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本委員会の活動は 

厚生労働省「平成２１年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業」として採択されています。 

 

 



日 時 ： 平成2２年1月９日(土) 14:30～17:30 （13：30 受付開始）

場 所 ： 横浜市西公会堂（横浜市西区岡野1-6-41）

会場周辺案内地図を裏面に記載しました

参加費 ： ５００円

平成２１年度平成２１年度 神奈川県合同輸血療法委員会神奈川県合同輸血療法委員会

主 催 神奈川県合同輸血療法委員会
共 催 神奈川県

日本輸血細胞治療学会関東甲信越支部
神奈川県赤十字血液センター
神奈川県横浜赤十字血液センター

師走の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

さて、県内の医療機関における輸血療法委員会を円滑かつ有効に機能させる組織として、県内の医療

機関および神奈川県内赤十字血液センターが中心となり神奈川県合同輸血療法委員会が平成１７年５月

に発足しました。今年度も県内における適正輸血実践のための話題を提供させていただきますので、輸

血療法委員長、輸血療法委員の先生方、また輸血医療に携わっている関係者の方々におかれましては多

数ご参加いただきますよう、お願い申し上げます。なお、可能な限り事前のお申し込みをお願いいたし

ます。 ＊お申込方法については裏面をご覧下さい

後 援 厚生労働省
横浜市健康福祉局

（社）神奈川県医師会

（社）神奈川県病院協会

（社）神奈川県病院薬剤師会

（社）神奈川県臨床衛生検査技師会

開会挨拶：東海大学医学部付属病院 細胞移植再生医療科 教授 加藤 俊一（委員会世話人代表）
厚生労働省 医薬食品局 血液対策課
神奈川県保健福祉部次長 中沢 明紀

○講演１ 座 長：東海大学医学部付属病院 細胞移植再生医療科 教授 加藤 俊一

「 エビデンスに基づいた血小板輸血と人工血小板」

演 者：慶應義塾大学 輸血細胞療法部 半田 誠

○講演２ 座 長：東京大学医学部附属病院 輸血部 高橋 孝喜

「 日本の輸血白書２００９
～輸血管理体制と血液使用状況について」

演 者：虎の門病院 輸血部 牧野 茂義

○適正使用実践のための実態調査・結果報告
座 長：神奈川県赤十字血液センター 所長 稲葉 頌一

１.  輸血医療の総括的アンケート結果（神奈川）および
神奈川県内における過去５年間の血液使用量の推移

演 者：事務局 神奈川県赤十字血液センター 学術課 安藤 等

２. 神奈川県内における血液製剤の用途と使用量に関する実態調査
「どのような疾患にどれくらい輸血が行われているのか？」

演 者：東海大学医学部付属病院 細胞移植再生医療科 輸血室 吉場 史朗

３．総合討論

閉会挨拶 神奈川県赤十字血液センター 所長 稲葉 頌一

「「 血液製剤の適正使用を進めるために～適正使用実践のための実態調査結果報告」血液製剤の適正使用を進めるために～適正使用実践のための実態調査結果報告」



事務局：神奈川県赤十字血液センター 学術課
神奈川県厚木市愛甲1837

TEL : 046 - 228 - 9804(直通)
FAX : 046 - 220 - 1244(専用)

医療機関名

お申込は、FAXまたは電話にてお願いいたします。
別紙の出欠連絡票で申し込みをされている方は必要ありません。

◆ 本委員会は、
日本輸血・細胞治療学会認定医制度
認定輸血検査技師制度協議会認定輸血検査技師制度
神奈川県病院薬剤師会生涯研修制度認定単位
日本臨床衛生検査技師会生涯教育研修制度（各自申請）
の単位の取得対象となっております。

ホームページも是非ご覧ください。

(http://y-kana.umin.ne.jp) 

横浜市西公会堂

横浜市西区岡野1-6-41

横浜駅（西口） 徒歩 10分

相鉄線 平沼橋駅 徒歩 8分

なお、会場は駐車場がございませんので公共の交通
機関をご利用ください。

平成２１年度 神奈川県合同輸血療法委員会参加申込用 FAX用紙
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[会場周辺案内]

よく献血バスがで
ています！

☆ 事前申し込みは可能な限り１２月２８日までにお願いいたします。
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