第 113 回 日本輸血・細胞治療学会
東北支部例会
日 時

平成 30 年 9 月 8 日（土）

会 場

東北大学医学部

9:40 ～ 18:00

星陵会館 2 階

医学部開設百周年記念ホール（星陵オーディトリアム）
仙台市青葉区星陵町 2-1 東北大学医学部内
TEL : 022-717-7472（東北大学病院 輸血・細胞治療部）

参加費

1,000 円（意見交換会にご参加の方は、別途 1,000 円頂戴いたします）

例会長

藤原実名美（東北大学病院 輸血・細胞治療部）

主 催

日本輸血・細胞治療学会 東北支部

プログラム概要
時 間

9:20 ~
10:00 ~11:10

内

容

会

受付開始

場

ロビー

2階

検査技師推進委員会セミナー

A 会場

オーディトリアム

2階

看護師推進委員会セミナー

B 会場

大会議室

2階

10:00 ~11:00

I&A 推進会議

C 会場

小会議室 2

2階

11:30 ~12:30

共催セミナー

A 会場

オーディトリアム

2階

11:30 ~12:20

評議員会

B 会場

大会議室

2階

12:40 ~13:00

総会

A 会場

オーディトリアム

2階

13:00 ~13:30

東北医学賞受賞講演

A 会場

オーディトリアム

2階

13:30 ~14:00

ミニレクチャー

A 会場

オーディトリアム

2階

13:30 ~14:30

教育講演

B 会場

大会議室

2階

14:05 ~15:05

一般演題 1~6

A 会場

オーディトリアム

2階

14:35 ~15:15

一般演題 18~21

B 会場

大会議室

2階

15:05 ~15:55

一般演題 7~11

A 会場

オーディトリアム

2階

15:15 ~15:55

一般演題 22~25

B 会場

大会議室

2階

15:55 ~16:15

一般演題 12~13

A 会場

オーディトリアム

2階

16:15 ~16:55

一般演題 14~17

A 会場

オーディトリアム

2階

17:00 ~18:00

特別講演

A 会場

オーディトリアム

2階

18:00 ~19:00

意見交換会

食堂ホール

1階

18:30 ~20:25

I&A 視察員養成講習会（ロールプレイ） B 会場

大会議室

2階

9:40 ~11:20

 看護師推進委員会セミナー （事前登録者限定）

9:40~11:20 2 階 B 会場 大会議室

1. 基調講演「学会認定をとったその先は… -大学病院における活動の一例-」
高木尚江（岡山大学病院 看護部）

2. グループディスカッション、発表
 検査技師推進委員会セミナー

10:00~11:10 2 階 A 会場 オーディトリアム

講演 1「腎移植における HLA 検査」
森川

勉（JCHO 仙台病院 統括診療部臨床検査科診療部 HLA）

講演 2「母児間血液型不適合妊娠における検査と新生児・乳児の輸血関連検査」
川畑絹代（福島県立医科大学附属病院 輸血・移植免疫部）
 I&A 推進会議

10:00~11:00 2 階 C 会場 小会議室 2

 共催セミナー（共催：日本血液製剤機構）
座長：立花直樹（青森県立中央病院）

11:30~12:30 2 階 A 会場 オーディトリアム

「血液製剤の安全性向上と適正使用～I&A とアルブミンの適正使用について～」
田中朝志（東京医科大学八王子医療センター 輸血部）
 東北医学賞受賞講演

13:00~13:30 2 階 A 会場 オーディトリアム

座長：北澤淳一（青森県立中央病院）

「造血細胞の採取・輸注から造血・免疫の再構築まで」
池田和彦（福島県立医科大学 医学部 輸血・移植免疫学講座）
 ミニレクチャー

13:30~14:00 2 階 A 会場 オーディトリアム

座長：藤島直仁（秋田大学医学部附属病院）

「妊婦が保有した抗 Jra の性状及び臨床的意義」
伊藤正一（日本赤十字社東北ブロック血液センター）
 教育講演

13:30~14:30 2 階 B 会場 大会議室

座長：藤田秀文（JA 秋田厚生連大曲厚生医療センター）

「輸血機能評価（I&A)制度と視察の実際」
峯岸正好（福島県赤十字血液センター 日本輸血・細胞治療学会東北支部 I&A 推進会議委員長）
 特別講演

17:00~18:00 2 階 A 会場 オーディトリアム

座長：藤原実名美（東北大学病院）

「遺伝子改変 T 細胞療法の臨床開発における課題」
大嶺 謙（自治医科大学内科学講座血液学部門 / 免疫遺伝子細胞治療学 (タカラバイオ)講座）

 一般演題
14:05~15:05「輸血検査・製剤管理」

座長：川畑絹代（福島県立医科大学附属病院）

2 階 A 会場 オーディトリアム

1

奈良崎正俊（山形大学医学部附属病院）

当院における夜間休日担当者への輸血業務スキル調査とトレーニングの取り組み
東北医科薬科大学病院
○佐藤裕李, 齊藤梨絵, 浅野裕子, 櫻田明美, 大場祐輔, 藤田智咲, 泉

2

義彦, 高橋伸一郎, 沖津庸子

輸血管理の問題点と課題―秋田県内輸血部門管理者へのアンケート調査結果から―
秋田県赤十字血液センター
○國井華子, 吉田

3

斉, 寺田 亨, 二部琴美, 鎌田博子, 阿部

真, 面川

進

乾式装置を使用して解凍した新鮮凍結血漿における凝固因子活性の推移
福島県立医科大学附属病院 輸血・移植免疫部 1), 同検査部 2)
○高野希美 1), 川畑絹代 1), 只野光彦 2)，菅野喜久子 2), 志村浩己 2), 大戸

4

斉 1), 池田和彦 1)

福島県赤十字血液センターにおける県内医療機関からの依頼検査受託状況
福島県赤十字血液センター1), 日本赤十字社東北ブロック血液センター2)
修 1), 渡邉範彦 1), 樫村

○長谷川
2)

伊藤正一 , 峯岸正好

5

誠 1), 石田清光 1), 荒川

崇 1), 井村

健 1), 宍戸一広 1),

1)

当院における抗 Jra 保有妊婦の 3 例
（一財）太田綜合病院附属太田西ノ内病院 臨床検査部輸血管理室 1), 看護部 2), 血液疾患センター3)
○橋本はるみ 1), 渡辺隆幸 1), 白谷泰祐 1), 神山龍之介 1), 星

雅子 1), 石井佳代子 1), 小野和恵 2),

永山季代子 2), 馬場佐知子 2), 草野智恵子 2), 神林裕行 1)3)

6

当院で経験した Daratumumab が投与された症例
岩手医科大学附属病院中央臨床検査部 1), 岩手医科大学臨床検査医学講座 2)
○小田原
諏訪部

聖 1), 井上優花子 1), 千田友美 1), 外川洋子 1), 後藤健治 1), 高舘潤子 1), 鈴木啓二朗 2),
章 2)

15:05~15:55「臨床輸血」

座長：鈴木啓二朗（岩手医科大学附属病院）

2 階 A 会場 オーディトリアム

7

玉井佳子（弘前大学医学部附属病院）

帝王切開後の貯血式自己血輸血の際に輸血副反応を起こした一症例
福島県立医科大学附属病院 輸血・移植免疫部 1), 福島県立医科大学附属病院 麻酔・疼痛緩和科 2),
福島県立医科大学付属病院 産科・婦人科 3)
○佐々木睦美 1), 大石理江子 2), 長谷川貴之 2), 城田さつき 2), 川畑絹代 1), 渡邉万央 1), 力丸峻也 1),
横川京子 1)，鈴木 聡 3)，村田強志 3), 藤森敬也 3), 村川雅洋 2), 池田和彦 1)

8

消化器外科における血液製剤の使用

ー治療経過での検討

1)

いわき市立総合磐城共立病院外科 , 中央検査部輸血室 2), 福島県赤十字血液センターいわき出張所 3)
○九里孝雄 1)3), 川口信哉 1), 橋本明彦 1), 吉田

寛 1), 白相

哲 1), 根本紀子 1), 藤川奈々子 1),

片桐宗利 1), 土師陽一 1), 志村充広 1), 鈴木久仁子 2), 藤田沙耶花 2), 高木悠輔 2), 加藤ななみ 2),
渡邊有里耶 2), 高木佳耶 2), 岩田智久 2), 新谷史明 1)

9

弘前大学医学部附属病院における希釈式自己血輸血の実施状況
弘前大学医学部附属病院輸血部 1), 同麻酔科 2)
○阿島

光 1), 玉井佳子 1), 金子なつき 1), 小山内崇将 1), 内田

亮 1), 大和美都 1), 田中一人 1),

北山眞任 2), 廣田和美 2), 伊藤悦朗 1)

10

当院における術中輸血の現状
秋田大学医学部附属病院

輸血部

○熊谷美香子, 佐藤郁恵, 能登谷

11

武, 藤島直仁, 高橋

勉

アルブミン製剤使用量削減に伴う臨床的アウトカムへの影響
東北大学病院

輸血・細胞治療部

○関 修, 成田香魚子, 伊藤智啓, 細川真梨, 郷野辰幸, 岩木啓太, 石岡夏子, 阿部真知子,
佐藤裕子, 藤原実名美, 張替秀郎

15:55~16:15「幹細胞採取」

座長：加藤裕一（山形大学医学部附属病院）

2 階 A 会場 オーディトリアム

12

CD34+細胞測定による末梢血造血幹細胞採取タイミングとプレリキサホル
使用経験
山形大学医学部附属病院

輸血・細胞治療部

○奈良崎正俊, 大塚那奈, 柴田早紀, 石山裕子, 加藤裕一, 石澤賢一

13

プレリキサホル投与・アフェレーシスの可否の決定における採取前日の CD34
測定・症例の報告
福島県立医科大学附属病院

輸血・移植免疫部 1), 福島県立医科大学附属病院

福島県立医科大学附属病院

小児腫瘍内科 3)

○小野

1)

1)

智 , 川畑絹代 , 高野希美 1), 鈴木裕恵 1), 渡邉万央 1), 佐々木睦美 1), 力丸峻也 1),

皆川敬治 1), 高橋裕志 2), 七島晶子 2), 大河原
望月一弘 3), 佐野秀樹 3), 池添隆之 2), 菊田

16:15~16:55「地域医療」

浩 2), 高橋信久 3), 大原喜裕 3), 小林正悟 3),
敦 3), 池田和彦 1)

座長：神林裕行（太田西ノ内病院）

2 階 A 会場 オーディトリアム

14

血液内科 2),

峯岸正好（福島県赤十字血液センター）

福島県における外来輸血の状況 -輸血に関するアンケート（2017 年）より福島県赤十字血液センター1), 福島県立医科大学輸血・移植免疫学講座 2),
福島県保健福祉部薬務課 3), 福島県合同輸血療法委員会 4)
○渡邉範彦 1), 樫村

誠 1), 荒川

崇 1), 石田清光 1), 井村

健 1), 宍戸一広 1), 池田和彦 2)4),

山田朋美 3), 味戸一宏 3), 木村隆弘 3)4), 峯岸正好 1)4)

15

不適正輸血への疑義照会と職種別関与状況について
秋田県赤十字血液センター
○吉田

16

斉, 國井華子, 寺田 亨, 二部琴美, 鎌田博子, 阿部

真, 面川

進

輸血地域ミーティング開催への取り組み－向こう三院両隣 つながる地域
輸血の輪－
山形県赤十字血液センター1), みゆき会病院 2), 山形県立中央病院 3)
○黒田

優 1), 小田島千尋 1), 佐藤勇人 1), 渡辺眞史 1), 佐藤伸二 2), 大本英次郎 3)

17

災害経験を次世代へ伝える医学部学生実習の取り組み
福島県立医科大学
○ノレット

輸血・移植免疫学講座

ケネス, 鈴木裕恵, 佐々木睦美, 池田和彦

14:35~15:15「看護師（チーム医療）」
2 階 B 会場

18

座長：阿部 真（秋田県赤十字血液センター）

大会議室

塗谷智子（青森県立中央病院）

輸血事故防止への取り組み

～検査技師の地域看護師向け実技研修会への協力～

1)

みやぎ県南中核病院 検査部 , 看護部 2)
○鈴木里香 1), 佐藤裕子 1), 奥山亜希子 2)

19

宮城県における学会認定・臨床輸血看護師育成の取り組み
宮城県赤十字血液センター1), 東北大学病院看護部 2), 東北大学病院輸血・細胞治療部 3),
宮城県立がんセンター4), みやぎ県南中核病院 5), 宮城県合同輸血療法委員会 6)
○清水貴人 1)6), 今野朱美 2)6), 島貫美和子 2), 藤原実名美 3)6), 佐藤美佳 4)6), 長田裕美 4),
佐々木

20

治 4)6), 奥山亜希子 5), 及川伸治 1)6), 中川國利 1)6), 張替秀郎 3)6)

輸血に携わる看護師が求めるもの ～第 112 回日本輸血・細胞治療学会東北支部
例会看護師推進委員会セミナーアンケート結果から～
東北大学病院看護部 1), 宮城県がんセンター看護部 2), 青森県立中央病院臨床検査部 3),
日本輸血・細胞治療学会東北支部看護師推進委員会 4)
○角田なつき 1)4), 佐藤美佳 2)4), 今野朱美 1)4), 北澤淳一 3)4),

21

輸血機能評価認定（I&A）取得にむけた取り組み
岩手県立胆沢病院
○久保光輝, 山路浩美, 小玉功子, 千田文枝, 松橋優希, 石川弘伸, 吉田こず恵

15:15~15:55「血液事業」
2 階 B 会場

22

座長：佐藤伸二（みゆき会病院）

大会議室

渡部和也（会津医療センター）

宮城における献血の現状と課題
宮城県赤十字血液センター
○中川國利, 澤村佳宏, 高嶋和弘, 上杉雄一, 狩野

23

健

輸血用血液製剤の実生産レベルにおける容量の調査
日本赤十字社東北ブロック血液センター
○佐久間直之, 小砂子

24

智, 大山政則, 清水

博

東北各県における輸血用血液製剤の供給状況
秋田県赤十字血液センター1), 東北ブロック血液センター2)
○阿部

25

真 1), 会川勝彦 2), 面川

進 1)

東北ブロックにおける広域事業運営体制後の輸血用血液製剤供給量の推移
日本赤十字社東北ブロック血液センター
○田村智子, 吉田美紀子, 佐藤泉悦, 横山裕志, 浦野慎一, 会川勝彦, 豊田尚志, 清水

博

【 仙台駅より会場までのアクセス 】

タクシー
JR 仙台駅西口タクシープールより「東北大学医学部・星陵地区」で到着（艮陵会館前信
号で大学へ入り、ゲート手前で下車）

約 10 分、1300 円前後

仙台市営地下鉄
地下鉄南北線泉中央方面行きに乗車し、「北四番丁駅」にて下車（約 5 分、200 円）
北 2 出口より、山形方面へ徒歩約 15 分

仙台市営バス
JR 仙台駅西口バスプール 10、15 番のりば発「東北大学病院経由」（800 系統) 乗車
「東北大学病院前」下車（約 20 分、180 円）

徒歩約１分

※駐車場について：
本会場には駐車場がございませんので、お車でご来場の方は近隣の有料駐車場をご利用く
ださい。

東北大学医学部キャンパス内マップ

