日

程

表

講演会場

評議員会・懇親会・クローク

大会議室

中会議室

8：00
8：30
9：00
9：30

開

9：30～
9：40～10：10

10：00
10：30
11：00
11：30

会

式

セッション1

血液型関係

セッション2

不規則抗体

セッション3

輸血教育・輸血認定技師

座長：山田 尚友
演者：中尾 真実，井本 祐司，舞木 弘幸
10：10～10：50

座長：舞木 弘幸
演者：吉田 雅弥，宮元 珠華，江頭 弘一，中園 智子
10：50～11：30

座長：福吉 葉子
演者：山田 麻里江，小田 秀隆，東谷 孝徳，渡部 旭子
11：35～12：25

評議員会

12：00
12：30
12：30～13：30

13：00
13：30

ランチョンセミナー
輸血医療の現状と今後の展望

座長：末岡 榮三朗
演者：稲葉 頌一，黒崎 大輔
共催：（株）エイアンドティー
13：40～14：20

会務報告

14：00
14：30
15：00
15：30

14：20～15：00

15：00～15：40

セッション5

感染症・その他

セッション6

症例報告

座長：緒方 正男，久保田 寧
演者：福吉 葉子，柗尾 綾花，濵田 平一郎
16：15～17：15

16：30
17：00
17：15～

17：30

HLA・血液製剤

座長：坂口 嘉郎，大崎 浩一
演者：齊藤 楓，相良 康子，中村 仁美，長井 一浩
15：40～16：10

16：00

セッション4

座長：黒田 ゆかり
演者：下山 治香，浦上 晶生，崎田 紫織，富松 貴裕

特別講演

iPS 細胞研究と輸血医療のこれから
座長：木村 晋也
演者：木村 貴文
共催：セルジーン（株）
閉会式・次期例会長挨拶
17：30～19：30

18：00

懇

18：30
19：00
19：30
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親

会

日本輸血・細胞治療学会九州支部会 第64回総会・第85回例会
プログラム

開会式

9：30

日本輸血・細胞治療学会 九州支部会
日本輸血・細胞治療学会 九州支部

第64回総会・第85回例会

例会長

支部長

末岡 榮三朗
米村 雄士

セッション1：血液型関係

9：40～10：10

座長 山田 尚友（佐賀大学医学部附属病院輸血部）

1. B+O 血液型キメラにおいて不規則抗 B が疑われた一症例
佐賀大学医学部附属病院1） 佐賀大学医学部附属病院輸血部2）
佐賀大学医学部

血液・呼吸器・腫瘍内科3）

○中尾 真実1），山田 麻里江1），山田 尚友1），久保田 寧2,3），木村 晋也3），末岡 榮三朗1,2）

2. 全自動輸血検査装置 ORTHO VISIONTM Analyzer Max の性能評価
福岡大学病院

臨床検査部1） 福岡大学医学部臨床検査医学講座2）

○井本 祐司1），泉田 久美子1），山崎 恵1），山下 孝明1），松永 彰1,2）

3. 血液型ウラ検査にて弱陽性反応を呈した症例から検出した ABO 式血液型亜型
鹿児島大学病院

輸血・細胞治療部

○舞木 弘幸，宮元 珠華，外室 喜英，浜田 平一郎，古川 良尚

10：10～10：50

セッション2：不規則抗体
座長 舞木 弘幸（鹿児島大学病院

輸血・細胞治療部）

4. 不規則抗体スクリーニングにおける酵素法省略の検討
熊本赤十字病院

検査部

○吉田 雅弥，田中 希歩，石田 彩華，龍 正樹，川口 謙一，北里 浩
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5. 輸血後に複数の不規則抗体を検出した1症例
鹿児島大学病院

輸血・細胞治療部

○宮元 珠華，舞木 弘幸，外室 喜英，浜田 平一郎，古川 良尚

6. 母親からの抗 A および抗 D，PAIgG の移行が考えられた新生児の一症例
久留米大学病院 臨床検査部 輸血検査室1） 久留米大学病院 臨床検査部2）
○江頭 弘一1），池田 美咲1），溝上 真衣1），藤好 麻衣1），塩塚 成美1），橋本 好司2），
中島 収2）

7. 依頼検査により検出された高頻度抗原に対する抗体とまれ血の供給状況について
日本赤十字社

九州ブロック血液センター

○中園 智子，北原 美加，桐山 佳子，鈴木 佳寿美，山﨑 久義，渡邉 聖司，橋口 聖一，
島村 益広，松山 博之，入田 和男

10：50～11：30

セッション3：輸血教育・輸血認定技師
座長 福吉 葉子（熊本大学医学部附属病院
熊本大学医学部附属病院

輸血・細胞治療部・
中央検査部）

8. 当院で作製した輸血検査 DVD を用いた地域への貢献について
佐賀大学医学部附属病院検査部1） 佐賀大学医学部附属病院輸血部2）
佐賀大学医学部

血液・呼吸器・腫瘍内科3）

○山田 麻里江1），山田 尚友1），中尾 真実1），久保田 寧2,3），木村 晋也3），末岡 榮三朗1,2）

9. 中小医療機関における輸血検査の技術向上を目指した血液センターの取り組みと効果
福岡県赤十字血液センター
○小田 秀隆，東谷 孝徳，松本 岩雄，石井 恵美，松本 浩二，松﨑 浩史

10. 認定輸血検査技師試験12年間の講評のまとめ
福岡県赤十字血液センター
○東谷 孝徳，小田 秀隆，松本 岩雄，松本 浩二，松﨑 浩史

11. 輸血検査結果の報告と説明～検査技師としてできること～
大分医師会立アルメイダ病院 臨床検査部1） 大分医師会立アルメイダ病院 産科・婦人科2）
○渡部 旭子1），赤田 椋1），林 大樹1），宮崎 真奈美1），関 恵美1），大立 律子1），
結城 孝子1），佐藤 まゆみ1），梶原 富士子1），末松 照子1），蒲池 綾子1），馬場 眞澄2），
岩里 桂太郎2）
－9－

11：35～12：25

評議員会（中会議室）

12：30～13：30

ランチョンセミナー

共催：株式会社エイアンドティー

座長 末岡 榮三朗（佐賀大学医学部

臨床検査医学講座）

輸血医療の現状と今後の展望
演者 稲葉 頌一（関東甲信越ブロック血液センター）

黒崎 大輔（株式会社エイアンドティー 営業推進グループ）

13：40～14：20

会務報告

14：20～15：00

セッション4：HLA・血液製剤
座長 黒田 ゆかり（日本赤十字社

九州ブロック血液センター）

12. 抗 HLA 抗体による新生児同種免疫性血小板減少症の1例
熊本大学医学部附属病院

輸血・細胞治療部1）

熊本大学医学部附属病院

中央検査部2） 福岡赤十字病院

熊本大学医学部附属病院

小児科4）

熊本大学大学院生命科学研究部

検査部移植検査課3）

臨床病態解析学分野5）

○下山 治香1,2），米村 雄士1），有山 朝子1,2），﨑田 紫織1,2），石原 綾子1,2），大隈 雅紀2），
金本 人美3），橋口 裕樹3），福吉 葉子1,2），内場 光浩1），吉松 秀隆4），松井 啓隆1,2,5）

13. 九州における PC-HLA 登録献血者から検出されたレアアリルについて
日本赤十字社九州ブロック血液センター
○浦上 晶生，藤本 量，山口 惠津子，中山 みゆき，黒田 ゆかり，橋口 聖一，
島村 益広，松山 博之，入田 和男

14. 平成28年 熊本県内における血液製剤の使用に関するアンケート調査報告
熊本大学医学部附属病院

輸血・細胞治療部1）

熊本大学医学部附属病院

中央検査部2）

熊本大学

大学院生命科学研究部

臨床病態解析学分野3）

熊本県合同輸血療法委員会4）
○崎田 紫織1,2），米村 雄士1,4），有山 朝子1,2），石原 綾子1,2），下山 治香1,2），福吉 葉子1,2），
大隈 雅紀1,2），内場 光浩1），松井 啓隆1,2,3）
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15. 当院における赤血球製剤の院内備蓄量決定の取り組み
大分県立病院

輸血部1） 大分県立病院

大分県立病院

臨床検査科検査研究部3）

血液内科部2）

○富松 貴裕1），宇留島 裕1），髙嶋 絵美1），宮﨑 泰彦1），奥廣 和樹2），高田 寛之2），
大塚 英一2），佐分利 能生2），加島 健司3）

15：00～15：40

セッション5：感染症・その他
座長 坂口 嘉郎（佐賀大学医学部

麻酔・蘇生学）

大崎 浩一（久留米大学病院臨床検査部・久留米大学医学部内科学講座 血液・腫瘍内科部門）

16. NAT ウインドウ期の血小板製剤による HBV 感染の1例
日本赤十字社九州ブロック血液センター
○齊藤 楓，赤司 春菜，上田 勇佑，田原 大志，篠崎 隆平，大野 徹也，田久保 智子，
江崎 利信，長野 冬子，髙石 英美，永吉 裕二，橋口 聖一，島村 益広，松山 博之，
入田 和男

17. HTLV-1確認試験における判定保留例について
日本赤十字社九州ブロック血液センター1） 佐賀県赤十字血液センター2）
○相良 康子1），中村 仁美1），井上 由紀子1），後藤 信代1），平山 秀明1），島村 益広1），
松山 博之1,2），入田 和男1）

18. Line Immunoassay 法による HTLV-1抗体確認検査の有用性について
日本赤十字社九州ブロック血液センター1） 佐賀県赤十字血液センター2）
○中村 仁美1），相良 康子1），井上 由紀子1），後藤 信代1），平山 秀明1），島村 益広1），
松山 博之1,2），入田 和男1）

19. 九州地区における災害時の輸血医療に関する医療機関の態勢の現況と問題点：
九州各県合同輸血療法委員会関係者会による調査報告
長崎県合同輸血療法委員会1） 熊本県合同輸血療法委員会2）
鹿児島県合同輸血療法委員会3） 宮崎県合同輸血療法委員会4）
九州各県合同輸血療法委員会関係者会ワーキンググループ5）
○長井 一浩1,5），井 清司2,5），榮鶴 義人3,5），押川 秀次4,5），山下 明洋4,5），久冨木 庸子4,5），
古賀 浩光1,5），相良 英範2,5），續 隆文2,5），北折 健次郎4,5），野村 秀洋3,5），松尾 辰樹1,5），
満留 裕己3,5），宮下 幸一郎3,5），山下 隆司1,5），米村 雄士2,5）
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セッション6：症例報告

15：40～16：10

座長 緒方 正男（大分大学医学部

腫瘍・血液内科

大分大学医学部 附属病院 輸血部）

久保田 寧（佐賀大学医学部

内科学講座

佐賀大学医学部附属病院

血液・腫瘍内科

輸血部）

20. PNH 陽性血球を高比率で検出するものの溶血症状を伴わない再生不良性貧血の1症例
熊本大学医学部附属病院

輸血・細胞治療部1）

熊本大学医学部附属病院

中央検査部2） 熊本大学医学部附属病院

熊本大学大学院生命科学研究部

血液内科3）

臨床病態解析学分野4）

○福吉 葉子1,2），米村 雄士1），有山 朝子1,2），石原 綾子1,2），﨑田 紫織1,2），下山 治香1,2），
大隈 雅紀2），内場 光浩1），川口 辰哉3），松井 啓隆1,2,4）

21. ABO minor mismatch 腎移植後に重度の溶血性貧血を呈した PLS の1症例
九州大学病院

検査部1） 九州大学病院

遺伝子細胞療法部2）

○柗尾 綾花1），山口 恭子1），榎本 麻里1），藤野 恵子1），青木 香苗1），堀田 多恵子1），
平安山 知子2），亀崎 健次郎2），赤司 浩一2），康 東天1）

22. プレリキサホル投与による採取後に自家造血幹細胞移植を実施した2症例
鹿児島大学病院

輸血・細胞治療部1） 鹿児島大学病院

血液膠原病内科2）

○濵田 平一郎1），古川 良尚1），中島 篤人1），中島 恵美1），橋ノ口 寛仁1），原口 安江1），
外室 喜英1），宮元 珠華1），舞木 弘幸1），石塚 賢治2），有馬 直佑2），林田 真衣子2）

16：15～17：15

特別講演

共催：セルジーン株式会社

座長 木村 晋也（佐賀大学医学部

内科学講座

血液・腫瘍内科）

iPS 細胞研究と輸血医療のこれから
演者 木村 貴文（日本赤十字社近畿ブロック血液センター）

17：15～

閉会式

次期例会長挨拶
閉会の辞

17：30～19：30

懇親会（中会議室）
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