
平成31年　沖縄県臨床細胞学会　定例会　年間計画表

月　日 活動内容 担当・委員会 時間・場所

2019 年

１月19日（土)
細胞診断学研修会・定例会

中頭病院

中部徳洲会病院

南部徳洲会

中頭病院

2月23日（土）

琉球大学研究者

交流施設50周年記念

館

3月9日（土) 細胞診断学研修会・定例会
那覇市立病院

ハートライフ病院
ハートライフ病院

4月20日（土) 細胞診断学研修会・定例会
沖縄協同病院

豊見城中央病院
沖縄協同病院

 5月18日（土) 細胞診断学研修会・定例会
沖縄県健康づくり財団

沖縄赤十字病院
沖縄県健康づくり財団

6月7日（金)

〜6月9日（日)
京王プラザホテル

7月20日（土）

〜7月21日

（日）

宮崎県

8月

9月21日（土) 細胞診断学研修会・定例会

県立中部病院

中部地区医師会検診セン

ター

中部地区医師会

　　検診センター

10月19日（土) 細胞診断学研修会・定例会
県立北部病院

県立南部医療センター

県立南部医療セン

ター・こども医療セン

ター

11月〜12月 細胞検査士試験2次対策講座
沖縄県臨床細胞学会
会員教育委員会

11月16日（土)

〜11月17日（日)

ホテルグランヴィア岡山

岡山コンベンションセンター

12月21日（土) 細胞診断学研修会・定例会

中頭病院

中部徳洲会病院

那覇市医師会生活習慣病

　　検診センター

中部徳洲会病院

2020 年

１月18日（土)
細胞診断学研修会・定例会

南部徳洲会病院

浦添総合病院
南部徳洲会病院

第108回日本病理学会総会　5月9日〜11日　東京国際フォーラム

第35回日本臨床細胞学会九州連合会学会　7月20日〜21日

第65回日本病理学会　秋期特別総会　11月7日〜8日　つくば国際会議場

第39回沖縄県臨床細胞学会総会・学術集会

第60回日本臨床細胞学会総会（春期大会）

第35回日本臨床細胞学会九州連合会学会

夏休み

第58回日本臨床細胞学会秋期大会

第60回日本臨床細胞学会総会　春期大会　6月7日〜9日　京王プラザホテル（東京）



平成30年　沖縄県臨床細胞学会　定例会　年間計画表

月　日 活動内容 担当・委員会 時間・場所

1月20日（土) 細胞診断学研究会・定例会　 キャンセル

2月17日（土)
琉球大学医学科基礎研究

棟1階セミナー室

2月17日（土)

琉球大学医学部

基礎講義棟1階

15：30〜18：50

3月3日（土)
細胞診断学研究会・研修会

（BD共催）

琉球大学医学部

腫瘍病理・病理部

琉球大学医学部基礎

講義棟2階病理実習室

14:30〜19:30

3月9日（金） 第1回AIPO病理セミナー
沖縄県連携病理診断センター

(AIPO)

沖縄県医師会

19:00〜20:30

4月15日（日） 子宮頸がん啓発活動（子宮の日） 沖縄県臨床細胞検査士会

パレット久茂地前広場

那覇市てんぷす館前広場・

国際通り周辺

4月21日（土) 細胞診断学研究会・定例会
中部地区医師会検診センター

県立中部病院

県立中部病院

15:00〜18:00

4月25日（水） 第1回細胞検査士50周年記念誌WG会議
細胞検査士50周年記念誌WG

実行委員会

琉球大学医学部附属病院

病理部18:30〜20:00

 5月19日（土) 細胞診断学研究会・定例会
沖縄赤十字病院

豊見城中央病院

琉球大学医学部附属病院

検査部カンファレンス室

15:00〜18:00

6月1日（金)

〜6月3日（日)

ニトリ文化ホール

・ロイトン札幌

7月5日（木） 第2回細胞検査士50周年記念誌WG
細胞検査士50周年記念誌WG

実行委員会

琉球大学医学部附属病院

病理部18:30〜20:00

7月21日（土)

〜7月22日（日)
長崎ブリックホール

8月

9月15日（土) 細胞診断学研究会・定例会
那覇市立病院

ハートライフ病院

ハートライフ病院

15:00〜18:00

10月20日（土) 細胞診断学研究会・定例会
浦添綜合病院

沖縄健康づくり財団

沖縄県健康づくり財団

15:00〜18:00

10月27日(土） 血液・細胞検査合同研修会 沖縄県臨床検査技師会 琉球大学医学部保健学科

11月〜12月 細胞検査士試験2次対策講座
沖縄県臨床細胞学会

会員教育委員会

琉球大学医学部附属病院

那覇市医師会

11月17日（土)

〜11月18日（日)
パシフィコ横浜

12月8日（土） 一般検査・細胞検査合同研修会 沖縄県臨床検査技師会
琉球大学医学部保健学科

16:00〜18:00

12月15日（土)

県立南部医療センター・

こども医療センター

14:00〜15:00

12月15日（土) 細胞診断学研究会・定例会
県立南部医療センター・

　こども医療センター

県立南部医療センター・

こども医療センター

15:00〜18:00

2019 年

１月19日（土)
細胞診断学研究会・定例会

中頭病院

中部徳洲会病院

南部徳洲会病院

中頭病院

15:00〜18:00

第107回日本病理学会総会　6月21日〜23日　ロイトン札幌

第34回日本臨床細胞学会九州連合会学会 7月21日〜22日

第57回日本臨床細胞学会　秋季大会　11月17日〜18日　パシフィコ横浜

第64回日本病理学会　秋季特別総会　11月22日〜23日　呉市文化ホール

幹事会

第38回沖縄県臨床細胞学会総会・学術集会

第59回日本臨床細胞学会総会・春季大会

第34回日本臨床細胞学会九州連合学会・細胞検査士50周年記念祝賀会

夏休み

第57回　日本臨床細胞学会秋期大会

第59回日本臨床細胞学会総会　春季大会　6月1日〜3日

幹事会



平成30年　沖縄県臨床細胞学会　定例会　年間計画表

月　日 活動内容 担当・委員会 時間・場所

1月20日（土) 細胞診断学研究会・定例会　 キャンセル

2月17日（土)

琉球大学医学部

基礎講義棟1階

15：30〜18：50

3月3日（土)
細胞診断学研究会・研修会

（BD共催）

琉球大学医学部

腫瘍病理・病理部

琉球大学医学部基礎

講義棟2階病理実習室

14:30〜19:30

4月15日（日） 子宮頸がん啓発活動（子宮の日） 沖縄県臨床細胞検査士会 場所は未定

4月21日（土) 細胞診断学研究会・定例会
中部地区医師会検診センター

県立中部病院

県立中部病院

15:00〜18:00

 5月19日（土) 細胞診断学研究会・定例会
沖縄赤十字病院

豊見城中央病院

沖縄赤十字病院

15:00〜18:00

6月1日（金)

〜6月3日（日)

ニトリ文化ホール

・ロイトン札幌

7月21日（土)

〜7月22日（日)
長崎ブリックホール

8月

9月15日（土) 細胞診断学研究会・定例会

那覇市立病院

ハートライフ病院

県立宮古病院

ハートライフ病院

15:00〜18:00

10月20日（土) 細胞診断学研究会・定例会

浦添綜合病院

沖縄健康づくり財団

県立八重山病院

浦添総合病院

15:00〜18:00

11月〜12月 細胞検査士試験2次対策講座
沖縄県臨床細胞学会
会員教育委員会

11月17日（土)

〜11月18日（日)
パシフィコ横浜

12月15日（土) 細胞診断学研究会・定例会

県立北部病院

県立南部医療センター・

　こども医療センター

県立南部医療センター・

こども医療センター

15:00〜18:00

2019 年

１月19日（土)
細胞診断学研究会・定例会

中頭病院

中部徳洲会病院

南部徳洲会病院

中頭病院

15:00〜18:00

第59回日本臨床細胞学会総会　春季大会　6月1日〜3日

第34回日本臨床細胞学会九州連合会学会 7月21日〜22日

第57回日本臨床細胞学会　秋季大会　11月17日〜18日　パシフィコ横浜

第64回日本病理学会　秋季特別総会　11月22日〜23日　呉市文化ホール

第38回沖縄県臨床細胞学会総会・学術集会

第57回　日本臨床細胞学会秋期大会

第59回日本臨床細胞学会総会・春季大会

第34回日本臨床細胞学会九州連合学会

夏休み

第107回日本病理学会総会　6月21日〜23日　ロイトン札幌



平成29年　沖縄県臨床細胞学会　定例会　年間計画表(案）

月　日 活 動 内 容 場 所 ・ 時 間 出席数

1月２１日（土）

細胞診断学研究会・定例会

県立北部病院：比嘉良弘

県立県立南部医療センター・こども医療センター

　　　　　　　　　：新垣善孝、比嘉奈津美、仲村望

県立県立南部医療センター・

こども医療センター

15:00〜18:00
25名

2月１８日（土） 第37回沖縄県臨床細胞学会総会・学術集会

琉大医学部内・おきなわクリ

ニカルシュミレーンセンター

15:30〜20:00
89名

3月18日（土）
細胞診断学研究会・定例会

沖縄協同病院：新田郁子、高良雅美

豊見城中央病院：伊禮彩、天久望美

沖縄協同病院

15:00〜18:00
13名

4月15日（土）

細胞診断学研究会・定例会

中頭病院：知花裕子、宮城良考、比嘉盛治

中部徳洲会病院：知花宗仙

南部徳洲会病院：立津千絵

中頭病院

15:00〜18:00
24名

6月17日（土）
細胞診断学研究会・定例会

中部地区医師会検診センター：赤嶺奈月

県立中部病院：桃原英子、玉城和朗

県立中部病院

16:00〜19:00
26名

7月15日（土）

〜16日（日）
第33回日本臨床細胞学会九州連合会学会

沖縄県男女共同参画セン

ター”てぃるる”
181名

9月16日（土）
細胞診断学研究会・定例会

沖縄赤十字病院：比嘉譲、鈴木牧子

沖縄県健康づくり財団：喜納はるみ

沖縄県健康づくり財団

15:00〜18:00
13名

10月21日（土）
細胞診断学研究会・定例会

那覇市立病院：嵯峨彰太、大城小枝弥

ハートライフ病院：津波克幸

ハートライフ病院

15:00〜18:00
28名

12月16日（土）
細胞検査研修会

沖縄県臨床検査技師会

琉球大学医学部保健学科

14:00〜18:40

第58回日本臨床細胞学会総会　春季大会　5月26日（金）〜5月28日（日）大阪国際会議場

第33回日本臨床細胞学会九州連合会学会　7月15日（土）〜7月16日（日）男女共同参画センター　てぃるる（沖縄県）

第63回秋季特別総会（病理学会）　11月2日（木）〜11月3日（金）　日本教育会館

第56回日本臨床細胞学会秋季大会　11月18日（土）〜11月19日（日）福岡国際会議場

第106回日本病理学会総会　4月27日（木）〜4月29日（土）　京王プラザホテル



平成29年　沖縄県臨床細胞学会　定例会　年間計画表(案）

月　日 活 動 内 容 担 当 施 設 場 所 ・ 時 間

1月２１日（土） 細胞診断学研究会・定例会

県立北部病院

県立県立南部医療センター・

　こども医療センター

県立県立南部医療センター・

こども医療センター

15:00〜18:00

2月１８日（土）

琉大医学部内・おきなわクリ

ニカルシュミレーンセンター

15:30〜20:00

3月18日（土） 細胞診断学研究会・定例会

那覇市医師会生活習慣病

　検診センター

沖縄協同病院

豊見城中央病院

沖縄協同病院

15:00〜18:00

4月15日（土） 細胞診断学研究会・定例会

中頭病院

中部徳洲会病院

南部徳洲会病院

中頭病院

15:00〜18:00

5月26日（金）

〜28日（日）
大阪国際会議場

6月17日（土） 細胞診断学研究会・定例会
中部地区医師会検診センター

県立中部病院
県立中部病院

15:00〜18:00

7月15日（土）

〜16日（日）

沖縄県

男女共同参画センター

てぃるる

8月

9月16日（土） 細胞診断学研究会・定例会
沖縄赤十字病院

沖縄健康つくり財団

沖縄赤十字病院

15:00〜18:00

10月21日（土） 細胞診断学研究会・定例会
那覇市立病院

ハートライフ病院

ハートライフ病院

15:00〜18:00

11月18日（土）

〜19日（日）
福岡国際会議場

12月16日（土）
琉球大学医学部保健学科

14:00〜18:40

平成30年

1月20日（土）
細胞診断学研究会・定例会

那覇市医師会生活習慣病

　検診センター

豊見城中央病院

那覇市医師会生活習慣病

検診センター

15:00〜18:00

第33回日本臨床細胞学会九州連合会学会　7月15日（土）〜7月16日（日）男女共同参画センター　てぃるる（沖縄県）

第63回秋季特別総会（病理学会）　11月2日（木）〜11月3日（金）　日本教育会館

第56回日本臨床細胞学会秋季大会　11月18日（土）〜11月19日（日）福岡国際会議場

第37回沖縄県臨床細胞学会総会・学術集会

第58回日本臨床細胞学会総会春季大会

第33回日本臨床細胞学会九州連合会学会

第56回日本臨床細胞学会秋季大会

夏休み

第106回日本病理学会総会　4月27日（木）〜4月29日（土）　京王プラザホテル

第58回日本臨床細胞学会総会　春季大会　5月26日（金）〜5月28日（日）大阪国際会議場

沖縄県臨床細胞学会

細胞検査研修会


