
第 61回日本輸血・細胞治療学会近畿支部総会日程
平成29年 11 月 11 日（土）

メルパルク京都

8：55～ 9：00 開会の挨拶 総会長 堀池 重夫

9：00～12：00 一般演題
9：00～ 9：32 ①輸血検査（No. 1～4）
座長：万木紀美子先生
9：33～10：05 ②症例検討（No. 5～8）
座長：松本 雅則先生
10：06～10：46 ③細胞治療（No. 9～13）
座長：藤盛 好啓先生
10：47～11：27 ④製剤輸血（No. 14～18）
座長：芦田 隆司先生
11：28～12：00 ⑤輸血業務（No. 19～22）
座長：大西 修司先生

12：30～13：30 共催セミナー
座長：堀池 重夫先生
多発性骨髄腫における診断と治療の進歩

JCHO京都鞍馬口医療センター 院長 島崎 千尋先生

13：40～14：10 評議員会（６F会議室６）
14：10～14：25 総会（６ F口演会場）

14：30～15：20 ワークショップ
座長：坂田 幸代先生 日南 淳子先生
「学会認定・臨床輸血看護師取得後の活動」

公益財団法人天理よろづ相談所病院 看護部 森 珠恵先生
「臨床輸血看護師になってやってきたこと」

大阪市立大学医学部附属病院 看護部 山野 靖子先生
「兵庫県合同輸血療法委員会ワーキンググループによる
看護師への輸血教育」
神鋼記念病院血液病センター 兵庫県合同輸血療法委員会 松本 真弓先生

15：30～16：20 招請講演 1
座長：笹田 裕司先生
「輸血検査の課題と最新の問題点」

東邦大学医療センター大森病院 輸血部 奥田 誠先生

16：30～17：20 招請講演 2
座長：黒田 純也先生
「ヒト間葉系幹細胞（hMSC）製剤の調製と運用」

兵庫医科大学病院 輸血・細胞治療センター 池本 純子先生
「間葉系幹細胞（MSC）によるステロイド抵抗性」
急性移植片対宿主病（SR-aGVHD）治療

兵庫医科大学 血液内科 岡田 昌也先生

17：20～17：25 閉会の辞 総会長 堀池 重夫
17：40～ 懇親会（８F 大文字）



第61回 日本輸血・細胞治療学会近畿支部総会学術講演会

午前の部（メルパルク京都）

8：55～ 9：00 開会の挨拶 総会長 堀 池 重 夫

9：00～ 9：32

①輸血検査（No. 1～4） 座長 万 木 紀美子
（京都大学医学部附属病院 輸血細胞治療部）

1. α2-プラスミンインヒビターを測定することによる貧血予測は可能か
地域医療機能推進機構滋賀病院 統括診療部
〇吉田 正明

2. Ortho Clinical Diagnostic 製 Ortho Vision を使用して
京都桂病院 輸血部1）、血液内科2）

○井上 和子1）、森田 純子1）、蔵敷 裕一1）、森口 寿徳1）2）

3. 末梢血幹細胞（PBSC）採取における自動血球分析装置による造血前駆細胞（HPC）数
測定の意義
京都第一赤十字病院 輸血部1）、検査部2）、血液内科3）

○布施沙也香1）2）、酒井 美佳2）、森下加代子1）、多氣 秀和2）、大西 重樹2）、
岩井 俊樹1）3）、内山 人二1）3）

4. 赤血球カラム凝集法の反応態度からHLA抗体の存在が推測された一症例
北播磨総合医療センター 中央検査室1）、血液腫瘍内科2）、外科3）

○冨田 孝子1）、橋本ひろみ1）、桝井 恵里1）、久保田義則1）、杉本 健2）、
岡 成光3）、藤中 亮輔3）、黒田 大介3）



9：33～10：05

②症例検討（No. 5～8） 座長 松 本 雅 則
（奈良県立医科大学附属病院 輸血部）

5. 抗凝固剤内服中に発症した後天性血友病Aの一例
京都府立医科大学 血液内科1）、輸血・細胞医療部2）

○滝本とも子1）、堀池 重夫1）2）、志村 勇司1）、黒田 純也1）

6. 抗 A抗体産生により溶血性貧血を来したABO血液型不適合腎移植
近畿大学医学部附属病院 輸血・細胞治療センター
○前田 朋子、地守 慶亮、中野 勝彦、福島 靖幸、川野 亜美、山田枝里佳、
井手 大輔、前田 岳宏、椿本 祐子、金光 靖、前川 清、芦田 隆司

7. 抗 E保有患者への血小板輸血後に抗 cが新たに検出された症例
関西医科大学附属病院 輸血・細胞療法部
〇阿部 操、大西 修司、北 睦実、佐能もも香、大澤 眞輝、井上まどか、
寺嶋由香利、山岡 学、伊藤 量基、野村 昌作

8. 当センターで胎児輸血が実施された症例についての検討
大阪母子医療センター輸血・細胞管理室1）、血液・腫瘍科2）、
大阪国際がんセンター輸血部3）

○羽根田亜衣1）、冨松 優太1）、丸石 桃花1）、江口 政志1）、入江 明美1）、
片山 徹1）3）、安井 昌博1）2）



10：06～10：46

③細胞治療（No. 9～13） 座長 藤 盛 好 啓
（兵庫医科大学病院 輸血・細胞治療科）

9. 末梢血幹細胞移植業務における輸血部の役割
大阪赤十字病院輸血部1）、血液内科2）

○岡 一彦1）、神楽所みほ1）、中藤 裕子1）、村田 優1）、福井 理恵1）、
今田 和典1）2）

10. 骨髄濃縮におけるCOBE Spectra と Spectra Optia の比較
大阪大学医学部附属病院 輸血部
○中尾まゆみ、中山小太郎純友、細川 美香、櫻木美基子、森川 珠世、
清川 知子、青地 寛、永峰 啓丞、冨山 佳昭

11. 当科におけるプレリキサホルを用いた自家末梢血幹細胞採取について
和歌山県立医科大学 血液内科1）、同 輸血部2）

◯堀 善和1）、蒸野 寿紀1）、田中 顕1）、弘井 孝幸1）、大岩 健洋1）、
小畑 裕史1）、山下 友佑1）、細井 裕樹1）、中島 志保2）、堀端 容子2）、
松浪美佐子2）、西川 彰則1）2）、田村 志宣1）、園木 孝志1）2）

12. ヒト骨髄由来間葉系幹細胞テムセルHS注の院内管理体制の構築と投与まで
奈良県立医科大学附属病院 輸血部1）、呼吸器・アレルギー・血液内科2）

○杉邑 俊樹1）、谷山 歩1）、隅 志穂里1）、上野 華恵1）、松下 彰利1）、
前田 美和1）、下村 志帆1）、馬場 由美1）、長谷川真弓1）、梅木 弥生1）、
酒井 和哉1）、早川 正樹1）、松本 雅則1）、久保 政之2）、天野 逸人2）

13. 新規細胞治療薬テムセル導入に伴う院内システムの構築
京都府立医科大学附属病院 輸血・細胞医療部
〇藤井 瀬菜、笹田 裕司、西村 静香、高林 敏之、今西 唯、小森 浩美、
稲葉 亨、堀池 重夫



10：47～11：27

④製剤輸血（No. 14～18） 座長 芦 田 隆 司
（近畿大学医学部附属病院 輸血・細胞治療センター 近畿大学医学部 血液・膠原病内科）

14. 自己血輸血の過去 5年間の推移
京都大学医学部附属病院 検査部1）、輸血細胞治療部2）

○佐賀井 聡1）2）、万木紀美子2）、菱田 理恵2）、渋谷江里香2）、三浦 康生2）、
平位 秀世2）、前川 平2）

15. 近畿地区大学病院における洗浄血小板の使用状況
近畿大学医学部附属病院 輸血・細胞治療センター1）、近畿地区大学病院2）

○金光 靖1）、地守 慶亮1）、前田 朋子1）、中野 勝彦1）、福島 靖幸1）、
川野 亜美1）、山田枝里佳1）、井手 大輔1）、前田 岳宏1）、椿本 裕子1）、
前川 清1）、芦田 隆司1）、志摩 美緒2）、中尾まゆみ2）、大西 修司2）、
万木紀美子2）、笹田 裕司2）、上田 真弘2）、山下 朋子2）、長谷川真弓2）、
池本 純子2）、松浪美佐子2）

16. 当院におけるクリオプレシピテートの使用状況
関西医科大学附属病院 輸血・細胞療法部
○山岡 学、大西 修司、北 睦実、佐能もも香、大澤 眞輝、井上まどか、
寺嶋由香利、阿部 操、伊藤 量基、野村 昌作

17. McLeod 症候群における解凍赤血球の生物学的製剤基準
兵庫医科大学病院 輸血・細胞治療センター1）、同 輸血・細胞治療科2）

〇大塚 真哉1）、杉山 寛貴1）、原田 由紀1）、小野本仁美1）、奥田 典子1）、
入江 玲子1）、村田 理恵1）、池本 純子1）、前田 和弘1）、吉原 享子1）2）、
吉原 哲1）2）、山原 研一1）2）、藤盛 好啓1）2）

18. 当院における緊急時O型 RBC（赤血球製剤）使用について
京都第二赤十字病院 輸血部1）、血液内科2）

○相田 幸雄1）、片川 鈴子1）、魚嶋 伸彦1）2）、河田 英里2）



11：28～12：00

⑤輸血業務（No. 19～22） 座長 大 西 修 司
（関西医科大学附属病院 輸血・細胞療法部）

19. 当院における輸血チームの活動－輸血業務に関するアンケートをとおして－
市立大津市民病院 看護局 8 A病棟1）、臨床検査部輸血管理室2）、内科3）、外科4）

○竹田さおり1）、岩野安希子1）、三島 賀美2）、松井まり子2）、中尾 光成2）3）、
光吉 明4）

20. 時間外ポーター導入後 1年の現状検証
大阪医科大学附属病院輸血室
◯志磨 美緒、鴨川 康代、平松 潔子、南 有美子、渡邊由香理、河野 武弘

21. 高頻度抗原に対する抗体保有のRhD陰性患者における緊急輸血
近畿大学医学部附属病院 輸血・細胞治療センター
○中野 勝彦、前田 朋子、地守 慶亮、福島 靖幸、川野 亜美、山田枝里佳、
井手 大輔、前田 岳宏、椿本 祐子、金光 靖、前川 清、芦田 隆司

22. PCPS（Percutaneous Cardio Pulmonary Support）と緊急輸血
近畿大学医学部附属病院 輸血・細胞治療センター1）、
近畿大学医学部附属病院 臨床工学部2）

○芦田 隆司1）、高田 裕2）、中野 勝彦1）、地守 慶亮1）、前田 朋子1）、
福島 靖幸1）、川野 亜美1）、井手 大輔1）、前田 岳宏1）、椿本 祐子1）、
金光 靖1）、前川 清1）



午後の部（メルパルク京都）

12：30～13：30
共催セミナー 座長 堀 池 重 夫

（京都府立医科大学附属病院 輸血・細胞医療部）

「多発性骨髄腫における診断と治療の進歩」
演者 島 崎 千 尋

（JCHO京都鞍馬口医療センター 院長）
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

14：30～15：20
ワークショップ 座長 坂 田 幸 代

（奈良県立医科大学付属病院 看護部）

座長 日 南 淳 子
（大阪医科大学附属病院 看護部）

「学会認定・臨床輸血看護師取得後の活動」
演者 森 珠 恵

（公益財団法人天理よろづ相談所病院 看護部）

「臨床輸血看護師になってやってきたこと」
演者 山 野 靖 子

（大阪市立大学医学部附属病院 看護部）

「兵庫県合同輸血療法委員会ワーキンググループによる
看護師への輸血教育」

演者 松 本 真 弓
（神鋼記念病院血液病センター 兵庫県合同輸血療法委員会）



15：30～16：20
招請講演 1 座長 笹 田 裕 司

（京都府立医科大学附属病院 輸血・細胞医療部）

「輸血検査の課題と最新の問題点」
演者 奥 田 誠

（東邦大学医療センター大森病院 輸血部）
共催：オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社

16：30～17：20
招請講演 2 座長 黒 田 純 也

（京都府立医科大学 血液内科）

「ヒト間葉系幹細胞（hMSC）製剤の調製と運用」
演者 池 本 純 子

（兵庫医科大学病院 輸血・細胞治療センター）

「間葉系幹細胞（MSC）によるステロイド抵抗性
急性移植片対宿主病（SR-aGVHD）治療」

演者 岡 田 昌 也
（兵庫医科大学 血液内科）
共催：JCRファーマ株式会社

17：20～17：25
閉会の辞 総会長 堀 池 重 夫




