
 日 時  平成 31 年 3 月 2日（土） 9:50 ～ 17:00 

 会 場  霞城セントラル 3階 

      山形県山形市城南町 1 丁目 1-1 

 

 参加費  1,000 円 

 例会長  渡辺眞史（山形県赤十字血液センター） 

 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 内 容    会   場  

9:40 ~ 受付開始  ロビー 3 階 

9:50 ~10:50 I&A 推進会議 A 会場 大会議室 3 階 

9:50 ~11:10 看護師推進委員会セミナー C 会場 研修室 3 階 

10:00 ~11:00 検査技師推進委員会セミナー B 会場 視聴覚室 3 階 

11:20 ~12:20 共催セミナー A 会場 大会議室 3 階 

11:30 ~12:20 評議員会 B 会場 視聴覚室 3 階 

12:30 ~12:50 総会 A 会場 大会議室 3 階 

13:00 ~13:40 東北医学賞受賞講演 A 会場 大会議室 3 階 

13:50 ~14:50 特別講演 A 会場 大会議室 3 階 

15:00 ~16:00 合同輸血療法委員会情報交換会 C 会場 研修室 3 階 

15:00 ~15:40 一般演題  1~4 A 会場 大会議室 3 階 

15:00 ~15:30 一般演題 13~15 B 会場 視聴覚室 3 階 

15:30 ~16:30 一般演題 16~21 B 会場 視聴覚室 3 階 

15:40 ~16:20 一般演題  5~8 A 会場 大会議室 3 階 

16:10 ~16:50 一般演題 22~25 C 会場 研修室 3 階 

16:20 ~17:00 一般演題  9~12 A 会場 大会議室 3 階 

 

 

    

     

     

     



 看護師推進委員会セミナー（事前登録者限定）     9:50~11:10 3 階 C 会場 研修室 

1. 講演「山形県内の看護師を対象にした輸血講演会からのアンケート結果」 

押野敏子（山形県立中央病院 輸血部 看護師） 

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 

司会：能登谷武（秋田大学医学部附属病院 輸血部）10:00~11:00 3 階 B 会場 視聴覚室 

 講演「認定輸血検査技師試験の受験経験から 

～求められる知識・技量と得られた財産～」 

岩木啓太（東北大学病院 輸血・細胞治療部） 

 

 I&A 推進会議                  9:50~10:50 3 階 A 会場 大会議室 

 

 共催セミナー（共催：一般社団法人 日本血液製剤機構） 

座長：三井哲夫（山形大学医学部 小児科学講座 教授） 

11:20~12:20 3 階 A 会場 大会議室 

「血液疾患の治療の変遷」 

石澤賢一（山形大学医学部 内科学第三講座 教授） 

 

 東北医学賞受賞講演  

座長：佐藤伸二（みゆき会病院）         13:00~13:40 3 階 A 会場 大会議室 

「輸血・細胞治療学との出会いとその歩み」 

神林裕行（太田綜合病院附属太田西ノ内病院 血液疾患センター） 

「地域での合同輸血療法委員会の活性化のために」 

阿部 真（秋田県赤十字血液センター） 

 

 特別講演 

座長：渡辺眞史（山形県赤十字血液センター）   13:50~14:50 3 階 A 会場 大会議室 

「週末 TACO と輸血副作用の現状」 

松﨑浩史（福岡県赤十字血液センター） 

 

 合同輸血療法委員会情報交換会 

座長：面川 進（秋田県赤十字血液センター）    15:00~16:00 3 階 C 会場 研修室 

 



 一般演題 

15:00~15:40「輸血臨床Ⅰ」             座長：藤原実名美（東北大学病院） 

3 階 A 会場 大会議室                      

1 多発性骨髄腫治療薬ダラツムマブ(抗 CD38)投与症例の山形大学輸血部での対応 

～血球節約・時短 DTT 処理と、同種抗体を作らせないための血液型一致輸血～ 

山形大学医学部附属病院 輸血・細胞治療学部 

○奈良崎正俊, 大塚那奈, 柴田早紀, 石山裕子, 加藤裕一, 東梅友美, 石澤賢一 

2 Daratumumab 投与後に溶血性貧血を呈した多発性骨髄腫の一症例 

弘前大学医学部附属病院 輸血部 1), 弘前大学医学部附属病院 血液内科 2) 

○金子なつき 1), 小山内崇将 1), 内田 亮 1), 阿島 光 1), 大和美都 1), 山形和史 2), 間山 恒 2), 

鎌田耕輔 2), 玉井佳子 1) 

3 ダラツムマブ投与患者における直接クームスの変化 

山形県立中央病院 

○長沼良子、奥村 亘、押野敏子、長谷川毅、加藤美加、沼澤ひろみ、阿部周一、大本英次郎 

4 同種末梢血造血幹細胞移植後に Passenger Lymphocyte Syndrome を 

起こした一例 

福島県立医科大学付属病院 輸血・移植免疫部 1), 福島県立医科大学 輸血・移植免疫学講座 2), 

福島県立医科大学附属病院 血液内科 3) 

○力丸峻也 1), 髙野希美 1), 川畑絹代 1), 小野 智 1), 皆川敬治 1)2), 渡邉万央 1), 鈴木裕恵 1), 

佐々木睦美 1), 高橋沙樹 1), 安田広康 3), 木村 哲 3), 池添隆之 3), 池田和彦 1)2) 

15:40~16:20「輸血臨床Ⅱ」         座長：藤島直仁（秋田大学医学部附属病院） 

3 階 A 会場 大会議室                      

5 血液透析中の輸血療法について 

公益財団法人ときわ会 常磐病院 

○大竹美和、荒井めぐみ、川口 洋、大島久美 

6 造血細胞輸注に伴う有害事象に関する前向き研究：小児および低体重症例解析 

福島県立医科大学 輸血・移植免疫学講座 1), 造血幹細胞輸注時有害事象研究グループ 2) 

○皆川敬治 1)2), 大戸 斉 1)2), 奥山美樹 2), 藤原実名美 2), 金森平和 2), 藤原慎一郎 2), 

室井一男 2), 森 毅彦 2), 笠間絹代 2), 井関 徹 2), 長村登紀子 2), 藤井伸治 2), 芦田隆司 2), 

亀田和明 2), 諫田淳也 2), 廣瀬朝生 2), 高橋 勉 2), 長井一浩 2), 田野崎隆二 2), 池田和彦 1)2) 

7 当院 NICU における安全な分割製剤輸血への取り組み 

岩手医科大学附属病院 中央臨床検査部 1), 岩手医科大学医学部 臨床検査医学講座 2) 

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

諏訪部章 2) 

8 IgG型抗 B 抗体価 4096 倍の ABO血液型不適合肝移植への検査支援体制 

東北大学病院 輸血・細胞治療部 

○石岡夏子, 伊藤智啓, 細川真梨, 郷野辰幸, 岩木啓太, 阿部真知子, 佐藤裕子, 関 修, 

成田香魚子, 藤原実名美, 張替秀郎 



16:20~17:00「輸血検査」          座長：鈴木啓二朗（岩手医科大学附属病院） 

3 階 A 会場 大会議室 

9 ABCG2 遺伝子の c.－262C＞T 及び c.421C＞A 変異における Jra抗原量の変化 

日本赤十字社東北ブロック血液センター 

○荻山佳子, 伊藤正一, 入野美千代, 菱沼智子, 浅野朋美, 大山政則, 清水 博 

10 Jra抗原量が異なる赤血球を用いた単球貪食試験 

日本赤十字社東北ブロック血液センター 

○伊藤正一, 菱沼智子, 荻山佳子, 浅野朋美, 入野美千代, 大山政則, 清水 博 

11 抗 Kpaが検出された 1 症例 

弘前大学医学部附属病院 輸血部 1), 国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科 2) 

○内田 亮 1), 金子なつき 1), 小山内崇将 1), 阿島 光 1), 大和美都 1), 山口公平 2), 玉井佳子 1) 

12 ゲルカラム凝集法の血球分注位置の違いにより反応強度に差が生じた 

weakD の 1 例 

東北大学病院 輸血・細胞治療部 

○岩木啓太, 伊藤智啓, 細川真梨, 郷野辰幸, 石岡夏子, 阿部真知子, 佐藤裕子, 関 修, 

成田香魚子, 藤原実名美, 張替秀郎 

 

15:00~15:30「血液事業Ⅰ」          座長：柴崎 至（青森県赤十字血液センター） 

3 階 B 会場 視聴覚室                       

13 女性体重基準厳格化により採血時 VVR 発生を低減化できたか？ 

宮城県赤十字血液センター 

○澤村佳宏, 川合靖子, 新林佐知子, 七島浩貴, 佐藤菜穂子, 増田真理, 中川國利 

14 全血採血における献血会場外での失神や転倒の要因と対策 

～パルス・オキシメータの活用～ 

岩手県赤十字血液センター 

○久保聖子, 中島みどり, 高橋久美子, 岩渕淑子, 高橋明美, 田口千晴, 佐藤泰子, 伊藤寛泰,  

中居賢司 

15 福島県献血者におけるヘモグロビン値不適格者の分析 

福島県赤十字血液センター1), 福島県立医科大学 2) 

○仙波ゆかり 1), 齋藤和枝 1), 渡邉美奈 1), 鴫原花織 1), 関 純子 1), 佐藤紀子 1), 篠原 伸 1), 

齋藤絵梨子 1), 渡邉範彦 1), 樫村 誠 1), 後藤あや 2), 峯岸正好 1) 

 

15:30~16:30「血液事業Ⅱ」              座長：片岡宗則（青森県赤十字血液センター） 

3 階 B 会場 視聴覚室                          佐々木大（宮城県赤十字血液センター） 

16 血液定期搬送集約への取り組み 

宮城県赤十字血液センター 

○中川國利, 中島信雄, 澤村佳宏, 佐々木大, 築館和良, 柴田正道 

 

 



17 岩手県における輸血医療に関するアンケート調査 

～合同輸血療法委員会発足後８年～ 

岩手県赤十字血液センター1), 岩手県合同輸血療法委員会世話人会 2) 

○長岡芳男 1), 中居賢司 1)2), 中村秀一 1), 酒多桃子 1), 千葉和久 2), 吉田こず恵 2), 

鈴木啓二朗 2), 岡村三枝子 2), 後藤健司 2), 佐々木辰也 2), 高橋弥栄子 2), 工藤琢見 2),  

佐熊 勉 2), 伊藤達朗 2), 諏訪部章 2) 

18 定時配送の推進と緊急持出血液運用の現状について 

秋田県赤十字血液センター 

○寺田 亨, 三浦吉尚, 佐々木順, 阿部 真, 面川 進 

19 医療機関から寄せられた要望と顧客ニーズに関する分析 

秋田県赤十字血液センター 

○吉田 斉, 國井華子, 寺田 亨, 二部琴美, 鎌田博子, 清水慎一, 阿部 真, 面川 進 

20 山形県内における廃棄血及び輸血管理体制の調査結果から見える課題 

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) 

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

21 秋田県における非溶血性輸血副作用の調査結果について 

秋田県赤十字血液センター 

○國井華子, 吉田 斉, 鎌田博子, 阿部 真, 面川 進 

16:10~16:50「輸血管理」          座長：玉井佳子（弘前大学医学部附属病院） 

3 階 C 会場 研修室                               

22 当院における輸血機能評価制度（I&A）の取り組みと受審について 

太田綜合病院附属太田西ノ内病院 輸血管理室 1), 看護部 2), 血液疾患センター3), 

太田綜合病院附属太田熱海病院 臨床検査部 4) 

○渡辺隆幸 1), 阿部 柊 1), 白谷泰祐 1), 神山龍之介 1), 星 雅子 1), 橋本はるみ 1), 

石井佳代子 1), 馬場佐知子 2), 小野和恵 2), 永山季代子 2), 作間靖子 4), 神林裕行 3) 

23 安全な輸血業務を目指したラウンドの取り組み 

公立藤田総合病院 看護部 

○吉田有紗, 佐久間ゆう子, 佐藤裕敬, 大宮千賀子, 佐藤 梢, 田島悦子, 安藤恵美, 柿崎真由美, 

佐藤順子 

24 新病院統合後の輸血関連インシデントレポートを分析して 

～輸血委員会における役割と今後の課題～ 

一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 

○藤田尚美, 安藤裕子, 佐藤至代, 齋藤弓恵 

25 東北医科薬科大学病院検査部輸血部門における 

ISO 15189 取得に向けての取り組み 

東北医科薬科大学病院検査部 1), 東北医科薬科大学病院輸血部 2),  

東北医科薬科大学医学部臨床検査医学教室 3) 

○齊藤梨絵 1), 浅野裕子 1), 佐藤裕李 1), 藤田智咲 1), 大場祐輔 1), 櫻田明美 1), 泉 義彦 1), 

沖津庸子 2)3), 高橋伸一郎 1)3) 



【 会場までのアクセス 】 

電車及び高速バスをご利用の方 

JR 山形駅から、連絡通路で 2F 直結(徒歩５分) 

自動車をご利用の方 

山形自動車道 山形蔵王インターから車で 15 分 

東北中央自動車道山形中央 IC から車で 7 分 

※駐車場について：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。 

 

 アクセスマップ及び駐車場のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


