
１． 行事名 平成21年度神奈川県合同輸血療法委員会

２． 開催日時 平成22年1月9日（土） 14:30～17:30

３． 会場 横浜市西公会堂

４． 主催 神奈川県合同輸血療法委員会

５． 共催 神奈川県、日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支部、神奈川県内赤十字血液センター

６． 後援

７． 参加実績 ２６５名（１０３施設：医師37　薬剤師41　検査技師151 　看護師18  その他18）

８． 内容 「 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」

１．講演　「 エビデンスに基づいた血小板輸血と人工血小板」 

慶應義塾大学医学部附属病院　輸血・細胞療法部　半田 誠 

２．講演　「 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」       

虎の門病院　輸血部　牧野 茂義 

３．適正使用実践のための実態調査・結果報告 

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 　

　　　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？」

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 

事業報告書

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
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平成21年5月30日 第57回日本輸血・細胞治療学会総会

　　５月３０日（土）　ポスター　輸血業務・業務管理②

　　　　　P-106「神奈川県における新生児および小児に対する輸血療法の実際とその問題点」（H20年度アンケート）

　　　　　　　　　　　元神奈川県立こども医療センター　井上　裕靖　先生（現　旭川医科大学）

　　５月２９日（金）　シンポジウム５　「輸血領域における安全対策」　座長：稲葉　頌一、星　順隆　先生

　　　　SY-5-5「 小規模医療機関の安全対策（神奈川県合同輸血療法委員会アンケート）」

　　　　　　　　　　　神奈川県赤十字血液センター　稲葉　頌一

平成21年6月1日 平成21年度　第1回輸血療法委員長会議の開催（県民センター）

出 席 者 ： 78名（63施設：医師37　薬剤師3　検査技師34　看護師3  その他1）

内 容 ： ・厚労省　挨拶　秋野課長補佐

・アンケート結果報告　神奈川県赤十字血液センター　伊藤　明

・輸血療法委員会の実際　東海大　吉場先生

・講演　「緊急輸血の対応」　順天堂大学医学部　稲田先生

・総合討論

平成21年7月13日
出 席 者 ： 県内医療機関(11施設)、県薬務課、アドバイザー(厚労省、輸血専門家)　計18名

内 容 ： ・秋野課長補佐の挨拶

・新世話人　神奈川県横浜赤十字血液センター　永島先生、市大　南先生がアドバイザーに変更

・輸血療法委員長会議報告

・「平成21年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業」への応募について

・平成21年度神奈川県合同輸血療法委員会の会場およびプログラムについて

・アンケートについて

平成21年9月18日 厚生労働省「平成20年度全国合同輸血療法委員会成果報告会」

全国を代表して神奈川の成果を発表（稲葉先生）

平成21年9月～10月
「過去5年分の血液使用量の推移」対象：132施設（H20年度供給上位100＋輸血療法委員会設置施設）

「血液製剤の用途と使用量の調査9/7～9/19」対象：417施設（H20年度供給実績）

平成21年12月1日 平成21年度第２回世話人会（県民センター）

出 席 者 ： 県内医療機関(12施設)、県薬務課、アドバイザー(厚労省、輸血専門家)　計17名

内 容 ： ・平成20年度会計報告

・平成21年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の採択について（評価１位）

・平成20年度神奈川県合同輸血療法委員会の会場およびプログラムについて

・アンケート結果について

平成22年1月9日 平成21年度神奈川県合同輸血療法委員会　開催　　（横浜市西公会堂　14:30～17:30）

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、神奈川県内赤十字血液センター

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

２６５名（１０３施設：医師37　薬剤師41　検査技師151 　看護師18  その他18）

１．講演　「 エビデンスに基づいた血小板輸血と人工血小板」 

慶應義塾大学医学部附属病院　輸血・細胞療法部　半田 誠 

２．講演　「 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」       

虎の門病院　輸血部　牧野 茂義 

３．適正使用実践のための実態調査・結果報告 

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 　

　　　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？」

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 

平成22年3月8日 平成21年度　第３回世話人会の開催（県民センター）

出 席 者 ： 県内医療機関(11施設)、県薬務課、アドバイザー(厚労省、輸血専門家)　計16名

内 容 ： ・新世話人　帝京大学溝口病院　第四内科　吉田　稔先生／　横浜労災病院　輸血検査　山形　篤先生

・平成21年度神奈川県合同輸血療法委員会　報告

・平成22年度の活動について（アンケート）

・平成22年度輸血療法委員長会議について

平成22年3月27日 第１回埼玉輸血フォーラム

講演：「神奈川県合同輸血療法委員会の現状について」　　稲葉　頌一
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平成21年度第１回世話人会（県民センター）

平成２１年度　神奈川県合同輸血療法委員会　活動状況
（神奈川県合同輸血療法委員会：医療機関、神奈川県、赤十字血液センターで構成）

参加実績：

アンケート実施
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神奈川県合同輸血療法委員会要綱 
 
第１章 総則 
（名 称） 

第１条 本会は、「神奈川県合同輸血療法委員会」と称する。 

（構 成） 

第２条 本会は、次に掲げる者によって構成する。 

（１） 神奈川県内医療機関の輸血療法委員長、輸血責任医師及び輸血業務担当者等 

（２） 神奈川県内赤十字血液センター職員 

（３） 地方自治体の血液行政担当者 

（４） その他必要と認められる者 

（役 員） 

第３条 本会役員として、代表世話人、世話人及び顧問を置く。 

２ 世話人は、主として次に掲げる者とする。 

(１)神奈川県内主要医療機関の輸血療法委員長、輸血責任医師及び輸血業務担当者 

(２)神奈川県内赤十字血液センター所長及び担当職員 

(３) その他必要と認められる者 

３ 代表世話人は、世話人の互選により定め、会を代表し、必要に応じ会議を招集し、議長 

となる。 

４ 顧問は、本会運営に必要な助言を得るため、世話人の推薦により定める。 

 
第２章 目的及び事業 
（目 的） 

第４条 本会は、神奈川県内における適正かつ安全な輸血療法の向上を目指すものとする。なお、目

的達成のための詳細については、実施要領として別途定める。 

（事 業） 

第５条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） 世話人会の開催 

（２） 神奈川県合同輸血療法委員会の開催 

（３） その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 
第３章 運営等 
（運 営） 

第６条 本会の運営は、世話人会により決定する。 

（会の開催） 

第７条 世話人会は、年２回以上開催する。 

第８条 神奈川県合同輸血療法委員会は、年１回以上開催する。 

第９条  代表世話人は、第２条に定める者のほか、意見等を聞くために必要があると認められる 

者を会議に出席させることができる。 

（事務局） 

第 10条 本会の事務を処理するため、神奈川県赤十字血液センター学術課に事務局を置く。 

（その他） 

第 11条 本要綱に定めるものの変更等については、世話人会において協議し定める。 

２  本要綱に定めるもののほか、必要な事項は世話人会において協議し、別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成17年 5月 11日から施行する。 

改 定 平成 19年 4月 1日（改定箇所：第10条 医薬情報課に事務局を置く→学術課） 



代表世話人 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

世話人 小田原市立病院 病院副院長、血管外科、外科 安野 憲一

〃 神奈川県立がんセンター 輸血医療科部長 金森 平和

〃 神奈川県立こども医療センター
血液・再生医療科部長
輸血科部長 気賀沢 寿人

〃 北里大学病院
心臓血管外科学教授、
輸血センター部長 小原 邦義

〃 北里大学病院 輸血・細胞移植学 大谷 慎一

〃 昭和大学藤が丘病院 血液センター 係長 寺内 純一

〃 聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科教授 幕内 晴朗

〃 聖マリアンナ医科大学病院 血液腫瘍内科教授、輸血部長 三浦 偉久男

〃 帝京大学医学部附属溝口病院 外科教授 杉山　保幸

〃 東海大学医学部付属病院
細胞移植再生医療科
輸血室長 吉場 史朗

〃 東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科　科長 小林 信昌

〃 横須賀共済病院 血液内科、輸血部長 豊田 茂雄

〃 横浜市立大学附属病院 生体制御・麻酔科学教授 後藤 隆久

〃 横浜市立大学附属病院 輸血部 上條　亜紀

〃 横浜市立みなと赤十字病院 第三内科　部長 山本　晃

〃 横浜市立大学附属市民総合医療センター 輸血部 野﨑 昭人

〃 横浜労災病院 輸血部長 佐藤 忠嗣

〃 神奈川県 保健福祉部薬務課 課長 近藤 俊一

〃 神奈川県赤十字血液センター 所長 稲葉 頌一

〃 神奈川県横浜赤十字血液センター 所長 永島　實

アドバイザー 厚生労働省 医薬食品局血液対策課 課長補佐 難波江　功二

〃 東京大学医学部附属病院 輸血医学教授、輸血部長 高橋 孝喜

〃 埼玉県赤十字血液センター 所長 南　陸彦

〃 静岡県赤十字血液センター 所長 浅井 隆善

〃 (財)血液製剤調査機構 調査課長 鈴木 典子

平成22年3月8日現在　(医療機関五十音順等 敬称略）

「神奈川県合同輸血療法委員会」世話人名簿　
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平塚市民病院 大和青洲病院 葉山ハートセンター
平塚共済病院 成和クリニック 横須賀共済病院
くらた病院 中央林間緑野病院 横須賀市立うわまち病院
医療法人研水会　高根台病院 医療法人社団慈広会　矢崎病院 横須賀市立市民病院
医療法人社団松和会　望星平塚クリニック 綾瀬厚生病院 衣笠病院
小清水産婦人科クリニック 大内病院 聖ヨゼフ病院
健齢会　ふれあい平塚ホスピタル ピースハウス病院 後藤産婦人科医院
えいじんクリニック 県立足柄上病院 横須賀クリニック
東海大学大磯病院 神奈川県立足柄上病院 自衛隊横須賀病院
藤沢市民病院 白鷗医院 湘南病院
藤沢湘南台病院 広瀬病院 浦賀病院
藤沢御所見病院 森田病院 住友重機械健康保険組合　浦賀病院
湘南ﾎｽﾋﾟﾀﾙ ふじの温泉病院 久里浜アルコール症センター
湘南長寿園病院 済生会神奈川県病院 パシフィックＨＰ
湘南斉藤クリニック 大口東総合病院 三浦市立病院
小田原市立病院 横浜逓信病院 汐田総合病院
山近記念総合病院 脳神経外科東横浜病院 ふれあい鶴見ホスピタル
杏林堂クリニック 松島病院 平和会　平和病院
小沢病院 コンフォ−ト病院 佐々木病院
西湘病院 医療法人財団　コンフォート病院 富士電気病院
国立病院機構　箱根病院 けいゆう病院 済生会横浜市東部病院
永井病院 かもめ・みなとみらいクリニック 横浜労災病院
小田原循環器病院 横浜中央病院 三菱重工大倉山病院
曽我病院 横浜掖済会病院 菊名記念病院
湯河原厚生年金病院 横浜市立みなと赤十字病院 医療法人すこやか高田中央病院
湯河原胃腸病院 ポーラのクリニック 新横浜母と子の病院
茅ヶ崎徳洲会総合病院 市大センター病院 医)　社団　慈友会　山田内科
茅ヶ崎市立病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター 新横浜スパインクリニック
茅ケ崎セントラルクリニック 神奈川県立こども医療センター 山本記念病院
新北陵病院 (南区）佐藤病院 つづき病院
湘南東部総合病院 (南区）野村病院 昭和大学横浜市北部病院
寒川病院 済生会横浜市南部病院 長津田厚生総合病院
北里大学病院 港南台病院 横浜新緑総合病院
北里大学東病院 横浜東邦病院 牧野記念病院
国立病院機構相模原病院 医療法人社団　横浜南クリニック 鴨居病院
相模原協同病院 横浜市立市民病院 横浜田園都市病院
社会保険相模野病院 横浜船員保険病院 川崎田園都市病院
淵野辺総合病院 医療法人横浜宮崎脳神経外科病院 昭和大学藤が丘病院
相模原中央病院 聖隷横浜病院 横浜新都市脳神経外科病院
東芝林間病院 県立がんセンター 横浜総合病院
梨本病院 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 たちばな台病院
央優会産婦人科内科 横浜旭中央総合病院 みどり病院
相模原伊藤病院 医療法人社団恵生会　上白根病院 青葉さわい病院
さがみリハビリテーション病院 横浜鶴ケ峰病院 たちばな台クリニック
丘整形外科病院 横浜療育医療センター 川崎市立川崎病院
相模大野病院 横浜都岡脳神経外科 太田総合病院
相原病院 磯子中央・脳神経外科病院 日本鋼管病院
さがみ循環器クリニック 神奈川県立汐見台病院 川崎協同病院
平井クリニック 屏風ヶ浦病院 川崎社会保険病院
晃友内科整形外科 関東病院 宮川病院
阪クリニック 東神クリニック 総合新川橋病院
晃友脳神経外科眼科 横浜市立脳血管医療センター 川崎駅前クリニック
国立病院機構　神奈川病院 横浜南共済病院 （石心会）川崎幸病院
秦野赤十字病院 金沢病院 川崎中央クリニック
秦野南口クリニック 済生会若草病院 田代医院
東海大学医学部付属病院 神奈川県立循環器呼吸器病センター 関東労災病院
総合病院伊勢原協同病院 金沢文庫病院 聖マリアンナ医科大学　東横病院
厚木市立病院 横浜市立大学附属病院 日本医科大学武蔵小杉病院
県央胃腸病院 国立病院機構　横浜医療センター 川崎市立井田病院
東名厚木病院 東戸塚記念病院 川崎幸病院中原分院
厚木佐藤病院 日立製作所　日立横浜病院 田中内科クリニック
笹生循環器クリニック 西横浜国際総合病院 富士通川崎病院
湘南厚木病院 戸塚共立第１病院 帝京大学医学部附属溝口病院
海老名総合病院 戸塚共立第2病院 総合高津中央病院
オアシス湘南病院 新戸塚病院 虎の門病院分院
さがみ野中央病院 横浜栄共済病院 安藤整形外科病院
腎健クリニック 国際親善総合病院 聖マリアンナ医科大学病院
座間厚生病院 湘南泉病院 幸真会　鈴木産婦人科
相模台病院 いずみ台病院 マチダレディースクリニック
相武台ニーレンクリニック 横浜桐峰会病院 川崎市立多摩病院
愛川北部病院 大船中央病院 麻生総合病院
八木クリニック 湘南鎌倉病院 川崎田園都市病院
大和徳洲会病院 湘南記念病院 たま日吉台病院
大和市立病院 清川病院 渡辺クリニック
南大和病院 恵風園胃腸病院 柿生記念病院
桜ケ丘中央病院 聖テレジア病院
中央林間病院 北鎌倉病院
愛育病院 逗子青木病院 アンケートへのご協力
大和成和病院 ありがとうございました。
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