
会場名 9：00 10：00 11：00 12：00 13：008：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

1 日目　6 月 20 日（木）

第 1 会場
（1F　中ホール）

第 2 会場
（地下 1F　小ホール）

第 3 会場
（地下 1F　第 1 リハーサル室）

第 4 会場
（地下 1F　第 2 リハーサル室）

第 5 会場
（1F　レセプションルーム）

第 6 会場
（2F　第 2 ギャラリー）

第 7 会場
（2F　大会議室）

ポスター会場
（2F　第 1 ギャラリー）

展示会場
（2F　第 1 ギャラリー）

11:00～19:30

ポスター貼付
11:00～19:30

ポスター貼付

11:20～
11:50

総会

11:50～12:45

学術奨励賞受賞講
演
座長： 宮田 敏行
演者： 築地 長治　　

坂爪  公　　
藤枝雄一郎

13:45～14:35

岡本賞受賞講演
座長： 嶋  緑倫

「Shosuke Award」
演者： 宮田 敏行

「Utako Award」
演者： 津田 博子

14:40～16:40

会長シンポジウム
「エポックメーキングな血栓止血領域の治療ならびに検査」
座長： 浦野 哲盟　　鈴木 宏治　　吉岡  章　　

冨山 佳昭　　村田  満
演者： 森島 義行　　丸山 征郎　　嶋  緑倫　　

野村 昌作　　和田 英夫

16:50～18:50

第11回 Bayer Thrombosis Seminar
「血栓症の病態と治療」

Opening Remarks：和田 英夫
座長： 内山真一郎　　矢坂 正弘　　小嶋 哲人　　是恒 之宏
演者： 鎌谷洋一郎　　長田  乾　　鶴屋 和彦　　吉村 紳一
Closing Remarks：池田 康夫
〔バイエル薬品株式会社〕

14:40～15:40

一般演題1
「エミシズマブ 1」
O-001～O-004

座長： 荻原 建一 
鈴木 伸明

15:45～16:45

一般演題2
「エミシズマブ 2」
O-005～O-008

座長： 徳川多津子 
武山 雅博

19:00～19:50

イブニングセミナ
ー1

「WFH による人道支
援プログラム」
座長： 松下  正
演者： 西田 恭治
〔サノフィ株式会社〕

12:50～13:40

ランチョンセミナー1
「特発性血小板減
少性紫斑病（ITP）
の病態と治療」
座長： 冨山 佳昭
演者： 山之内 純
〔ノバルティス フ
ァーマ株式会社〕

14:40～16:25

学術推進委員会（SPC）シンポジウム1　動物モデル部会
「肺血栓塞栓症モデルを用いた探索的研究
－ Translational research using animal 
models of pulmonary thromboembolism －」
座長： 梅村 和夫　　山下  篤
演者： 山下  篤　　杉村  基　　永井 信夫　　佐藤 公雄

19:00～19:50

イブニングセミナー2
「出血性病態の止血治療にお
ける遺伝子組み換え活性型血
液凝固第VII因子製剤の役割」
座長： 日笠  聡
演者： 小川 孔幸
〔ノボ ノルディスク 
ファーマ株式会社〕

12:50～13:40

ランチョンセミナー2
「血管内皮の保護と治療
戦略　アルブミン，ア
ンチトロンビンの意義」
座長： 内場 光浩
演者： 中島 芳樹
〔一般社団法人日
本血液製剤機構〕

14:40～15:40

一般演題3
「DIC1」
O-009～O-012

座長： 川杉 和夫 
朝倉 英策

15:45～16:45

一般演題4
「血栓症・基礎」
O-013～O-016

座長： 林  辰弥 
野島 順三

19:00～19:50

血栓止血セミナ
ー1

「虚血の痛みとオピ
オイドによる鎮痛」
座長： 兼児 敏浩
演者： 丸山 一男

12:50～13:40

ランチョンセミナー3
「血友病 A 治療に
おける第 VIII 因子
製剤の位置づけ」
座長： 浦野 哲盟
演者： 松下  正
〔バイエル薬品株式会社〕

14:40～16:40

JSTH/APSTH学会合同シンポジウム
座長： 尾崎由基男　　浦野 哲盟　　

藤井  聡
演者： Preeti Kumari Chaudhary　　

Yae Hu　　Zhenzhen Zhao　　
Hui Yin Lim　　Yin Yin Mon　　
Camille Ariadne C. Tanchanco

16:50～18:50

中外スポンサードシンポジウム
「血友病治療の新たな展開～実臨床における課
題～」
座長： 嶋  緑倫　　福武 勝幸
演者： 藤井 輝久　　野上 恵嗣　　天野 景裕
〔中外製薬株式会社〕

12:50～13:40

ランチョンセミナー4
「DIC の診断と
治療の最前線」
座長： 尾崎由基男
演者： 窓岩 清治
〔シスメックス株式会社〕

14:40～15:40

一般演題5
「血小板基礎」
O-017～O-020

座長： 加藤  恒 
松原由美子

15:45～16:45

一般演題6
「血管　その他基礎」
O-021～O-024

座長： 家子 正裕 
武谷 浩之

19:00～19:50

血栓止血セミナー
「骨髄増殖性腫瘍に対する分
子標的療法の進歩と今後の課
題　～実臨床を通じて～」
座長： 片山 直之
演者： 大石 晃嗣
〔ノバルティス ファ
ーマ株式会社〕

11:00～19:30

企業展示
11:00～19:30

企業展示
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11:10～11:15

開会挨拶



会場名 9：00 10：00 11：00 12：00 13：008：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

2 日目　6 月 21 日（金）

第 1 会場
（1F　中ホール）

第 2 会場
（地下 1F　小ホール）

第 3 会場
（地下 1F　第 1 リハーサル室）

第 4 会場
（地下 1F　第 2 リハーサル室）

第 5 会場
（1F　レセプションルーム）

第 6 会場
（2F　第 2 ギャラリー）

第 7 会場
（2F　大会議室）

ポスター会場
（2F　第 1 ギャラリー）

展示会場
（2F　第 1 ギャラリー）

三
重
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

講演会場
（6F　葵・橘）

9:00～17:30

ポスター閲覧
9:00～17:30

ポスター閲覧

18:00～19:00

血栓止血セミナー4
座長： 浦和 健人　　

西川 政勝
演者： 久藤  眞　　

田丸 智巳

19:30～

会員懇親
会

9:00～11:00

ジョイントシンポジウム1/日本血栓止血学会・日本救急医学会
「新しい DIC 診療ガイドライン作成への問題点」
座長： 久志本成樹　　和田 英夫
演者： 岡本 好司　　真弓 俊彦　　小倉 裕司　　

射場 敏明　　池添 隆之　　早川 峰司
〔日本製薬株式会社，積水メディカル株式会社〕

11:10～12:10

特別講演1
「Haemostatic 
consequences of sepsis」
座長： 和田 英夫
演者： Cheng-Hock Toh

13:20～14:20

DIC特別セミナー
「世界の DIC 研究」
座長： 尾崎由基男
演者： 和田 英夫　　

射場 敏明

14:25～15:25

一般演題7
「DIC2」
O-025～O-028

座長： 早川 峰司 
山川 一馬

15:30～18:00

第12回 DAIICHI-SANKYO SYMPOSIUM FOR 
THROMBOSIS UPDATE
座長： 野上 恵嗣　　大森  司　　梅村 和夫　　浅田祐士郎
演者： Johannes Oldenburg　　久保田義顕　　木村 晋也　　

池田 智明
〔第一三共株式会社〕

9:00～11:00

ジョイントシンポジウム2/日本血栓止血学会・日本小児血液・がん学会
「小児・成人診療における血栓止血学の実践―特発性血栓症と血友病―」
座長： 小嶋 哲人　　石黒  精
演者： 大賀 正一　　森下英理子　　長江 千愛　　松本 剛史
〔バイエル薬品株式会社〕

12:25～13:15

ランチョンセミナー5
「血友病治療の手段とその進歩」
座長： 瀧  正志
演者： 松下  正
〔中外製薬株式会社〕

13:20～14:20

一般演題8
「VWF」
O-029～O-032

座長： 松本 雅則 
小亀 浩市

14:25～15:25

一般演題9
「特発性血栓症」
O-033～O-036

座長： 関  義信 
辻  明宏

9:00～10:00

一般演題10
「凝固波形解析」
O-037～O-040

座長： 八木 秀男 
松本 智子

10:05～11:05

一般演題11
「抗凝固」
O-041～O-044

座長： 保田 知生 
山田 典一

12:25～13:15

ランチョンセミナー6
「これからの血液凝固第
VIII 因子製剤の役割」
座長： 鈴木 隆史
演者： 野上 恵嗣
〔武田薬品工業株式会社（旧：シ
ャイアー・ジャパン株式会社）〕

13:20～15:05

学術推進委員会（SPC）シンポジウム3　抗血栓療法部会
「注目すべき病態と抗血栓療法の進歩－ Notable 
pathophysiology and progress in antithrombotic therapy－」
座長： 矢坂 正弘　　山田 典一
演者： 山口 宗一　　堀内 久徳　　坂田 飛鳥　　

山崎 昌子　　﨑元 伸哉

9:00～9:50

血栓止血セミナー2
「抗凝固薬の変遷とモニタ
リング法，そして臨床で
の使用法における問題点」
座長： 波部 幸司
演者： 上塚 芳郎

9:55～10:45

血栓止血セミナー3
「小児の腎疾患と
血液凝固線溶系」
座長： 田中 憲一
演者： 高橋 昌里

12:25～13:15

ランチョンセミナー7
「敗血症診療における DIC
の診断と治療を考える～抗
凝固療法は誰のもの？～」
座長： 久志本成樹
演者： 山川 一馬
〔旭化成ファーマ株式会社〕

13:20～14:20

一般演題12
「線溶」
O-045～O-048

座長： 鈴木 優子 
岡田 清孝

14:30～15:00

血栓症セミナー
座長： 後藤 信哉
演者： 増田 治史

9:00～10:45

学術推進委員会（SPC）シンポジウム2　線溶とその制御部会
「生体侵襲と線溶の基礎と臨床的展開－ The basic 
and clinical research progress between 
biological invasion and fibrinolysis －」
座長： 岡田 清孝　　窓岩 清治
演者： 服部 浩一　　木戸口正典　　杉岡 孝二　　上野志貴子

12:25～13:15

ランチョンセミナー8
「血友病と小児の活動」
座長： 天野 景裕
演者： 長江 千愛
〔ファイザー株式会社〕

13:20～15:20

第8回プロテインS研究会シンポジウム
「特発性血栓症（遺伝性血栓性素因による）～診断の現状と課題」
座長： 岡本 好司　　安本 篤史
演者： 森下英理子　　家子 正裕　　松本 信也　　

津田 博子　　北島  勲　　金  秀日
〔株式会社シノテスト〕

9:00～10:00

一般演題13
「血友病基礎・インヒビター」
O-049～O-052

座長： 篠澤 圭子 
矢田 弘史

10:05～11:05

一般演題14
「凝固異常症　遺伝子解析」
O-053～O-056

座長： 稲葉  浩 
田村 彰吾

11:10～12:10

特別講演2
「Gene therapy for 
Haemophilia」
座長： 松下  正
演者： John Pasi

12:25～13:15

ランチョンセミナー9
「血友病 A における標準型と半
減期延長型凝固因子製剤の使い
方 - 今後の展望も含めて -」
座長： 堀内 久徳
演者： 藤井 輝久
〔バイエル薬品株式会社〕

13:30～14:45

一般演題15
「臨床試験報告」
O-057～O-061

座長： 白幡  聡 
吉岡  章

9:00～9:50

教育講演1
「静脈血栓塞栓症：診断
と治療のトピックス」
座長： 林  辰弥
演者： 山田 典一

9:55～10:45

教育講演2
「血友病 A 治療の
動向」
座長： 小倉 妙美
演者： 鈴木 隆史

12:25～13:15

ランチョンセミナー10
「ケーススタディ，定期
補充下における出血」
座長： 福武 勝幸
演者： 長尾  梓
〔CSLベーリング株式会社〕

13:20～14:10

教育講演3
「DIC の病態，
診断，治療」
座長： 朝倉 英策
演者： 川杉 和夫

14:25～15:25

一般演題16
「ITP」
O-062～O-065

座長： 羽藤 高明 
宮﨑 浩二

9:00～17:30

企業展示
9:00～17:30

企業展示
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会場名 9：00 10：00 11：00 12：00 13：008：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

3 日目　6 月 22 日（土）

第 1 会場
（1F　中ホール）

第 2 会場
（地下 1F　小ホール）

第 3 会場
（地下 1F　第 1 リハーサル室）

第 4 会場
（地下 1F　第 2 リハーサル室）

第 5 会場
（1F　レセプションルーム）

第 6 会場
（2F　第 2 ギャラリー）

第 7 会場
（2F　大会議室）

ポスター会場
（2F　第 1 ギャラリー）

展示会場
（2F　第 1 ギャラリー）

9:00～13:10

ポスター閲覧
13:10～
14:00

ポスター討論

13:10～14:00

ポスター
討論

15:00～16:00

ポスター撤去

9:00～11:00

ジョイントシンポジウム3/日本血栓止血学会・日本静脈学会
「がん関連静脈血栓塞栓症」
座長： 孟   真　　荻原 義人
演者： 窓岩 清治　　伊佐地秀司　　田中 善宏　　小林 昌義　　

山田 典一　　山下 侑吾　　保田 知生
〔ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社，ファイザー株式会社〕

11:10～12:10

特別講演3
「Mechanisms of 
coumarin sensitivity and 
coumarin resistance」
座長： 嶋  緑倫
演者： Johannes Oldenburg

14:10～16:10

特別ジョイントシンポジウム/日本血栓止血
学会・日本検査血液学会

「止血異常における臨床検査の最前線」
座長： 川合 陽子　　家子 正裕
演者： 池尻  誠　　松本 智子　　内藤 澄悦　　

山本 晃士　　國島 伸治

9:00～10:45

学術推進委員会（SPC）シンポジウム4　癌と血栓部会
「がん患者の血栓症における最新の動向－ Recent 
trends for thrombosis in cancer patients －」
座長： 畑  泰司　　横山 健次
演者： 高橋  信　　辰巳 公平　　保田 知生　　

志賀 太郎　　向井 幹夫

12:20～13:10

ランチョンセミナー11
「凝固障害と凝固波形解析」
座長： 藤井  聡
演者： 嶋  緑倫
〔積水メディカル株式会社〕

14:10～15:10

一般演題17
「血小板臨床」
O-066～O-069

座長： 金子  誠 
山之内 純

15:15～16:15

一般演題18
「血小板検査」
O-070～O-073

座長： 柏木 浩和 
横山 健次

9:00～11:00

教育シンポジウム1 
「教科書には載っていない血栓止血学講座」
座長： 岡本 好司　　鈴木 宏治
演者： 山崎 昌子　　荻原 建一　　

野上 恵嗣
〔CSLベーリング株式会社〕

12:20～13:10

ランチョンセミナー12
「成人血友病患者のた
めのコミュニケーショ
ン戦略，治療戦略」
座長： 羽藤 高明
演者： 中尾  綾　　

西田 恭治
〔CSLベーリング株式会社〕

14:10～15:10

一般演題19
「血管　基礎・検査」
O-074～O-077

座長： 橋口 照人 
山崎 昌子

15:15～16:15

一般演題20
「血管　臨床」
O-078～O-081

座長： 竹下 享典 
伊藤 隆史

9:00～11:00

教育シンポジウム2 
「補体制御異常によるTMAの診断と治療」
座長： 村田  満　　藤村 吉博
演者： 宮田 敏行　　松本 雅則　　

伊藤 秀一　　松本 剛史
〔アレクシオンファーマ合同会社〕

12:20～13:10

ランチョンセミナー13
「血友病 A と第 VIII 因
子補充療法の重要性～
ライフイベントと補充
療法について～」
座長： 渥美 達也
演者： 德川多津子
〔バイエル薬品株式会社〕

14:10～15:10

一般演題21
「XIII 因子」
O-082～O-085

座長： 惣宇利正善 
小川 孔幸

15:15～16:15

一般演題22
「産科疾患」
O-086～O-089

座長： 岩城 孝行 
杉村  基

9:00～11:00

教育シンポジウム3「出血性疾患の血栓症」
座長： 齋藤 英彦　　吉岡  章
演者： 松下  正　　竹谷 英之　　

内山真一郎　　後藤 信哉
〔武田薬品工業株式会社（旧：シャイアー・ジ
ャパン株式会社）〕

11:10～12:10

特別セミナー
「インテグリンの活性化制御：
細胞からエキソソームまで」
座長： 一瀬 白帝
演者： 島岡  要

12:20～13:10

ランチョンセミナー14
「Fc 融合凝固因子製剤
の可能性を考える」他
座長： 天野 景裕
演者： 藤井 輝久　　

Joe Salas
〔サノフィ株式会社〕

14:10～15:10

一般演題23
「血友病臨床」
O-090～O-093

座長： 長尾  梓 
小倉 妙美

15:15～16:15

一般演題24
「血友病検査・その他」
O-094～O-097

座長： 鈴木 敦夫 
藤井 輝久

9:00～9:50

教育講演4
凝固関連検査と抗凝固薬～

「何をどのように測定してい
るのか」と「何にどのように
作用しているのか」のイン
ターフェースを考える～
座長： 矢冨  裕
演者： 涌井 昌俊

10:00～10:50

教育講演5
「血栓止血を超え
た血小板の役割」
座長： 羽藤 高明
演者： 井上 克枝

12:20～13:10

ランチョンセミナー15
「第 IX 因子製剤の修飾
技術および作用機序か
ら血友病診療を考える」
座長： 酒井 道生
演者： 野上 恵嗣
〔ノボ ノルディスク 
ファーマ株式会社〕

14:10～15:10

一般演題25
「凝固・抗凝固」
O-098～O-101

座長： 保田 晋助 
上塚 芳郎

15:15～16:15

一般演題26
「Ⅴ因子　その他」
O-102～O-105

座長： 内場 光浩 
窓岩 清治

9:00～16:00

企業展示
9:00～16:00

企業展示

三
重
県
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合
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化
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16:10～16:15

閉会挨拶




