
2015 年 1 月吉日 

輸血テクニカルセミナー2014 募集要項 

 

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 会長 宮島 喜文 

一般社団法人日本輸血･細胞治療学会 理事長 半田 誠 

 

日本臨床衛生検査技師会および日本輸血･細胞治療学会は、輸血検査技術の向上のみならず，標準的技量を

持つ輸血検査担当技師の育成や輸血検査の標準化を目指している。 

 今回のセミナーは、各集団や組織の中で指導的立場または指導的立場を目指す輸血検査技師を対象に、講義

および実技により標準的な知識と技術を基礎から深め、また輸血検査の初級者に対する指導のポイントやテク

ニックを学ぶ機会とした。 

 

記 

1. 日程：2015 年 3 月 21 日(土) 13:30 ～ 17:00、3 月 22 日(日) 9:00～16:00 

2. 会場：東邦大学医学部大森キャンパス  

3. 対象：日本臨床衛生検査技師会、または日本輸血･細胞治療学会会員であり、 

認定輸血検査技師または指導的立場の輸血検査歴 5年以上の方  

4. 募集人数：①講義＋実技 80 名 ②講義 30 名（募集定員を超えた場合、抽選とさせて頂きます。 

また、1施設 1名の参加とさせて頂きます。） 

5. 参加費：①実技＋講義 20,000 円（昼食代含む） ②講義 5,000 円 

6. テーマ：初級者指導のためのポイント 輸血検査の基礎伝達講習会  

  A．講義（3月 21 日（土）13:30～17:00）  

  司会：福島県立総合衛生学院          安田 広康 

佐賀大学医学部附属病院 検査部     東谷 孝徳 

1) 血液型検査の基本テクニックと陥りやすい誤り  徳島大学病院 輸血・細胞治療部 李 悦子 

2) 不規則抗体スクリーニングの基本テクニックと検出された抗体の解釈について 

                        手稲渓仁会病院 臨床検査部 三浦 邦彦 

3) 輸血関連検査上のトラブルシューティング   東海大学医学部付属病院 輸血室 杉本 達哉 

4) 赤血球型検査のガイドライン改訂内容について  

東邦大学医療センター大森病院 輸血部 奥田 誠 

B．実技（3月 22 日（日） 9:00～16:00） 

 進行：済生会中津病院 検査技術部 輸血検査室 深田 恵利奈 

三重大学医学部附属病院 輸血部     丸山 美津子 

1) 凝集反応の目合わせ 

2) ABO 血液型・RhD 血液型検査 

3) 不規則抗体スクリーニングおよび抗体の同定検査 

7. 主催： 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

一般社団法人 日本輸血･細胞治療学会 

8. 事務局：県立広島病院 臨床研究検査科  

受付担当：藤井 明美 

連絡先：FAX 082-253-0659 

実行委員長：東邦大学医療センター大森病院 輸血部 

        奥田 誠 

9. 参考図書：（熟知してからご参加ください） 

1)輸血学 改訂第 3版 

2)新輸血検査の実際 

  3)輸血のための検査マニュアル Ver.1.2 

10．申込要綱：別紙（輸血テクニカルセミナー2014 参加申込書）に記入の上、FAX でお申し込みください。 

11． 申込み開始日、締切日 2015 年 1 月 13 日 9:00 から 2015 年 1 月 30 日 12:00 まで 

   抽選結果は、2015 年 2 月 9日発送で各施設へ郵送でお知らせいたします。 

12． 宿泊については各自で手配お願いします。 

13. 実技を受講される方は、白衣、筆記用具、試験管立て（12mm 管、50 本用）、検査用手袋、タイマーを持

参ください。 



 

 

輸血テクニカルセミナー2014 日程表 

 
日程：平成 27 年 3 月 21 日（土）午後 12 時から 3 月 22 日（日）午後 4 時まで 
 
会場：東邦大学医学部大森キャンパス 
   〒143-8541 東京都大田区大森西 6-11-1 TEL：03-3762-4151（代） 
 
 
 

内容：3 月 21 日（土）スケジュール 

 
12:00 ･････ 受付・集合（第二講義室） 

13:00 ･････ 注意事項：輸血テクニカルセミナー2014 実行委員長 

東邦大学医療センター大森病院 奥田 誠   

13:05 ･････ 開講式： 日本臨床衛生検査技師会 会長 宮島 喜文 

     日本輸血･細胞治療学会 理事長 半田 誠 

13:30 ･････ 司会：  福島県立総合衛生学院 安田 広康 

     佐賀大学医学部付属病院 東谷 孝徳 

講義 1 

血液型検査の基本テクニックと陥りやすい誤り 

徳島大学病院 李 悦子 

14:15 

 

 

･････ 

 

 

講義 2 

不規則抗体スクリーニングの基本テクニックと検出された抗体

の解釈について 

手稲渓仁会病院 三浦 邦彦 

15:00 ･････ 休憩 

15:15 ･････ 講義 3 

輸血関連検査上のトラブルシューティング 

東海大学医学部付属病院 杉本 達哉 

16:00 ･････ 講義 4 

赤血球型検査のガイドライン改訂内容について 

東邦大学医療センター大森病院 奥田 誠 

16:45 ･････ 閉講式： 輸血検査技術講習委員会 星 順隆 

 



 
 
 
 

3 月 22 日（日）スケジュール 

 

8:30 ･････ 集合（第 1 実習室） 

9:00 ･････ 予定説明： 輸血テクニカルセミナー2014 実行委員長 

東邦大学医療センター大森病院 奥田 誠 

9:15 ･････ 実習内容説明：ガイダンス 済生会中津病院 深田 恵利奈 

         三重大学医学部附属病院 丸山 美津子 

9:30 ･････ 前半実技開始（凝集の目合わせ、血液型検査） 

 

 

 

 

各班で進行 

テーブルディスカッション                  

 11:40  ･････ 解説：      済生会中津病院 深田 恵利奈 

 

 12:20 ････ 昼食 

13:20 

 

･････ 

 

 

後半実技開始（不規則抗体検査）                 

各班で進行 

テーブルディスカッション 

15:20  ･････ 解説：      三重大学医学部附属病院  丸山 美津子 

 

16:00 ･････ 閉講式：輸血テクニカルセミナー2014 実行委員長 奥田 誠 


