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9：00 ～ 9：40

一般演題①

9：40 ～ 10：20

一般演題②

10：25 ～ 11：05

一般演題③

11：05 ～ 11：45

一般演題④

11：50 ～ 12：20

教育講演

12：30 ～ 13：30

ランチョンセミナー
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

13：35 ～ 14：05

評議員会
14：05 ～ 14：15　　総会
14：20 ～ 15：10

スポンサード特別講演
株式会社カイノス

15：20 ～ 16：10

スポンサードセミナーⅢ
中外製薬株式会社

16：20 ～ 17：10

スポンサードセミナー V
ノバルティス ファーマ株式会社

8：55 ～ 9：00　開会の挨拶

17：10～17：15　閉会の挨拶

特別講演
株式会社カイノス

スポンサードセミナーⅠ
アレクシオンファーマ合同会社

スポンサードセミナーⅡ
旭化成メディカル株式会社

スポンサードセミナーⅣ
CSL ベーリング株式会社

スポンサードセミナーⅥ
バイエル薬品株式会社
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午前の部

8：55 ～ 9:00　　開会の挨拶　　 総会長　　松　本　雅　則
（奈良県立医科大学　輸血部）

9：00 ～ 9：40　　
一般演題①輸血看護師の活動（No.1-1 ～ 1-4）　　 座長　　山　野　靖　子

（大阪市立大学医学部附属病院　12 外科外来）

1-1  当院における輸血認定看護師の活動報告
1）奈良県立医科大学附属病院　消化器内科病棟、 
2）奈良県立医科大学附属病院　輸血部、3）奈良県立医科大学附属病院　血液内科病棟、 
4）奈良県立医科大学附属病院　婦人科病棟
○武田 　文乃 1）、池田 　桂子 2）、今西 　奈々 2）、島田 　千和 2）、奥田 　素子 3）、 

森 　　　恵 3）、坂田 　幸代 4）、森川 　知子 2）

1-2  A 大学病院救急外来において看護師が携わる輸血業務に関するアンケート結果
1）大阪医科大学附属病院　看護部、2）大阪医科大学附属病院　輸血室
○後藤 　　結 1）、濱田 　恵美 1）、森 　　直美 1）、河野 　武弘 2）

1-3  安全で適正な輸血療法に向けた取り組み 
医師・臨床輸血検査技師・看護師チームの活動から

1）奈良医科大学附属病院　輸血部、2）奈良医科大学附属病院　内視鏡超音波・輸血部、 
3）奈良医科大学附属病院　内視鏡超音波・輸血部　
○池田 　桂子 1,2,3）、今西 　奈々 2）、森川 　知子 3）

1-4  輸血チェックリストの作成
奈良県立医科大学附属病院
○奥田 　素子、森 　　　恵、谷口 　弘美
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9：40 ～ 10：20　　
一般演題②輸血臨床（No.2-1 ～ 2-4）　　 座長　　新　井　康　之

（京都大学医学部附属病院 検査部・細胞療法センター）

2-1  発作性夜間血色素尿症と発作性寒冷ヘモグロビン尿症の鑑別に苦慮する一例
1）北播磨総合医療センター中央検査室、2）血液・腫瘍内科
○桝井 　恵里 1）、冨田 　孝子 1）、藤本 ひろみ 1）、橋本 ひろみ 1）、森本 　和秀 1）、 

竹中 　　圭 2）、杉本 　　健 2）

2-2  ABO 不適合同種造血幹細胞移植症例の血液型検査結果の推移についての検討
1）京都大学医学部附属病院　検査部輸血部門、2）京都大学医学部附属病院　血液内科
○岩本 　美紀 1）、万木 紀美子 1）、菱田 　理恵 1）、濱野 　京子 1）、髙折 　晃史 2）、 

城 　　友泰 1,2）、新井 　康之 1,2）、長尾 　美紀 1）

2-3  病型未確定の出血傾向を示した高齢患者に対するクリオプレシピテートの投与経験
1）京都府立医科大学附属病院　輸血・細胞医療部、2）臨床検査医学、3）血液内科学
○藤井 　瀬菜 1）、笹田 　裕司 1）、國門 　里咲 1）、今西 　　唯 1）、西村 　静香 1）、 

高林 　敏之 1）、小森 　浩美 1）、稲葉 　　亨 1,2）、水谷 　信介 3）、志村 　勇司 3）、 
堀池 　重夫 1,3）

2-4  ECMO 関連後天性 von Willebrand 症候群を発症しクリオプレシピテートが有効で
あった重症 COVID-19 症例

1）奈良県立医科大学　輸血部、2）奈良県立医科大学　救命医学、 
3）奈良県立医科大学　感染症センター
○大前 　和人 1）、早川 　正樹 1）、谷山 　　歩 1）、梅木 　弥生 1）、長谷川 真弓 1）、 

高野 　啓佑 2）、福島 　英賢 2）、笠原 　　敬 3）、松本 　雅則 1）



－ 15 －

10：25 ～ 11：05　　
一般演題③輸血管理体制（No.3-1 ～ 3-4）　　 座長　　秋　田　豊　和

（橋本市民病院　臨床検査科）

3-1  当院での輸血前後の感染症検査の大幅な運用変更について
1）大阪大学医学部附属病院輸血部、 
2）大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学
○清川 　知子 1）、青地 　　寛 1）、中山 　小太郎純友 1）、細川 　美香 1）、櫻木 美基子 1）、 

中尾 まゆみ 1）、森川 　珠世 1）、永峰 　啓丞 1）、柏木 　浩和 2）、冨山 　佳昭 1）

3-2  フィブリノゲン濃縮製剤の輸血部への移管とその効果
地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター輸血部
○高木 　豊雅、安浪 かんな、中島 　久晴、石田 　篤正、津田 　勝代、 

枡尾 　和江、中田 恵美子、八木 　秀男、中村 　文彦

3-3  当院の時間外輸血業務の現状と今後の課題
1）関西医科大学附属病院　輸血・細胞療法部、2）関西医科大学内科学第一講座
○大澤 　眞輝 1）、山岡 　　学 1）、阿部 　　操 1）、北 　　睦実 1）、北畑 もも香 1）、 

井上 まどか 1）、吉田 由香利 1）、大西 　修司 1）、伊藤 　量基 1,2）、野村 　昌作 1,2）

3-4  記録検討委員会・医療安全推進室と協働した輸血記録監査システムの確立 
～電子認証実施率の向上を目指して～

奈良県総合医療センター　看護部
○東山 しのぶ、蘒 　ゆかり、吉野 さつき、藤原 　陽子、逢坂 安悠美、 

芝田 ゆたか、久利 　衣子
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11：05 ～ 11：45　　
一般演題④輸血検査、その他（No.4-1 ～ 4-4）　　 座長　　吉　田　正　明

（地域医療機能推進機構 滋賀病院統括診療部　血液・輸血）

4-1  当院における不規則抗体の検出状況と課題
1）JR 大阪鉄道病院臨床検査室、2）JR 大阪鉄道病院血液内科
○松本 　裕貴 1）、田辺 　真実 1）、緒方 　優香 1）、浅田 　玲子 1）、萩原 　祐至 1）、 

伊丹 　宏之 1）、国澤 　拓大 1）、谷澤 　　直 2）、間部 　賢寛 2）、高 　　起良 2）、 
森島 　英和 1）

4-2  抗 Ku 抗体を保有した患者の 1 症例
1）兵庫医科大学病院　輸血・細胞治療センター、2）兵庫医科大学病院　血液内科
○山口 　楓歌 1）、奥田 　典子 1）、辻本 　真央 1）、原田 　由紀 1）、杉山 　寛貴 1）、 

大塚 　真哉 1）、小野本 仁美 1）、大野 万佑子 1）、村田 　理恵 1）、池本 　純子 1）、 
吉原 　　哲 1,2）、山原 　研一 1,2）、日笠 　　聡 1,2）

4-3  COVID-19 緊急事態宣言下における当院の輸血の現状
大阪医科大学附属病院輸血室
○鴨川 　康代、志磨 　美緒、平松 　潔子、南 　有美子、渡邊 由香理、 

泉原 由美子、北畑 　建太、河野 　武弘

4-4  Spectra Optia およびボルベン注 6％を用いた顆粒球採取の検討
1）京都大学医学部附属病院　検査部輸血部門、2）東京薬科大学 生命科学部、 
3）京都大学医学部附属病院　血液内科
○濱野 　京子 1）、万木 紀美子 1）、平井 　秀世 1,2）、菱田 　理恵 1）、岩本 　美紀 1）、 

城 　　友泰 1,3）、新井 　康之 1,3）、長尾 　美紀 1）

11：50 ～ 12：20
教育講演 座長　金　光　　　靖

（近畿大学病院　輸血・細胞治療センター）

「Kg 抗原型解明」
日本赤十字社　近畿ブロック血液センター

田　中　光　信
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午後の部

12：30 ～ 13：30
ランチョンセミナー 座長　松　本　雅　則

（奈良県立医科大学　輸血部）

【いつか、どこかで、あなたも遭遇する： 
後天性血友病 A の診断と治療】

群馬大学医学部附属病院　血液内科
小　川　孔　幸

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

13：35 ～ 14：05　　評議員会

14：05 ～ 14：15　　総会

14：20 ～ 15：10
スポンサード特別講演 座長　谷　　　慶　彦

（大阪府赤十字血液センター）

「輸血・細胞治療領域の課題と学会の方向性」
名古屋大学医学部附属病院　輸血部

松　下　　　正

共催：株式会社カイノス
15:20 ～ 16:10
スポンサードセミナーⅢ 座長　芦　田　隆　司

（近畿大学病院　輸血・細胞治療センター）

「血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）との付き合い方ー TTP は裏切らない」
上　田　恭　典

公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院血液内科　血液治療センター

共催　　中外製薬株式会社
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16:20　～　17:10
スポンサードセミナー V　 座長　園　木　孝　志

（和歌山県立医科大学附属病院　血液内科）

「血液疾患における安全かつ適正な輸血療法」
奈良県総合医療センター　血液・腫瘍内科

八　木　秀　男

共催　　ノバルティス ファーマ株式会社

17：10　～　17：15　　閉会の挨拶 　　　総会長　松　本　雅　則
（奈良県立医科大学　輸血部）
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スポンサードセミナーⅠ 座長　冨　山　佳　昭
（大阪大学医学部附属病院　輸血部）

「aHUS の診断と治療の最新情報」
奈良県立医科大学 / 日本赤十字社　近畿ブロック血液センター

藤　村　吉　博

共催：アレクシオンファーマ合同会社

スポンサードセミナーⅡ 座長　川　本　晋一郎
（神戸大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部）

「自動機器により調製する自己フィブリン糊」
秋田大学医学部附属病院　輸血部

藤　島　直　仁

共催：旭化成メディカル株式会社

スポンサードセミナーⅣ

「静注用免疫グロブリン製剤の使用動向 
—奈良県内における使用実態調査をふまえて—」

奈良県立医科大学　輸血部
久　保　政　之

「脳神経疾患における免疫グロブリン製剤の有用性」
奈良県立医科大学　脳神経内科

杉　江　和　馬

共催：CSL ベーリング株式会社
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スポンサードセミナーⅥ 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）

「輸血の光と影 
～血友病に対する治療の歴史より～」

広島大学病院　輸血部／血友病診療センター
藤　井　輝　久

共催：バイエル薬品株式会社


