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第 45 回日本血液事業学会総会日程表
【ハイブリッド開催】　１日目　◆　　2021 年 11 月 9 日（火）

ロイトン札幌
第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場

2F　エンプレス・ホール 2F　リージェント・ホール 2F　ハイネス・ホール

9:00 開会式　10 分
SY-1

『医療需要を見据えた今後の血液事業
～コロナ禍で見えてきたもの～』

座長：北井暁子、中島一格

SY-2
『HEV NAT スクリーニングの 

現状と効果』
共催：グリフォルス株式会社
座長：飯田俊二、石丸　健

SY-3
『Donor Health Care　-Better Donor 

Service をめざして -』
座長：山本　哲、石丸文彦

10:00

11:00 特別講演 1
血液事業に対する日本輸血・ 

細胞治療学会からの提案
座長：竹尾高明
演者：松下　正

一般演題 口演
検査・感染症②

座長：小島牧子、坂田秀勝

一般演題 口演
製造

座長：小砂子智、佐藤かおり

12:00

共催セミナー（ランチョン）1
シスメックス株式会社
COVID-19 と対峙して

演者：豊嶋崇徳

共催セミナー（ランチョン）2
富士フイルム和光純薬株式会社／ 

旭化成ファーマ株式会社
糖尿病合併症とグリコアルブミン
（GA）について：久山町研究

演者：二宮利治

共催セミナー（ランチョン）3
SB カワスミ株式会社　

糖鎖って何？ 
ー 私たちの健康をつなぐ生命の鎖

演者：島岡秀行
13:00

特別講演 2
自己免疫性疾患と補体

座長：瀧原義宏
演者：若宮伸隆

一般演題 口演
管理運営・その他①

座長：西川正樹、篠田達仁

ミニシンポジウム
『血液型に関する最新情報』

共催：ベックマン・コールター 
株式会社

座長：谷　慶彦、宮崎　孔

14:00

WS-1
『輸血及び血液製剤の情報に関する 

ハブとしての医薬情報担当者』
座長：牧野茂義、生田克哉

特別企画 1
改善活動本部長賞候補演題
座長：瀧原義宏、前野節夫

15:00 WS-3
『品質保証　一つ上のGMPを目指して』

座長：圓藤ルリ子、宮作麻子

16:00

特別企画 2
ブロック血液センター所長推薦優秀

演題
座長：入田和男、小林正夫

WS-2
『事務部門の変革に向けて』
座長：津野寛和、会川勝彦

WS-4
『今後の供給体制について』
座長：面川　進、保坂勇一

17:00

18:00 一般演題 口演
検査・感染症①

座長：宮﨑　孔、岸本信一 一般演題 口演
管理運営・その他②

座長：小山洋一、三根芳文
一般演題 口演

製造・品質保証
座長：大橋　恒、粟木原修治

19:00

Web 交見会
【検査・品質保証部門】

司会：松林圭二、刀根勇一、 
宮崎　孔

Web 交見会
【事務部門】

司会：柴崎　至、会川勝彦

Web 交見会
【製剤部門】

司会：川島　航、河島道雄、 
秋野光明

20:00

21:00
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【ハイブリッド開催】　２日目　◆　　2021 年 11 月 10 日（水）
ロイトン札幌

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場
2F　エンプレス・ホール 2F　リージェント・ホール 2F　ハイネス・ホール

9:00 SY-4
『血液事業の広域事業運営体制 10 年
を振り返って－今後へ活かす知恵ー』

座長：中西英夫、佐竹正博

SY-5
『【北海道輸血シンポジウム合同企画】

新しい血液製剤のニーズと開発』
座長：宮田茂樹、木村貴文

WS-6
『改善活動をさらに推進するために：
改善活動血液事業本部長賞受賞後の

進展と課題』
座長：中川國利、瀧原義宏

10:00

一般演題 口演
献血推進（移動）

座長：小室裕希、田角　麻
11:00 特別講演 3

輸血医療の現況と今後の展望
座長：柴崎　至
演者：田中朝志

一般演題 口演
供給・学術①

座長：宇都木和幸、船津理恵 一般演題 口演
献血推進（ルーム）

座長：辻　　肇、田中英樹
12:00

共催セミナー（ランチョン）4
テルモ BCT 株式会社

データマネジメントシステム TOMEs 
ーその機能と海外活用事例ー

演者：宇野カオル

共催セミナー（ランチョン）5
アボットジャパン合同会社

疫学調査からみた SARS-CoV-2 
感染症と関連検査
演者：田中純子

共催セミナー（ランチョン）6
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス

再生医療・細胞治療における 
臨床検査技師の関わり

演者：小嶋俊介
13:00

総会

14:00

改善活動本部長賞表彰
ブロック所長推薦優秀演題表彰

15:00 特別企画 4
血液事業本部・4 部会からの報告

「ニューノーマルにおける血液事業を
どう考え、どう進める」

座長：髙橋孝喜
WS-5

『クリニカルパス～対応の標準化と 
効率化～』

座長：川口　泉、荒木あゆみ

WS-7
『臍帯血移植２万症例突破　さらなる

事業展開へ』
座長：高梨美乃子、室井一男

16:00

17:00

一般演題 口演
供給・学術②

座長：松岡　均、早坂　勤

一般演題 口演
献血推進（広報）

座長：田村昭彦、三郎丸悦二一般演題 口演
採血①

座長：村上純子、佐藤奈穂子18:00 一般演題 口演
供給・学術③

座長：脇谷勇次、細井正弘
一般演題 口演

献血推進（その他）
座長：丹羽雅子、中津留敏也一般演題 口演

採血②
座長：山本昌弘、小野知子

一般演題 口演
供給・学術④

座長：渡辺眞史、神崎隆一
一般演題 口演

献血推進（ラブラッド）
座長：鹿野千治、上村和哉

19:00

Web 交見会
【採血部門】

司会：高橋幸博、荒木あゆみ

Web 交見会
【学術・供給部門】

司会：日野郁生、小島　聡

Web 交見会
【献血推進部門】

司会：鹿野千治、片原浩二
20:00

21:00
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【ハイブリッド開催】　３日目　◆　　2021 年 11 月 11 日（木）
ロイトン札幌

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場
2F　エンプレス・ホール 2F　リージェント・ホール 2F　ハイネス・ホール

9:00 SY-6
『血液事業におけるデジタル化への変革』

座長：前野節夫、秋野光明

SY-7
『献血者確保策を探る』

座長：豊田九郎、松田由浩

WS-8
『製造部門の生産統制に向けた取り組み』

座長：安村　敏、川島　航

10:00

一般演題 口演
研究開発

座長：若本志乃舞、田中光信
11:00 特別講演 4

テクノロジーと人との調和  
－ 人工知能最前線 －

座長：中西英夫
演者：川村秀憲

一般演題 口演
採血副作用

座長：永井　正、高橋幸博 一般演題 口演
造血幹細胞

座長：東　史啓、石井博之
12:00 閉会式　10 分

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00
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