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学会東北支部例会
総会 報告事項



本部動向

• 第26回 秋季シンポジウム
2019年11月15日（金）
小原明教授 東京

• 第68回 学術集会
2020年5月28日～30日
紀野修一先生 札幌

• 第27回 秋季シンポジウム
2020年10月24日
加藤栄史先生 名古屋

• 新・理事長 松下正教授

• 理事（東北支部）
• 大戸斉先生

• 面川進先生

• 玉井佳子先生

• 特別会員推戴
• 猪狩次雄先生（福島医科大学）



総務報告
会員数 支部評議員数

青森 158 11

岩手 49 4

秋田 97 12

宮城 119 9

山形 50 5

福島 171 19

他 4 3

合計 648 63

本部 6029 282

認定医 認定輸血
検査技師

臨床輸血
看護師

アフェ
レーシス
ナース

細胞治療認
定管理師

青森 6 21 94 4 6

岩手 2 11 10 3 4

秋田 5 12 51 1 3

宮城 6 20 26 5 12

山形 3 14 11 5 6

福島 7 26 76 16 13

合計 29 104 268 34 44

本部 520 1611 1071 243 841



評議員 東北支部規約による退任

•猪狩次雄先生

•清水博先生



共催・後援状況

• 青森県輸血療法懇話会（青森市、6月1日）

• 宮城県臨床輸血研究会「第43回自己血・輸血研修会」（仙台市、
6月15日）

• 輸血療法基礎セミナー（青森市、9月7日）※

• 第32回福島県輸血懇話会（いわき市、9月14日） ※
※は補助金対象（各県年間1件の予算あり）

• 共催・後援の依頼は 支部長宛文書 で 藤原先生 へ

• 補助金の依頼は 支部長宛文書 で 事務局または支部長 へ



各委員会報告

•I&A推進会議 現在21施設がI&A認定

•検査技師推進委員会 セミナー56名参加

•看護師推進委員会 セミナー57名参加

•情報委員会 HP更新、抄録の登録、ML
管理

•アドバイス委員会 特に意見なし



優秀演題賞選考について

• 第113回東北支部例会
弘前大学医学部附属病院における希釈式自己血輸血の実施状況
弘前大学医学部附属病院 阿島 光 先生

• 第114回東北支部例会
血液透析中の輸血療法について
公益財団法人ときわ会 常盤病院 大竹 美和 先生



次期、次々期 東北支部例会

•第116回 東北支部例会
•福島県立医科大学 輸血・移植免疫部 K.E.Nollet教授
• 2020年2月29日（土）福島市

• 特別講演 稲葉先生

•第117回 東北支部例会
•秋田大学医学部附属病院 輸血部 高橋勉教授
• 2020年 秋田市



第115回日本輸血・細胞治療
学会東北支部例会
総会 審議事項



東北支部役員

看護師推進委員会 委員長 北澤淳一 医師 青森県立中央病院 臨床検査部

副委員長 上村克子 看護師 飯川病院

事務局 西塚和美 看護師 黒石市国民健康保険黒石病院 看護局

顧問 大戸斉 医師 福島県立医科大学

鈴木桂子 看護師 福島県立医科大学会津医療センター附
属病院

片野めぐみ 看護師 福島厚生連塙厚生病院 看護部

今野朱美 看護師 東北大学病院 看護部

狩野一枝 看護師 宮城県立がんセンター病院

押野敏子 看護師 山形県立中央病院 看護部

石川麻湖 看護師 岩手医科大学医学部附属病院

境峰子 看護師 弘前大学医学部附属病院 看護部

塗谷智子 看護師 青森県立中央病院 看護部

工藤佐智子 看護師 能代厚生医療センター

岩村千春 看護師 八戸市立市民病院

小野有加 看護師 秋田大学医学部附属病院

久保光輝 看護師 岩手県立胆沢病院

中島みどり 看護師 岩手県赤十字血液センター

渡邉美奈 看護師 福島県赤十字血液センター

東北各県合同輸血療法委員会関係者会（仮称）準備委員会

委員 大戸斉 医師 福島県立医科大学

中川國利 医師 東北ブロック血液センター

渡邉眞史 医師 山形県赤十字血液センター

玉井佳子 医師 弘前大学医学部附属病院

藤島直仁 医師 秋田大学医学部附属病院

鈴木啓二朗 医師 岩手医科大学医学部附属病院

藤原実名美 医師 東北大学病院

池田和彦 医師 福島県立医科大学附属病院

峯岸正好 医師 東北支部 副支部長

北澤淳一 医師 東北支部 支部長



平成30年度 東北支部決算



東北支部 新・評議員

•氏家 二郎 先生 福島県赤十字血液センター

•道下 吉広 先生 秋田厚生医療センター

•吉田 こずえ 先生 岩手県立胆沢病院

•坂本 忍 先生 青森労災病院

•佐藤 郁恵 先生 秋田大学医学部附属病院



例会長推薦

• 第118回 東北支部例会 2021年春

• 岩手県で開催予定 推薦者を選考中

• 第119回 東北支部例会（医師会連合会） 2021年秋

• 福島県で開催予定



優秀演題賞選考委員会

•年1名→例会で1名（年2名）



メールアドレス登録のお願い
• 日本輸血・細胞治療学会のホームページ
http://yuketsu.jstmct.or.jp/

• 右上の「会員専用サイト」のバナーをクリック

• 暗号化通信でログインか、非暗号化通信でログイ
ンのいずれかをクリック（私は暗号化通信を利用
していますが、どちらかは境さんの操作環境次第
です）

• 会員番号とパスワードを入力してログイン

• 左上の「会員情報確認・変更」のバナーをクリッ
ク

• 左側のメニューから「会員情報の変更」をクリッ
ク

• 下の方にメールアドレスを入力するところがある
ので、「cc.」を消してください。

• その下に、「役務・会務で使用するE-mailアドレ
ス」「会員全体のメーリングリストで使用する
Emailアドレス」と言う記載があるので、いずれか
のアドレスで「受ける」にチェックしてください。印刷物よりも先に、情報をお届けできます。

例）看護師推進部会の案内は7月上旬に配信、印刷物は8月中旬発送。



メーリングリスト登録のお願い

＜東北支部からのお知らせ＞
・支部例会の案内、抄録、その他輸血に関連する情報の
提供を行うため、東北支部会員メーリングリストへの登
録をお願いしています。
・登録は、下記の二通りの方法があります。
①学会本部の会員情報からメールアドレスを設定
②東北支部のみ限定のアドレス登録希望の場合は支部事
務局にご連絡ください。

本日、例会受付に名刺大のチラシを置いています。


