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第1日目　5月24日（木）
日程表

開会式

シンポジウム1
血液事業の将来
座長：中島一格
　　　田中朝志

共催：日本赤十字社

共催セミナー 1
今からできる輸血検査の精度管理

演者：江頭弘一
座長：脇　充弘

共催：オーソ・クリニカルダイアグノスティックス（株）

シンポジウム2
チーム医療推進のための 

I＆Aの活用
座長：田中朝志
　　　河野武弘

2018年学術奨励賞受賞講演
演者：小林　純　座長：牧野茂義

第17回村上記念賞受賞講演
演者：佐川公矯
座長：室井一男

社員総会
名誉・特別会員推載式

村上各賞授賞式
大戸賞授賞式

シンポジウム3
骨髄腫における輸血検査異常と 

その臨床的意義
座長：高梨美乃子
　　　冨山佳昭　

共催：ヤンセンファーマ（株）

　特別講演1
Investigation on blood issuing patterns 

for acute upper gastrointestinal bleedings
演者：Tzong-Shi Chiueh 座長：室井一男

　　特別講演2
Taiwan Society of Blood  

Transfusion – History and Perspectives
演者：Fang-Yeh Chu 座長：佐竹正博

　　　 共催セミナー 2
Hematopoietic stem cell to mature 

blood cell, everyone is the same
演者：R. Loken Michael
座長：室井一男　　　　　

共催：日本ベクトン・ディッキンソン（株）

シンポジウム4
自己フィブリン糊の使用効果を 

検証する
座長：牧野茂義　
　　　藤原実名美

共催：旭化成メディカル（株）

口演1
O-1～O-6

赤血球
座長：赤塚美樹

　　教育講演1
血漿交換療法～基礎から最近の話題まで

演者：花房規男　座長：菅野　仁

　　　　共催セミナー 3
不規則抗体検査における酵素法の

意義
演者：日高陽子
座長：加藤栄史

共催：（株）イムコア

口演2
O-7～O-12
輸血検査1

座長：上村知恵

口演3
O-13～O-18
輸血副作用

座長：藤原慎一郎

パネルディスカッション1
交差適合試験の省略と簡略化を 

考える
座長：丸橋隆行
　　　李　悦子

　　教育講演2
未来の造血幹細胞移植

演者：豊嶋崇徳　座長：田野﨑隆二

特別講演3
放射線被ばくと東京電力福島第一

原子力発電所事故
演者：明石真言
座長：大戸　斉

特別講演4
医療スタッフのための臨床研究と 

統計解析入門
演者：神田善伸
座長：前川　平

特別講演5
日本列島人の起源

演者：石田　肇
座長：髙松純樹
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口演4
O-19～O-24

造血細胞採取処理・造血幹細胞移植
座長：長谷川雄一

口演5
O-25～O-30

細胞治療
座長：下平滋隆

　　　　共催セミナー 4
血漿交換法における置換液 

―FFPとアルブミンの使い分け―
演者：大久保淳
座長：菅野　仁

共催：一般社団法人日本血液製剤機構

シンポジウム5
大量出血への対応 

―massive transfusion protocol
とフィブリノゲン製剤―

座長：山本晃士
　　　宮田茂樹

口演6
O-31～O-36

輸血療法1
座長：梶原道子

口演7
O-37～O-42
輸血啓発活動1
座長：中川美子

口演8
O-43～O-48
輸血啓発活動 

（合同輸血療法委員会）
座長：岩尾憲明

　　　　共催セミナー 5
血栓止血学からみた血液凝固第Ⅶ

因子製剤の位置づけ
演者：羽藤高明
座長：瀧　正志

共催：ノボ　ノルディスク　ファーマ（株）

サテライトセミナー 1
2018年度 

日本血小板・顆粒球型 
ワークショップ

ポスター貼付

ポスター閲覧

企業展示
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13：30～15：30
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10：00～11：00

11：00～12：00
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9：00～12：00

12：00～18：00

8：30～18：00

同通  ＝同時通訳有
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第2日目　5月25日（金）

シンポジウム6
新生児と乳児における輸血前検査

の現状と課題
座長：岸野光司
　　　安田広康

　　　　共催セミナー 6
チーム医療において輸血検査技師

に期待すること
演者：牧野茂義
座長：田中朝志

共催：バイオ・ラッド ラボラトリーズ（株）

　　　総会長講演
演者：室井一男
座長：髙橋孝喜

シンポジウム7
情報共有ツールを活用した輸血医

療の質向上
座長：河野武弘
　　　松本真弓

共催：ノバルティス ファーマ（株）

シンポジウム8
輸血チーム医療に関する指針

座長：牧野茂義
　　　面川　進

シンポジウム9
チーム医療としての細胞治療の新
展開～テムセルHS注による急性

GVHDの治療体制～
座長：室井一男
　　　村田　誠

共催：JCRファーマ（株）

　　教育講演3
血液製剤使用実態調査から分かること

演者：菅野　仁　座長：奥田　誠

　　　 共催セミナー 7
海外におけるアフェレーシスと 

チーム連携
演者：Dawn Faller
座長：黒澤彩子　　

共催：テルモBCT（株）

シンポジウム10
造血幹細胞移植scientific up-

date
座長：前川　平
　　　高見昭良

サテライトセミナー 2
病院情報システム
座長：紀野修一　
　　　末岡榮三朗

ワークショップ1
iPS血小板とiPS赤血球

座長：谷　慶彦
　　　栗田　良

　教育講演4
人工赤血球（ヘモグロビンベシクル）製剤

の新しい利用法
演者：酒井宏水　座長：稲葉頌一

口演9
O-49～O-54

輸血検査2
座長：常山初江

　　　　共催セミナー 8
Transfusion Chainと 

トレーサビリティ
演者：紀野修一
座長：大谷慎一

共催：シスメックス（株）

口演10
O-55～O-60

輸血検査3
座長：内川　誠

口演11
O-61～O-66

輸血療法2
座長：藤田　浩

口演12
O-67～O-72

血液製剤・血漿分画製剤
座長：大久保光夫

特別講演6
超広スケールな生体・血管・ 

細胞イメージング
演者：西村　智
座長：浅井隆善

シンポジウム11
洗浄血小板の使用状況と課題

座長：東　　寛
　　　柳沢　龍

　　教育講演5
献血者のウイルス感染について
演者：佐竹正博　座長：加藤栄史

　　　　共催セミナー 9
進化する血友病A治療―エイフスチ

ラのシングルチェーン構造を紐解く―
演者：野上恵嗣
座長：白幡　聰

共催：CSLベーリング（株）

サテライトセミナー 3
自己血輸血の実施管理体制確立に

向けて 
－医師・看護師・臨床検査技師の 

協力体制を中心として－
座長：髙橋孝喜
　　　脇本信博

ワークショップ2
ガンマグロブリン療法の将来展望

座長：米村雄士
　　　羽藤高明

会員懇親会
ホテル東日本宇都宮　3F　大和
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サテライトセミナー 4
新I＆A 制度プログラム内容の 

アップデート
座長：田中朝志
　　　飛田　規

サテライトセミナー 5
看護師ブラッシュアップセミナー

座長：北澤淳一　
　　　平安山知子

共催セミナー 10
血液型検査の血清学的解釈

演者：伊藤正一
座長：椿　和央

共催：富士フイルム和光純薬（株）

シンポジウム12
造血幹細胞採取の受託業務と 

造血幹細胞採取施設の相互監査
座長：長村登紀子
　　　藤井康彦　

口演13
O-73～O-78
血液製剤管理
座長：上條亜紀

ワークショップ3
アルブミン製剤の有用性と 

適正使用
座長：安村　敏
　　　野﨑昭人

口演14
O-79～O-84

血液事業
座長：池田和真

　　教育講演6
臨床検査技師の研究への取り組みのノウハ

ウ：既成概念からの脱却
演者：安田広康　座長：竹下明裕

　　　　共催セミナー 11
ADAMTS13活性の測定と 

その臨床応用
演者：藤村吉博
座長：松本雅則

共催：（株）カイノス

口演15
O-85～O-90
輸血啓発活動2
座長：岡　智子

特別講演7
明日からの臨床に役立つ 

看護研究がしたい
演者：渡邊知映
座長：田崎哲典

ポスター閲覧

ポスター発表

ポスター閲覧

企業展示

9：00～10：30

10：30～12：00

12：15～13：15

15：10～17：10

17：10～18：10

9：00～10：30

10：30～11：30

11：30～12：00

12：15～13：15

15：10～16：10

16：10～17：10

9：00～16：00

16：00～17：30

17：30～18：00

8：30～18：00

同通  ＝同時通訳有

ポスター会場1（2F 第3ギャラリー）
ポスター 1 輸血療法1 P-1～P-6 座長：藤島直仁
ポスター 3 輸血療法3 P-13～P-19 座長：岡本好雄
ポスター 5 輸血療法5 P-28～P-33 座長：山田尚友
ポスター 7 輸血検査（血液型・不規則抗体）1 P-40～P-45 座長：藤原孝記
ポスター 9 輸血検査（血液型・不規則抗体）3 P-53～P-58 座長：山田千亜希
ポスター 11 輸血検査（血液型・不規則抗体）5 P-66～P-71 座長：日高陽子

ポスター会場2（3F 演劇練習室）
ポスター 13 輸血副作用2 P-79～P-85 座長：玉井佳子
ポスター 15 輸血前後感染症検査1 P-92～P-97 座長：井関　徹
ポスター 17 血液製剤管理 P-104～P-109 座長：笹田裕司
ポスター 19 血漿分画製剤 P-115～P-119 座長：緒方正男

ポスター会場3（3F 音楽練習室）

ポスター 21 輸血啓発活動 
（合同輸血療法委員会・その他） P-126～P-131 座長：小川公代

ポスター 23 血液事業 P-138～P-144 座長：大久保理恵
ポスター 25 自己血輸血 P-153～P-160 座長：松﨑浩史
ポスター 27 造血幹細胞移植 P-167～P-173 座長：金森平和

Meet the Expert/
サテライトセミナー

5月25日（金）

タイトル 演題名 会場 時間
Meet the Expert1 末梢血幹細胞の凍結と解凍 3F 第1会議室 8：10～8：40
Meet the Expert2 輸血部門で必要な凝固系の知識 3F 第2会議室 8：10～8：40
Meet the Expert3 病院情報システムの将来像 3F 第3会議室 8：10～8：40
Meet the Expert4 看護師のワーク・ライフ・バランス 3F 第4会議室 8：10～8：40
サテライトセミナー 6 認定医試験受験予定者のためのガイダンス 3F 第1会議室 14：10～15：10
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第3日目　5月26日（土）

サテライトセミナー 7
輸血検査技師リフレッシャーコース

座長：福吉葉子
　　　板垣浩行

　　　　共催セミナー 12
輸血とそのリスク管理における 

肝炎マーカーの有用性 
～高感度HBc抗体のインパクト～
演者：田中靖人　座長：田野﨑隆二

共催：富士レビオ（株）

シンポジウム13
輸血療法の指針のありかた

座長：松下　正
　　　松本雅則

　閉会式

シンポジウム14
造血幹細胞の採取と移植に係る看

護師の役割 
―チーム医療の視点から―

座長：松本真弓
　　　土井久容

特別講演8
滅びゆく野生動物 

～止めることはできないのか～
演者：堀　　浩
座長：大谷慎一

　　　　共催セミナー 13
出血と血栓の狭間で：血栓性病態

を合併した血友病Aの診療経験から
の考察

演者：家子正裕　座長：山本晃士
共催：バイエル薬品（株）

サテライトセミナー 8
細胞治療に必要な細胞処理・ 

検査に関する技術講習会
座長（講演）：奧山美樹　

  田野﨑隆二
司会（オープン・ディスカッション）：  
 黒澤彩子
 上田恭典

シンポジウム15
輸血後感染症検査の現状とあり方

座長：加藤栄史
　　　紀野修一

共催：富士レビオ（株）

口演16
O-91～O-96
自己血採血

座長：熊川みどり

　　　　共催セミナー 14
血友病の難治性出血疾患に 

どう立ち向かうか
演者：近澤悠志　備後真登
座長：鈴木隆史　　　　　

共催：シャイアー・ジャパン（株）

パネルディスカッション2
輸血療法と遠隔医療

座長：北澤淳一　
　　　末岡榮三朗

パネルディスカッション3
末梢血幹細胞動員不良例への対応

座長：奧山美樹
　　　池田和彦

　　教育講演7
改正個人情報保護法と医学研究： 

研究倫理指針の見直しの要点
演者：前田正一　座長：岡崎　仁

　　教育講演8
血小板抗体の検出とその臨床的意義

演者：冨山佳昭　座長：半田　誠

ワークショップ4
合同輸血両療法委員会と 

各種団体との連携
座長：立花直樹
　　　藤盛好啓

9：00～11：00

12：15～13：15

13：30～15：30

15：30～15：40

9：00～11：00

11：00～12：00

12：15～13：15

13：30～15：30

9：00～11：00

11：00～12：00

12：15～13：15

13：30～15：00

9：00～10：30

10：30～11：00

11：00～11：30

13：30～15：00



会場
栃木県総合文化センター　ホール棟（南棟） 宇都宮東武ホテルグランデ 宇都宮東武ホテルグランデ 栃木県総合文化センター　ギャラリー棟（北棟）

会場第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 ポスター会場 企業展示会場
1F　メインホール 2F　サブホール 3F　特別会議室 4F　松柏 6F　龍田I 6F　龍田II 第3ギャラリー/演劇練習室/音楽練習室 1・2F 第1ギャラリー/第4ギャラリー

��8：00 8：00

��9：00 9：00

10：00 10：00

11：00 11：00

12：00 12：00

13：00 13：00

14：00 14：00

15：00 15：00

16：00 16：00

17：00 17：00

18：00 18：00

19：00

シンポジウム16
循環器疾患に伴う 

von Willebrand症候群
座長：藤村吉博
　　　松本雅則

口演17
O-97～O-102
造血幹細胞移植
座長：横濱章彦

　　　　共催セミナー 15
どう使う？慢性ITPに対する 

リツキサン
演者：宮川義隆
座長：黒川峰夫

共催：中外製薬（株）

パネルディスカッション4
緊急輸血におけるシミュレーション

―輸血医療チームの創り方―
座長：谷口　容
　　　木村秀実

口演18
O-103～O-108

輸血検査・血液製剤管理
座長：永井　正

口演19
O-109～O-114
白血球・血小板
座長：大坂顯通

口演20
O-115～O-120

その他
座長：石田　明

　　　　共催セミナー 16
血液製剤使用実態調査で明らかに
なった血漿分画製剤の使用状況に

ついて
演者：菅野　仁　座長：米村雄士

共催：日本製薬（株）

ポスター閲覧

ポスター発表

ポスター撤去

企業展示

9：00～11：00

11：00～12：00

12：15～13：15

13：30～15：00

9：00～10：00

10：00～11：00

11：00～12：00

12：15～13：15

9：00～13：30

13：30～15：00

15：00～15：40

8：30～13：30

同通  ＝同時通訳有

ポスター会場1（2F 第3ギャラリー）
ポスター 2 輸血療法2 P-7～P-12 座長：阿南昌弘
ポスター 4 輸血療法4 P-20～P-27 座長：大石晃嗣
ポスター 6 輸血検査（HLA・その他） P-34～P-39 座長：杉本達哉
ポスター 8 輸血検査（血液型・不規則抗体）2 P-46～P-52 座長：寺内純一
ポスター 10 輸血検査（血液型・不規則抗体）4 P-59～P-65 座長：伊丹直人

ポスター会場2（3F 演劇練習室）
ポスター 12 輸血副作用1 P-72～P-78 座長：高橋　渉
ポスター 14 輸血副作用3 P-86～P-91 座長：高橋雅彦
ポスター 16 輸血前後感染症検査2 P-98～P-103 座長：和泉　透
ポスター 18 血液製剤 P-110～P-114 座長：石丸　健

ポスター会場3（3F 音楽練習室）
ポスター 20 輸血啓発活動（I＆A） P-120～P-125 座長：小本美奈
ポスター 22 輸血啓発活動（その他） P-132～P-137 座長：今野マユミ
ポスター 24 輸血教育 P-145～P-152 座長：三井　優
ポスター 26 造血細胞採取処理 P-161～P-166 座長：山﨑宏人
ポスター 28 細胞治療・遺伝子治療・再生療法 P-174～P-178 座長：長井一浩

Meet the Expert/
サテライトセミナー

5月26日（土）

タイトル 演題名 会場 時間
Meet the Expert5 アフェレーシスの看護―静脈ルートの確保― 3F 第1会議室 8：10～8：40
Meet the Expert6 直接クームス陽性患者の輸血検査と輸血 3F 第2会議室 8：10～8：40
Meet the Expert7 母児間血液型不適合妊娠における輸血検査 3F 第3会議室 8：10～8：40
Meet the Expert8 学会運営と厚生労働省血液事業部会 3F 第4会議室 8：10～8：40
サテライトセミナー 9 学会認定・アフェレーシスナース試験受験予定者のためのガイダンス 3F 第1会議室 10：00～11：00
サテライトセミナー 10 学会認定・臨床輸血看護師制度試験受験予定者のためのガイダンス 3F 第1会議室 11：00～12：00


