富山県合同輸血療法委員会活動内容（平成 28 年度～令和元年度）
■令和元年度富山県合同輸血療法委員会
１）世話人会
開催日時

令和元年 7 月 17 日（水）17:00～18:00

開催場所

富山県赤十字血液センター3F 会議室

参加者

25 名（世話人:19 名、事務局:6 名）

議題

①合同輸血療法委員会世話人の交代について
②合同輸血療法委員会及び富山県輸血懇話会の決算・予算について
③血液製剤使用適正化方策調査研究事業の募集について（申請概要の報告）
④今年度の活用について
⑤富山県輸血懇話会学術講演会について
⑥看護師部会からの報告（平成 30 年度活動報告）
⑦ホームページについて
⑧合同輸血療法委員会要綱について

２）合同委員会
開催日時

令和元年 11 月 5 日（火）17:30～18:40

開催場所

高志会館 2F 麗花

参加者

31 名（医師:7 名、検査技師:20 名、看護師:3 名、薬剤師:1 名）

議題

①富山県における外来輸血の実態調査アンケート結果報告
②施設で経験した困った事例について報告、対応について
③富山県合同輸血療法委員会ホームページについて
④看護師部会報告
⑤検査実技研修会について

３）学術講演会
開催日時

令和元年 11 月 5 日（火）19:00～20:30

開催場所

高志会館 2F カルチャーホール

対象

県下全医療機関の医療従事者

参加者

85 名（医療機関：56 名、その他：29 名）

演題

｢福岡県合同輸血療法委員会活動
－中小規模施設の輸血療法レベル向上支援体制構築の取り組み－｣

講師

福岡大学病院 輸血部 診療部長 熊川 みどり 先生

■平成 30 年度富山県合同輸血療法委員会
１）世話人会
開催日時

平成 30 年 8 月 2 日（木）17:00～18:00

開催場所

富山県赤十字血液センター3F 会議室

参加者

21 名（世話人:15 名、事務局:6 名）

議題

①合同輸血療法委員会世話人への委嘱について
②本年度の議題について
③学術講演会の演題、開催時期について
④看護師部会からの報告

２）合同委員会
開催日時

平成 30 年 11 月 15 日（木）17:30～18:40

開催場所

高志会館 2F 嘉月

参加者

51 名（医師:8 名、検査技師:24 名、看護師:3 名、薬剤師:4 名、事務局:11 名
オブザーバー:1 名）

議題

①平成 30 年度富山県合同輸血療法委員会世話人について
②緊急輸血と輸血ガイドライン・血液製剤の使用指針についてのアンケート
調査報告
③施設で経験した困った事例について報告、対応について
④看護師部会報告
⑤県への要望に対する回答

３）学術講演会
開催日時

平成 30 年 11 月 15 日（木）19:00～20:30

開催場所

高志会館 2F カルチャーホール

対象

県下全医療機関の医療従事者

参加者

105 名（医療機関：67 名、その他：38 名）

演題

｢血液事業の将来展望と改革の要点｣

講師

日本赤十字社 血液事業本部長 髙橋 孝喜 先生

■平成 29 年度富山県合同輸血療法委員会
１）世話人会
開催日時

平成 29 年 7 月 27 日（木）17:00～18:00

開催場所

富山県赤十字血液センター3F 会議室

参加者

18 名（世話人:14 名、事務局:4 名）

議題

①富山県における不適合輸血に関するアンケート調査について
②本年度の議題について
③学術講演会の演題、開催時期について
④看護師部会からの報告

２）合同委員会
開催日時

平成 29 年 10 月 19 日（木）17:30～18:40

開催場所

高志会館 2F 嘉月

参加者

46 名（医師:8 名、検査技師:23 名、看護師:3 名、薬剤師:3 名、事務局:9 名）

議題

①ドクターヘリでの血液製剤搬送の可能性について
②ドクターヘリの現状とドクターヘリによる輸血療法について
③富山県における不適合輸血に関するアンケート調査結果報告
④看護師部会報告

３）学術講演会
開催日時

平成 29 年 10 月 19 日（木）19:00～20:30

開催場所

高志会館 2F カルチャーホール

対象

県下全医療機関の医療従事者

参加者

105 名（医療機関：67 名、その他：38 名）

演題

｢科学的根拠に基づいたアルブミン製剤の使用ガイドライン｣

講師

富山大学附属病院

検査・輸血細胞治療部

副部長 安村 敏 先生

■平成 28 年度富山県合同輸血療法委員会
１）世話人会
開催日時

平成 28 年 8 月 4 日（木）17:10～18:10

開催場所

富山県赤十字血液センター3F 会議室

参加者

20 名（世話人:12 名、世話人代理:1 名、事務局:7 名）

議題

①富山県合同輸血療法委員会要綱の改正について
②富山県における外来輸血、小規模施設での輸血の実態調査（2016）
③本年度の議題について
④学術講演会の演題、開催時期について
⑤看護師部会からの報告

２）合同委員会
開催日時

平成 28 年 11 月 17 日（木）17:30～18:30

開催場所

高志会館 2F 嘉月

参加者

48 名（医師:7 名、検査技師:24 名、看護師:3 名、薬剤師:3 名、事務局:11 名）

議題

①施設で経験した困った事例について報告、対応
②富山県における外来輸血の実態調査（2016）結果報告
③平成 27 年度血液製剤使用実態調査の調査報告
④看護師部会からの報告

３）学術講演会
開催日時

平成 28 年 11 月 17 日（木）19:00～20:30

開催場所

高志会館 2F カルチャーホール

対象

県下全医療機関の医療従事者

参加者

116 名（医師:12 名、検査技師:52 名、看護師:7 名、薬剤師:3 名、その他:42 名）

演題

｢エビデンスに基づいた血液製剤の使用針指｣

講師

名古屋大学医学部付属病院

輸血部

教授 松下 正 先生

