年　会　費 2022年度年会費未納の方は“学会総合受付”で7,000円をお支払いください．尚，

年会費は前納ですので，2023年度会費の納入も受け付けます．新入会も“学会受
付”で取り扱います．

　臨時社員総会  大会2日目（10月8日：土）：16：00～16：20　メインホール（神戸国際会議場1階）
　会 員 総 会 大会2日目（10月8日：土）：16：20～17：30　メインホール（神戸国際会議場1階）
　各種授賞式 論文賞，優秀演題賞，JACLaS Award Ⅰ・Ⅱの授賞式を会員総会内で行います．
　医療検査科学会・JACLaS EXPO合同交流会は中止します．
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　・特別講演 大会2日目（10月8日：土曜日） 9：00～ 9：50 

　・理事長講演 大会3日目（10月9日：日曜日） 9：00～ 9：50

　・教育講演1 大会2日目（10月8日：土曜日） 10：00～10：50 

　・教育講演2 大会2日目（10月8日：土曜日） 11：00～11：50 

　・国際シンポジウム（JACLaS 共催）
 大会1日目（10月7日：金曜日） 13：00～15：00

　・シンポジウム1 大会1日目（10月7日：金曜日） 10：00～11：40

　・シンポジウム2 大会2日目（10月8日：土曜日） 10：00～11：40

　・シンポジウム3 大会3日目（10月9日：日曜日） 10：00～11：40

　・シンポジウム4（私立医科大学臨床検査技師会 共催）
 大会3日目（10月9日：日曜日） 13：00～15：00　

　・RCPC 大会3日目（10月9日：日曜日） 10：40～11：40

　・モーニングセミナー 1 大会2日目（10月8日：土曜日） 8：00～ 8：50

　・モーニングセミナー 2 大会3日目（10月9日：日曜日） 8：00～ 8：50

　・遺伝子・プロテオミクス技術セミナー
 大会1日目（10月7日：金曜日） 13：00～15：40

　・POCセミナー 大会1日目（10月7日：金曜日） 13：20～16：30

　・認定POCコーディネーター更新セミナー
 大会2日目（10月8日：土曜日） 13：00～15：00

　・認定POCC試験 大会3日目（10月9日：日曜日） 15：00～17：00

　・科学技術セミナー 大会3日目（10月9日：日曜日） 13：00～15：30

　・血液検査機器技術セミナー
 大会1日目（10月7日：金曜日） 13：00～16：00

　・生理検査技術セミナー 大会3日目（10月9日：日曜日） 13：00～14：40

　・微生物検査・感染症技術セミナー
 大会3日目（10月9日：日曜日） 13：00～15：40

　・医療情報技術セミナー 大会3日目（10月9日：日曜日） 13：00～14：50

　・優秀演題賞受賞講演 大会2日目（10月8日：土曜日） 10：00～ 10：40

　・論文賞受賞講演 大会2日目（10月8日：土曜日） 11：00～ 11：40

　・JACLaS Award Ⅰ・Ⅱ受賞講演
 大会2日目（10月8日：土曜日） 9：55～ 11：50
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■ 演者へのご案内
1） 発表時間と発表形式
 下記の表をご確認ください．
プログラム 発表時間 発表形式
特別講演 50分 PC
理事長講演 50分 PC
教育講演1 50分 PC
教育講演2 50分 PC
シンポジウム 座長の指示による PC
RCPC 座長の指示による PC
モーニングセミナー 座長の指示による PC
論文賞受賞講演 15分 PC
機器・試薬セミナー 1・2 20分 PC
ランチョンセミナー 座長の指示による PC
一般演題（口演発表） 発表7分，討論3分 PC
JACLaS Award Ⅰ 発表6分，討論2分 PC
JACLaS Award Ⅱ　　 発表7分，討論3分 PC

2） 発表データ登録について
 当日登録の場合は発表1時間前，早朝の場合30分前にPCセンターにて受付してください．
 　　10月7日（金）　9：00～16：00
 　　10月8日（土）　7：30～14：00
 　　10月9日（日）　7：30～14：00
 発表データのWeb登録の方法・期間については大会ホームページにて確認してください．
登録〆切は9月末の予定です．ご注意ください．

3） 発表形式について
（1） 口演発表について
【基本仕様】
　・ ご発表はデータ（USBメモリ）またはノートPCの持参によるPCでの発表のみとなり

ます．
　　※Macintoshをご使用の方はプロジェクターへの映像出力ケーブルをお持ちください．
　　※  Macintoshでの作成および動画をご使用の場合は，必ずご自身のPCをご持参ください．
　・プロジェクターの解像度は1,920×1,080（フルHD）です．
　・映像サイズは16：9 です．
【USB メモリによりご発表データをお持ち込みいただく場合】
　・学術集会で用意するPCの仕様は以下のとおりです．
　　OS：Windows 10　　アプリケーション：PowerPoint for Microsoft 365
　・ フォントは，Windows 10 に標準搭載されているフォントのみ使用可能です．文字化
けや文字ずれを極力避けるためにフォントはOS 標準のものをご使用ください．

　　日本語：MS 明朝，MSP 明朝，MS ゴシック，MSP ゴシック
　　英　語：Arial，Century，Times New Roman
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　・動画を使用の場合はWindows Media Player で再生可能な動画をご用意ください．
　　動画ファイルはmp4，wmv 形式を推奨します．
　・ファイル名は「演題番号＿演者名」（例：SL1 ＿検査太郎）としてください．
　・お預かりした発表用データは，学術集会終了後に責任をもって消去いたします．
【PC を持参される場合】
　・プロジェクターへの映像出力は，HDMI またはミニD-sub15ピンです．
　　 それ以外の専用端子のPCをお持ち込みの場合は，必ず映像出力ケーブルをご持参く
ださい．

　・動画や音声がある場合はPC受付にて，再生できることを必ずご確認ください．
　・スクリーンセーバーならびに省電力設定はあらかじめ解除しておいてください．
　・電源ケーブルを必ずご持参ください．
　・何らかのトラブルによりお持ちいただいたPCが作動しないことがあります．
　　 必ずバックアップデータをUSBメモリにてご持参ください．バックアップデータは

Windows対応のものに限ります．
　・発表終了後は速やかにPCをお引き取りください．
　・タブレットやスマートフォンによる発表には対応しておりません．
【利益相反（COI）について】
　・ 発表時にCOI情報を開示してください．該当するCOI状態については，発表スライ
ドの最初に掲示していただきます．掲示スライド例は大会ホームページ（下記URL）
に掲載されております．

　  https://www.jcls.or.jp/coi

■ その他
1） 発表内容について会誌に速やかに掲載ご希望の方は投稿規定にしたがって“医療検査と自
動化”編集事務局へ提出してください．査読結果にしたがって，順次掲載いたします．

2） 配付資料のある方はPCセンターに申し出てください．

■ 座長へのお願い
大会の運営に支障をきたさないために，各演者の持ち時間を厳守するように通達してくださ
い．とくに一般演題は発表時間（7分）を守り，討論時間にくい込まないように注意してくだ
さい．討論時間は3分です．

■ 質疑応答について
質疑応答は，最初に所属，氏名をはっきりと述べ，座長の許可を得てから発言してください．
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■ 技術セミナー
1） 技術セミナーは第1日目に3会場，第3日目に4会場にて開催されます．大会参加登録が必
要です．

2） セミナー参加について，事前予約済みの方は会場受付でQRコードまたは登録完了メール
を提示してください．

■ 機器・試薬セミナー
1） 機器・試薬セミナーは，第2日目の13：00～15：00に，下記の会場で開催されます．大
会参加登録が必要です．

2） 会場： 第2会場，第3会場．

■ ランチョンセミナー
1） ランチョンセミナーは，第1日目は6会場，第2日目は8会場，第3日目は6会場で開催さ
れます．今年度も混雑を避けるため整理券方式としました．お弁当を受け取れる整理券は，
開催日ごとに下記のごとく事前に配布いたします．この整理券は，神戸国際会議場1F大会
総合受付附近に設置する“整理券配布場所”でお受け取りください．大会参加登録が必要で
す．

 ※ 9月16日までに大会参加事前登録されますと，各日のランチョンセミナー整理券予約
ができます．参加証とともに整理券も郵送されますので，是非ご利用ください．

 　 当日は郵送された整理券を持参の上，直接，会場にお越しください．
 　URL：https://jcls.or.jp/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事前参加登録はコチラ

ランチョンセミナー整理券配布時間
日程 配布時間

第1日目：10月7日（金） 9：00～10：00
第2日目：10月8日（土） 7：30～10：00
第3日目：10月9日（日） 7：30～10：00

　　  ご注意
＊当日配布の整理券を受け取る時に，学会登録カードにチェック□✓を入れさせて頂きま
す．
＊整理券は，お一人あたり当該日の一つの会場のみとします．
＊整理券配布場所での整理券の配布は，なくなり次第終了とします．
＊お弁当を受け取れる整理券は，セミナー開始5分で無効となります．
＊上記の整理券配布終了時間後に整理券が残っている場合は，各セミナー会場前で配布します．
＊整理券がなくてもセミナーの受講は可能です．この場合はお弁当の受け取りはできませ
ん．また，会場への入場にあたっては，会場係の案内にしたがってください．
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2） 会場：第1日目　第1，3，4，5，6，7会場
  第2日目　第1～第8会場
  第3日目　第1，2，3，4，7，8会場

■ クローク
神戸国際会議場B1F・リハーサル室
第1日目　8：30～16：45，第2日目　7：00～17：45，第3日目　7：00～15：45

■ 学会誌販売
抄録集，補冊，バックナンバーを販売しています（一般書店では取り扱っていません）．

■ 学会総合受付
年会費納入，新規入会，情報更新，等々承っております．

■ 機器・試薬展示会 
  神戸国際展示場1，2，3号館で，（一社）日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会（JACLaS）
の主催で開催されます．

  10月7日 （金）   9：30～17：30 
  10月8日 （土）   9：30～17：30 
  10月9日 （日）   9：30～14：00 

　大会事務局 （一社）日本医療検査科学会事務局
  〒113-0033　東京都文京区本郷4-2-5 MF6F
  Tel. 03-3813-6635
  E-mail：office@jcls.or.jp

 　 　〜大会期間中は神戸国際会議場控室2（B1F）〜
Tel. 080-5176-3743
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学会行事および関連行事

10月7日（金）
　科学技術委員会 13:00～14:30 503号室（神戸国際会議場5F）
　遺伝子・プロテオミクス技術セミナー 13:00～15:40 501，504＋505号室（神戸国際会議

場5F）
　血液検査機器技術セミナー 13:00～16:00 メインホール（神戸国際会議場1F）
　POCセミナー 13:20～16:30 レセプションホール，国際会議室

（神戸国際会議場3F）
　国際交流委員会 15:00～16:30 406号室（神戸国際会議場4F）
　遺伝子・プロテオミクス技術委員会WG2 16:00～17:00 405号室（神戸国際会議場4F）
　血液検査機器技術委員会 16:00～17:30 503号室（神戸国際会議場5F）

10月8日（土）
　優秀演題賞受賞講演 10:00～10:40 レセプションホール（神戸国際会議

場3F）
　POC技術委員会 10:00～11:30 503号室（神戸国際会議場5F）
　JACLaS AwardⅠ・Ⅱ受賞講演 9:55～11:50 403号室（神戸国際会議場4F）
　論文賞受賞講演 11:00～11:40 レセプションホール（神戸国際会議

場3F）
　遺伝子・プロテオミクス技術委員会WG1 10:30～11:30 406号室（神戸国際会議場4F）
　理事会，プログラム委員会 12:00～13:00 406号室（神戸国際会議場4F）
　遺伝子・プロテオミクス技術委員会 13:00～14:30 503号室（神戸国際会議場5F）
　生理検査委員会 14:30～16:00 405号室（神戸国際会議場4F）
　医療情報委員会 13:30～15:00 406号室（神戸国際会議場4F）
　微生物検査・感染症委員会 14:30～16:00 503号室（神戸国際会議場5F）
　臨時社員総会 16:00～16:20 メインホール（神戸国際会議場1F）
　会員総会 16:20～17:30 メインホール（神戸国際会議場1F）
　学術委員会報告 16:20～17:30 メインホール（神戸国際会議場1F）
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10月9日（日）
　委員長会議 10:00～11:00 503号室（神戸国際会議場5F）
　拡大編集委員会 11:00～12:00 503号室（神戸国際会議場5F）
　生理検査技術セミナー 13:00～14:40 レセプションホール（神戸国際会議

議場3F）
　医療情報技術セミナー 13:00～14:50 501号室（神戸国際会議場5F）
　科学技術セミナー 13:00～15:30 メインホール（神戸国際会議場1F）
　微生物検査・感染症技術セミナー 13:00～15:40 401＋402，403号室（神戸国際会議

場4F）
　認定POCC試験 15:00～17:00 503号室（神戸国際会議場5F）
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アクセスガイド

（JACLaS EXPO 
2022）

（学会場）

《交通機関》
■JR・阪急・阪神線「三宮」駅からポートライナー（「市民広場」駅下車）で10分
■JR・阪急・阪神線「三宮」駅から車で約10分
■山陽新幹線「新神戸」駅から車で約15分
■JR「新神戸」駅から地下鉄（「三宮」駅乗り換え），ポートライナー（「市民広場」駅下車）で16分
■神戸空港からポートライナー（「市民広場」駅下車）で8分


