
50-6 

会告Ⅰ 

第 53 回日本輸血学会総会開催のお知らせ（第 3 報） 

 

会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、第 53 回日本輸血学会総会を下記の通り開催致しますので、会員の皆様には多数ご参加いただ

きますようご案内申し上げます。 

 

開催地：千葉県浦安市舞浜 

会 期：平成 17 年（2005 年）５月 26（木）～28 日（土） 

会 場：東京べイホテル東急 

      〒279-0031 千葉県浦安市舞浜 1-7 

      TEL:  047-355-2411（代表） 

            HP: http://baytokyu.com 

総会長：星 順隆（東京慈恵会医科大学附属病院輸血部） 

H  P： http://www.the-convention.co.jp/jsbt05 

 

【総会メインテーマ】 

     原点に戻って考える輸血医療・細胞治療 

（ドナーからレシピエントへの橋渡し） 

 

【プログラム（予定）】 

１． 講 演 

１） 第 4回村上賞受賞記念講演（受賞者選考中） 

２） 招待講演(企画中) 

３） 教育講演(企画中) 

２． シンポジウム・ワークショップ 

会長シンポジウム I&A  

座長： 星 順隆 (東京慈恵会医科大学附属病院輸血部) 

S1 小児輸血療法  

座長：長田 広司 (東京慈恵会医科大学附属病院輸血部) 

白幡 聡 (産業医科大学小児科学教室) 

S2 輸血用血液、分画製剤の適正使用 

座長：高橋 孝喜 (東京大学医学部附属病院輸血部)  

松崎 道男 (虎の門病院輸血部) 

S3 血液保存と保存前白血球除去の保存前白血球除去の現況と問題点 

座長：高松  純樹 (名古屋大学医学部附属病院輸血部)  

半田 誠 (慶應義塾大学医学部附属病院輸血・細胞療法部) 

S4  輸血感染症 

S4-1 Emerging Pathogens,プリオン 

座長：大戸 斉 (福島県立医科大学輸血・移植免疫部)  

S4-2  輸血感染症；細菌感染症、細菌汚染血に対しての細菌検出法 

座長：浅井 隆善 (静岡県赤十字血液センター) 

S4-3 輸血感染症；遡及調査；FFP 貯留、行政との関わり 

座長：佐竹 正博 (東京都赤十字血液センター) 



S5 造血幹細胞移植；輸血部門での対処、取り扱い 

座長：高本 滋 (愛知医科大学附属病院輸血部) 

田野崎 隆二 (国立がんセンター中央病院幹細胞移植科・臨床検査部) 

S6 細胞療法、再生医療 

座長：塩原 信太郎 (金沢大学医学部附属病院輸血部)  

前川 平 (京都大学医学部附属病院輸血細胞治療部) 

S7 安全な輸血体制の普及 

座長：倉田 義之 (大阪大学医学部附属病院輸血部) 

藤井 康彦 (山口大学医学部附属病院輸血部) 

S8 免疫性輸血副作用について 

座長：池田 久實 (北海道赤十字血液センター) 

比留間 潔 (東京都立駒込病院輸血・細胞治療科) 

S9 顆粒球輸血 

座長：大坂 顯通 (順天堂大学医学部輸血・幹細胞制御学) 

小原 明 (東邦大学医学部付属大森病院輸血部) 

S10 輸血検査の問題点と新しい流れ 

座長：神白 和正 (都立大塚病院 検査科) 

鈴木 美登利 (独協医科大学越谷病院臨床検査部) 

S11 日本輸血学会各委員会の報告（各委員会委員長） 

座長：高松  純樹 (名古屋大学医学部附属病院輸血部)  

星 順隆 (東京慈恵会医科大学附属病院輸血部)  

W1 インフォームドコンセントの見直し 

座長：池田 和眞 (岡山大学医学部附属病院輸血部)  

加藤 栄史 (愛知医科大学附属病院輸血部) 

W2 アフェレシスナース 

座長：上田 恭典 (倉敷中央病院血液内科) 

大戸 斉 (福島県立医科大学輸血・移植免疫部) 

W3 輸血療法委員会の実効性に関して 

座長：佐川 公橋 (久留米大医学部 臨床検査部)  

高田  昇 (広島大学医学部附属病院輸血部) 

W4 大量輸血 

座長：稲田 英一 (天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講座) 

稲葉 頌一 (奈川県赤十字血液センター) 

３． 輸血のＩ＆ＡのＱ＆Ａ（企画中） 

４． 血小板型・顆粒球型ワークショップ（企画中） 

５． 認定輸血検査技師講習会（企画中） 

６． 全国輸血部問題検討部会 

平成 17 年 5 月 28 日 (土) 会場：一橋記念講堂（学術総合センター） 

座長： 高橋 孝喜 (京大学医学部附属病院輸血部) 

高松  純樹 (古屋大学医学部附属病院輸血部) 

７． 市民公開講座 ドナーからレシピエントへの橋渡し 

平成 17 年 5 月 28 日 (土) 会場：一橋記念講堂（学術総合センター） 

座長： 田所 憲治 (本赤十字社)  

星 順隆 (京慈恵会医科大学附属病院輸血部) 

８． 関連行事 

 各種委員会・総幹事会  平成 17 年 5 月 25 日（水） 



 評議員会   平成 17 年 5 月 27 日（金） 

 総会    平成 17 年 5 月 27 日（金） 

 会員懇親会   平成 17 年 5 月 27 日（金） 

 Ｉ＆Ａインスペクター講習会 平成 17 年 5 月 29 日 (日)  会場：東京慈恵会医科大学 
機器展示   平成 17 年 5 月 26 日（木）～28 日(土) 

９． バーチャル展示とネットフォーラム 

ホームページ上でバーチャル展示とネットフォーラムを開催いたします。 

ネットフォーラム開催期間 平成 17 年 4 月 21 日～5月 20 日 

バーチャル展示   平成 17 年 4 月 21 日～6月 20 日 

 

【一般演題申込要領】 

１) 申込資格 

発表者：共同発表者とも本学会会員にかぎります。 

未入会の者は下記の日本輸血学会事務局で入会の手続きを行なってください。 

 〒150－0012 東京都渋谷区広尾 4－1－31 

              東京都赤十字血液センター内             

              日本輸血学会事務局（TEL：03－5485－6020  FAX: 03－5466－3111） 

２) 申込方法と受付期間 

一般演題登録：平成 16 年 11 月 1 日（月）～平成 17 年 1 月 13 日（木）17 時 

一般演題の申込および抄録の登録は、全てホームページ上で行います。 

締切直前にはホームページへのアクセスが混み合って演題登録に時間がかかりますので、余裕を持

って申し込んで下さい。なお、登録の際に各自パスワードを利用して２月１日（火）までは更新する

ことが可能です。 

３）一般演題発表形式 

すべてポスター形式としますが、プログラム委員会で選考された演題は口演の発表もあわせて行な

って頂きます。なお、口演はすべてパワーポイントによる発表とします。ポスター形式の詳細につい

ては次号に掲載致します。 

 

【シンポジウム等要領】 

１．演題抄録受付と受付期間 

抄録は一般演題と同様にホームページで受付させていただきます。 

抄録受付期間は平成 16 年 11 月 1 日（月）～平成 17 年 2 月 9日（水）です。 

２．演題発表形式 

 原則として発表形式はパワーポイント使用としております。また、提出していただくパワーポイン

トファイルの詳細については次号で掲載致します。 

 

【プログラム委員】 

長田広司、浅井 治、浅井隆善、稲葉頌一、大坂顯通、大戸 斉、小原 明、神白和正、佐竹正博、

塩原信太郎、白幡 聡、鈴木美登利、髙橋孝喜、田野崎隆二、半田 誠、比留間潔、藤沢康司、 

前川 平、大坪寛子、星 順隆 

 

【参加登録】 

事前登録については学会誌（次号）に綴じ込んである郵便振替用紙を必ずご利用下さい。現金書留、

および銀行振込での入金は受付けられません。費用は下記の通りです。事前登録の締切りは平成 17 年

5 月 10 日（火）とさせていただきます。 

 事前登録費：9,000 円（当日は 10,000 円） 



 懇親会費：2,000 円（当日は 3,000 円） 

【問合せ先】 

第 53 回日本輸血学会総会に関するお問い合わせは下記事務局（準備室）へｅ－ｍａｉｌまたはＦＡＸ

でご連絡下さい。 

第 53 回日本輸血学会総会事務局 

     東京慈恵会医科大学附属病院輸血部内 

      〒105-8471 東京都港区西新橋 3-19-18 

      TEL   03(3433)1111（内 3697） 

     FAX   03(3578)0281 

  総会準備室 

     株式会社 ザ・コンベンション 

      〒107-0062 東京都港区南青山 2-6-12 アヌシー青山 2Ｆ 

        担当：徳丸 

        TEL 03(3423)4180   FAX 03(3423)4108 

        E-mail：yuketsu@the-convention.co.jp 


