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第42回日本血液事業学会総会を終えて

第42回日本血液事業学会総会を、去る10月２日～４日に幕張で開

催し、無事成功裏に終了することができました。総会には1090名、大

塚副社長もおいでになった会員交見会には697名の方々が参加してく

ださいました。そして、「持続と変革―カイゼンの先への挑戦―」を総会

のテーマとして、多くの講演やシンポジウム、ワークショップ、310題の

一般演題が発表されました。近衞社長のご出席はかないませんでし

たが、頂いたメッセージは心を打つものでした。また、総会前日には本

庶佑先生のノーベル賞受賞が発表になり、華やいだ雰囲気の中、大

変活気のある総会になりました。企業展示にも多くの人が訪れてくださ

いました。山梨ワインの文化講演、若手演奏家による室内楽の演奏、

交見会における関東甲信越１都９県のご当地Ｂ級グルメの屋台や

総会長講演「血液事業の持続と変革」

中島所長は、ご自身の
講演や会議の合間を縫
うように様々な講演を
聴講、飛び回ってらっ
しゃいました。
写真は特別企画３「山
梨のワインの魅力」で
のワンシーンです。

甲州ワイン、越後の銘酒も好評でした。

これもひとえに事前の準備段階から総会終了まで、当ブロック血液センターを中心に関東甲信越ブロック１都９

県の血液センターの職員が、力を合わせて取り組んでいただいたご支援、ご協力のたまものと深く感謝していま

す。何しろ総会長の私からして、大学時代にボスのお手伝いで国際学会の事務局の仕事をしたことはありますが、

自ら学会を主催するのは初めての経験でした。東京で血液事業学会が開催されたのは30年近くも前のことであり、

ほとんどの職員は経験がなく、手さぐり状態で他のブロックの総会運営を見て準備を進めてきました。ご活躍くだ

さった方々のお名前を挙げて御礼を申し上げたいところですが、あまりに多すぎてきりがありません。ご容赦くださ

い。実行委員会、事務局、プログラム編成局の皆さん、有益なプログラムの提案をくださった多くの血液センター

の皆さん、関係企業への渉外や資金確保に奮闘してくれた方々、司会や座長の労をお取り頂いた方々、さらに台

風通過の直後、総会前日から泊まり込みで会場係を担当してくださった多くの職員の皆さん、ほんとにありがとう

ございました。

このような学会を主催することで、多くの職員に学会参加と研究発表の機会を提供できたのは良かったと思いま

す。多くの人の前で、たとえ10分でもまとまった話をするというのは大変なことです。しかし、準備に多大な努力と

苦労を要する代わり、その結果得られるものも大きく、その成果はその人の業績や自信となり、自己の成長につ

ながります。今後も多くの血液センター職員が、関係する学会に参加できるようにしたいと思います。

以上総会のご報告と皆様への心からの御礼と致します。

本学会の総会長をつとめられました中島一格所長より
お言葉を頂きました。

【日 時】 2018年10月２日（火）～10月４日（木） ※10月１日 各種委員会実施

【会 場】 幕張メッセ 国際会議場 （千葉市美浜区中瀬２－１）
【テーマ】 「持続と変革―カイゼンの先への挑戦―」
【総会長】 中島 一格 （日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター所長）

【参加者】
学会総会 1,090名
会員交見会 697名
【企業展示】

53社

【演題】
総会長講演、特別企画４題、特別講演２題、
教育講演７題、シンポジウム７題、ワークショップ５題
ランチョンセミナー９題、ティータイムセミナー３題

優秀演題７題、一般演題303題 （口演125題、ﾎﾟｽﾀｰ178題）



PICK UP

ビデオ放映、日本赤十字社 田中康夫国際部長
のご講演に先立って、近衞社長からのメッセージ
が代読されました。これまでの社長の活動と思い
をよく知る学術情報課の川手係長によって読み上
げられたメッセージには、本当に心打たれるもの
がありました。６年間にわたる国際赤十字・赤新
月社連盟の会長職を終えられた直後の昨年暮れ、
社長が血管系の疾患で輸血を受けられたことに
ついて、自らメッセージの中で触れられ、今後の
血液事業の重要性を強調されました。

そのことが、とても印象的で、本学会総会の特別
企画にふさわしい内容でありました。

特別企画１「人道と血液事業
―近衞社長からのメッセージ―」

近衞社長からのメッセー
ジを読み上げる
学術情報課 川手係長

スクリーンに映し出さ
れた、連盟会長当時の
近衞社長の様子

特別企画３「ブロック血液セン
ター所長推薦優秀演」

一般演題のうち、各ブロックよりブロック血液セン
ター所長が推薦した７演題の発表が行われました。
10月３日に開催された日本血液事業学会総会にお
いては、表彰式が行われました。
当ブロックの優秀演題は、平林盛人さん（長野県

センター）の「医薬情報担当者が輸血医療委員会へ
参加することの効果―中規模医療機関の赤血球製
剤廃棄率減少―」でした。おめでとうございます！

惜しくも優秀演題には選ばれませんでしたが、当
ブロックセンターからの候補は、製剤一部製剤二課
植田大輔さん「勤務シフト表の自動作成コンピュー
ターソフトの作成と市販ソフトの試用」でした。

表彰式

本学会総会の各種講演における発表論文については、来年発行される学会誌「血液事業」に２回に分けて
掲載予定です。ご興味のある方は、ぜひそちらもお読みください。（外部講師による発表など、一部掲載されな
いものもありますので、ご了承ください。）

発表論文について

今回の総会では、７名の海外演者を招待し、国
際色も感じられるものでした。「血液事業の国際協
力」のシンポジウムでは、日赤から３名、海外から
２名の演者の発表がありました。日赤側からは、こ
れまでに行ってきた国際支援の具体的な例の紹
介がされました。海外からは、ラオス赤十字社の
Chanthala 先生がラオスの立場から日赤との20年
間にわたる協力の成果を振り返り、オーストラリア
赤十字社のDennington 先生は、オーストラリア赤
十字の国際活動について紹介されました。日赤の
国際協力の方向性を考える上で、たいへん有意
義なセッションとなりました。ちなみにDennington
先生は流暢な日本語で発表をされ、会場の驚きを
誘っていました。

シンポジウム５ 「血液事業の
国際協力―総括と展望―」

このシンポジウムでは、東日本大震災の経験
をもとにした講演の後、災害時にどう動くかにつ
いて、血液事業本部の観点から、関東甲信越ブ
ロック血液センターの観点から、そして東京都赤
十字血液センターの観点から講演をいただき、
最後にまとめとして、リスクマネジメントに関する
コンサルティング会社より講演をいただきました。

想定外の事態への対応力を鍛える手段として、
首都直下地震に遭遇したと想定したシミュレー
ションをすることが挙げられました。

３つの想定を例にとりながら、実際に動いてみ
ることで対応力が鍛えられるとともに、計画とは
違う部分が見えてきたら、必要に応じて計画を
修正できるというお話は、すぐにでも実践できる
と思われる内容でした。

シンポジウム７ 「血液事業のBCP
－今、首都直下地震が発生したら！－」

第42回日本血液事業学会総会事務局

ラオス赤十字社 Chanthala 先生

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ赤十字社
Dennington 先生

左上 東北ブロックセンター
伊藤名誉所長

左下 東京都センター
染谷部長



ソフトバンク社製ロボットPepper（ペッパー）を
献血推進に活用している栃木県赤十字血液セン
ターさんの協力により、２台を会場に展示しました。
１台は過去に同センターにおいて実施した献血
会場での広報や献血セミナーのデモンストレー
ションを行い、もう１台は正面エントランスにて会
場案内を行いました。ペッパーはゲームで遊ぶこ
ともできることから、講演の合間に足を止めて楽
しむ方々の姿も見受けられました。栃木県セン
ター推進課の皆さま、ご協力をありがとう

ございました。

学会総会では、関東甲信越ブロック内の血液センターにおける献血推進の取り組み
や防災について等を紹介するため、講演会場における指定演題や一般演題の発表にと
どまらず、会場内において展示を行いました。その様子をご紹介します！

栃木県センターの協力による
Pepper による献血推進

山梨県赤十字血液センターにて使用している受付検

診車については、他県の血液センターからの見学が来
たり注目を集めていることから、学会において紹介する
ため、会場での展示を行いました。また、同センター職

員から見学者へ説明をしていただきました。約300名の
方々にご覧いただきました。展示を終え、いざセンター
へ帰所！というタイミングでまさかのエンジントラブル!? 
とはいえ、そこ
はさすが現場
に長けた同セ
ンター職員の
迅速な対応に
より事なきを得
ました。山梨県
赤十字血液セ
ンター推進課
の皆さま、ご協
力をありがとう
ございました。

山梨県センターの協力による
受付検診車の展示

本学会総会のポスターを制作するにあたっては、神奈川県立弥栄高等学校の美術科生徒39名に描いてい

ただいたデザイン画の中から採用しました。それについては当所内報「SPICE」第13号においてご紹介しました
が、学会会場では全39作品の原画を展示しました。画を描いていただくにあたっては、血液事業や献血、学会
テーマについてなど、事前にレクチャーを聞いていただきましたが、同じ話を聞いたとは思えないくらい、色とり
どり様々な画を描いてくださり、全作品
が展示された様子は壮観でした。
また、アート展示においてはポスター
制作を依頼するきっかけであり、若年
層を中心とした献血推進にかかる広報
活動として実施した黒板アートの紹介
パネルも展示しました。

高校生によるアート展示
ポスター原画と黒板アートの紹介

本学会プログラムにおいて、ＢＣＰや首都直下地震を

テーマにしたシンポジウムも開かれたことから、日本赤十
字社千葉県支部および千葉県赤十字血液センターのご
協力により、防災コーナーを設置しました。

千葉県支部・千葉県センターの協力による
防災コーナー

ポスターデザイン画 ３９作品

黒板アート
＆

ポスターが
できるまで

学会・会場の
ご案内中！

献血推進
ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
中！

受付検診車

検診スペース

北海道胆振東部地震時の様子

備蓄食
被災者に配布した

救援物資

受付

タッチパネル

プログラムや展示、運営にご協力いただきましたブロック内各血液センターに心より御礼申し上げます。



ミニコンサート・
会員交見会のオープニング演奏

山梨県赤十字血液センター伊藤供給課長

のご息女で、フルート奏者の伊藤優里さんにご
協力いただきフルート、バイオリン、ビオラ、チェ
ロによる室内楽ミニコンサートを開催しました。
映画 『ニューシネマパラダイス』より「愛のテー

マ」や「情熱大陸のテーマ」など、伊藤さんにお
願いした選曲にもセンスが光りました！学会の
疲れを癒す憩いのひと時をお楽しみいただけた
と思います。また、続いて開催された会員交見
会のオープニングでも演奏いただきました。

伊藤優里さん
ピンクのドレス
似合ってます！

会員交見会では、モーツァルト作曲
フルート四重奏曲ハ長調KV Anh.171より
第一楽章 を演奏いただきました♪

来賓の皆さまからのご挨拶

ご挨拶いただいた来賓の皆さま、ありがとうございました。

日本赤十字社
大塚副社長

血液事業本部
髙橋本部長

日本血液事業学会
椿会長
（中四国BBC所長）

第43回学会総会
清水総会長
（東北BBC所長）

お食事 START！

地酒は新潟県赤十字血液センターの利き酒の
名手、献血推進課 樋口係長によるセレクト！

血液事業本部長賞 表彰式

特別企画２「改善活動本部長賞候補演題」にて発表されまし
た８演題の中から受賞された、３演題の表彰式を開催しました。
受賞された皆さま、おめでとうございました！

司会がんばりました！
長文も噛まない！総務企画課 京極さん
はつらつ明るい！経理課 高平さん

血液事業本部長賞・優秀アイデア賞（Ｗ受賞！）
岩手県赤十字血液センター 佐々木綾さん

経済貢献賞 中四国ブロック血液センター 間賀田隆秀さん
継続発展賞 北海道赤十字血液センター 奈良和幸さん

（↑）改善活動評価

推進委員会 中川
委員長（宮城県赤
十字血液センター
所長）に総評をい
ただきました。

（↑）岩手県赤十字血液センター
の皆さま

（→）血液事業本部 髙橋本部長からお言葉をいただきました。

締めのご挨拶

次回第43回学会総会総会長
東北ブロック血液センター
清水所長に「山形 花笠締め」
で締めていただきました！

♪ 山形 花笠締め♪ ﾔｯｼｮー ﾏｶｼｮ



聴講者VOICE

学会を開催するにあたっては、開催資金を捻出する必要があり、それには参加者の参加費だけでなく、
多くの関連企業からの学会協賛を募ることで開催運営がされています。学会に参加する立場としては、あ
る種の「お目当て・お楽しみ？」でもある「ランチョンセミナー」も企業協賛であることが多く、今回の事業学
会でも「２日間：９つ」のランチョンセミナーが開催されました。協賛セミナーの内容には協賛企業の独自
性もみられることもあり、普段はなかなか耳にしない講演が多いのも特徴です。そんな理由もあってか、
朝には参加の皆さんによるセミナー参加チケットの争奪が繰り広げられます。
私もプログラムの中で、これは聞き逃せない！と、ランチョンセミナー８：国立感染症研究所松岡先生に
よる「洗浄血小板製剤の使用および副反応低減効果に関する検討」を聴講してきました。チケットは持っ
ていなかったので、「お弁当ナシ」を条件に開始直前に入室。チケットも配布早々に完売と聞いていました
が、お弁当の香りが…いやいや皆さんの熱気が充満する中、席を探すと見つけられた席は「前から２列
目…」少々私には気の重い席への着席となりました。
内容は、輸血による副作用の話、特に血小板製剤による頻度が高いこと、そして副作用防止する上で
は洗浄することが有効であったこと。最後に日赤が製造販売する洗浄血小板による副作用発生の現状
について講演いただきました。過去のデータからも予想できていましたが、洗浄血小板は過去に輸血副
作用を経験している患者さんに対して投与される製剤でありながら、副作用発生は抑えられており、松岡
先生も副作用を低減する上では非常に有効性の高い製剤であると講演されていました。入社以来、規格
の変更や白血球除去の開始など、製剤面での変更はいくつか経験しています。しかし、製品コスト面では
色々と課題があるとは伺ってはいますが、血小板製剤による大きな変更製剤は初めての経験になります
が、もっと胸を張って威張れる製剤！と思っています。輸血を受ける患者さんにとっては、洗浄血小板が
必要不可欠となっている方もおり、副作用発生には血漿部分が何らかの関与していることも分かってきて
います。全面的な洗浄血小板は難しいとしても、国内製品としての置換血小板の早期開発が進むことに
改めて期待しました。

「ランチョンセミナー：洗浄血小板製剤の使用
および副反応低減効果に関する検討」

学術情報課 日野課長

編集後記

平成30年12月28日発行 ＜編集＞日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター総務部総務企画課 SPICEデスク

ご参加ありがとうございました！

本号は第42回日本血液事業学会総会の実施報告を兼ねて特別号とさせていただきましたが、いかがでしたで
しょうか？残念ながらご参加いただけなかった方々に雰囲気だけでも伝わればと思い、写真と記事満載でお送り
いたしました。あらためて、日本全国、そして海外からも、演者や座長、参加者、スタッフの方々にお集まりいただ
き、たくさんの力が集結して開催されたのだということを実感しました。皆さまの記憶に残れば幸いです。

会員交見会 閉会式

学会、交見会ともにたくさんのご参加
をありがとうございました。


