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会告 III
平成 21 年度「認定輸血検査技師更新のための講座」のご案内
認定輸血検査技師の更新予定者を対象として，第 16 回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム，第 33 回日本
血液事業学会総会，第 20 回国際輸血学会（ISBT）アジア部会期間中に下記の日程で実施いたします．
I．会
II．会

期：平成 21 年 11 月 14 日（土）〜18 日（水）
場：名古屋国際会議場

III．参 加 費：第 16 回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム
第 33 回日本血液事業学会総会
第 20 回国際輸血学会（ISBT）アジア部会
上記の参加費に含みます．
IV．参加方法：
下記に掲載した指定講座を受講後，指定時間に「認定輸血検査技師更新のための講座参加証明書」をお渡ししま
す．参加指定プログラムは，シンポジウムが 2 時間―3 時間，Academy Programme の各 SESSION や PLENARY
SESSION は各 1 時間 30 分ですが，これらのシンポジウム，または，SESSION の何れか一つを受講すれば，
「認定
輸血検査技師更新のための講座参加証明書」の対象といたします．
V．指定講座：
11 月 14 日（土）Japanese Educational Day
シンポジウム 1：広域的な需給管理（採血から供給まで広域的な体制を構築する）
シンポジウム 2：輸血医療・血液事業における IT の活用
シンポジウム 3：血液センターにおける検査・製剤業務の集約；安全な血液製剤の安定供給に対する影響
シンポジウム 4：安全な輸血と病院輸血担当者の責務
シンポジウム 5：小児輸血療法の新たな試み
11 月 15 日（日）
ISBT Academy Programme（1）
HAEMOSTASIS
・Strategies for blood transfusion in critical bleeding―Eiichi Inada（Japan）
・Heparin-induced thrombocytopenia（HIT）―Shigeki Miyata（Japan）
・Registry of 919 patients with thrombotic microangiopathies across Japan: database of Nara Medical University during 1998―2008―Yoshihiro Fujimura（Japan）
TTID
・Emerging infections in Asia and its possible global effects―Peter Flanagan（New Zealand）
・Changing concept of Hepatitis B virus worldwide―Masashi Mizokami（Japan）
・vCJD and its consequences for the Asia-Pacific Region―Tony Keller（Australia）
STEM CELLS AND TRANSPLANTATION
・Stem cell harvesting and transplantation―Wolfgang Mayr（Austria）
・Allogeneic haematopoetic stem cell transplantation: an Asian perspective―Raymond Liang（Hong Kong SAR,
China）
・Worldwide network for blood and marrow transplantation（WBMT）
―Yoshihisa Kodera（Japan）
TRANSFUSION PRACTICE
（Japan）
・Hospital transfusion committee―the essentials for safe and proper transfusion medicine―Koki Takahashi
・Blood transfusions in neonatal cardiac surgery and extracorporeal membrane oxygenator（ECMO）―Anneke
Brand（The Netherlands）
・Transfusion errors and their prevention―Mickey Koh（Singapore）
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ISBT Academy Programme（2）
SAFE BLOOD
・Prevention of bacterial contamination―Erica Wood（Australia）
・Transfusion related immune reactions: Pathogenesis and prevention―Norbert Ahrens（Germany）
・TA-GVHD: Universal irradiation on blood components―Takeo Juji（Japan）
IMMUNO-HAEMATOLOGY
・Update on current issues in the immune response in Transfusion Medicine―Anne Husebekk（Norway）
・Non-invasive detection of fetal RhD status and other genetic characteristics by circulating nucleic acids in maternal
plasma―Dennis Lo（Hong Kong SAR, China）
・Leukocyte antibody screening of donors for the prevention of TRALI―Juergen Bux（Germany）
BLOOD PRODUCTS!
MANAGEMENT
・Provision of blood products for the highly immunized patient―Sandra Nance（USA）
・Cost-effectiveness in hemotherapies and transfusion medicine―Axel Hoffman（Austria）
・Extending platelet storage: safety and quality considerations―Hitoshi Ohto（Japan）
DONOR RECRUITMENT AND DONOR CARE
・Collaboration of stakeholders for promotion of Voluntary Non-Remunerated Blood Donors―Kenji Tadokoro（Japan）
・Donor management: social marketing, maintenance and trust―Cecilia Tan（Singapore）
・Quality Assurance in Blood Banking: the basis for safety―Vee Armstrong（Australia）
11 月 16 日（月）
Plenary Session on Cellular Therapies（日本語同時通訳が準備されます）
・From human somatic cells to human iPS cells―State of the art and future needs―Kazuhiro Sakurada（Japan）
・Heterogeneity and Hierarchy Within the Most Primitive Hematopoietic Stem Cell Compartment―Hiromitsu
Nakauchi（Japan）
11 月 17 日（火）
Plenary Session on TTI（日本語同時通訳が準備されます）
・Occult Hepatitis B infection: incidence, detection and clinical implications―C.L. Lai（Hong Kong SAR, China）
・Epidemiology, clinical features, and prevention of HTLV-1 infection―Kazuo Tajima（Japan）
11 月 18 日（水）
PLENARY SESSION
Clinical Transfusion（日本語同時通訳が準備されます）
・Patient Blood Management―a new paradigm for transfusion?―Amanda Thomson（Australia）
・Translational Research: an important integrated paradigm for transfusion medicine―Steven Kleinman（Canada）
VI．「認定輸血検査技師更新のための講座参加証明書」発行時間及び発行場所
11 月 14 日

13：00〜14：00 及び 18：00〜18：30 に白鳥ホールの前の証明書発行場所

11 月 15 日

10：30〜11：00，13：30〜14：00 及び 16：00〜16：30 に白鳥ホールの証明書発行場所

11 月 16 日

指定講座終了後，センチュリーホールの証明書発行場所（2 箇所）

11 月 17 日

指定講座終了後，センチュリーホールの証明書発行場所（2 箇所）

11 月 18 日

指定講座終了後，センチュリーホールの証明書発行場所（2 箇所）

なお，「認定輸血検査技師更新のための講座参加証明書」
の再発行はいたしません．また会期以降に申請されても
発行いたしませんのでご注意下さい．
＊更新までの 5 年間に少なくとも 1 回はこの講座への参加が必須となります．
認定輸血検査技師制度協議会

