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１．日程・場所 

第 25 回 福岡県合同輸血療法委員会 次第 

日 時：2022（令和 4）年 2 月 26 日（土）13：30 ～ 16：00 
開催方法：オンライン開催（福岡県赤十字血液センターより Microsoft Teams にて配信） 

（敬称略） 

13:30～13:35 

1. 開会挨拶 
 
  福岡県合同輸血療法委員会代表世話人 

（福岡大学病院 輸血部 部長）     熊川みどり 

13:35～14:45 

〔第 1 部〕 
 
2. 活動報告 
 
「COVID-19 感染拡大状況下での福岡県における血液製剤供給体制および輸血 

医療の検証」 
 

座 長  福岡県赤十字血液センター  所長  松﨑浩史 
 
 

① コロナ禍における献血者確保 
      福岡県赤十字血液センター  事業推進部 献血推進課  櫓木健治 
 

② 福岡県における血液製剤供給の現状 
      福岡県赤十字血液センター 事業推進部 学術情報・供給課 古川尚実 
 

③ 医療機関における輸血の現状 
      聖マリア病院  輸血科診療部長  大﨑浩一 
 

④ 医療機関での献血協力事例と COVID-19 受入施設の血液使用状況 
      福岡和白病院  HNVC センター長 兼 心臓血管外科部  中島淳博 

14：45～15:55 

〔第 2 部〕 
 
3. 講 演 
 

座 長  福岡大学病院  輸血部  熊川みどり 
 

演 者  福岡大学医学部 救命救急医学講座 教授  石倉宏恭 
 

「福岡大学病院 ECMO センターにおける重症 COVID-19 患者の治療経験」 

15:55～16:00 

4. 閉会挨拶 

  福岡県保健医療介護部薬務課  薬務課長  市村清隆 
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２．参加医療機関等 

あけぼの苑 おおりん病院 くさかべ病院 

くらて病院 さくらのクリニック さくら病院 

みやま腎泌尿器科クリニック むたほとめきクリニック ヨコクラ病院 

栄光病院 遠賀いそべ病院 貝塚病院 

久留米大学医療センター 久留米大学病院 宮城病院 

京都病院 九州がんセンター 九州医療センター 

九州大学病院 九州中央病院 健和会大手町病院 

原土井病院 古賀病院 21 古原医院 

古森病院 戸畑共立病院 戸畑総合病院 

公立八女総合病院 行橋中央病院 高山病院 

高木病院 国立福岡病院 今野病院 

佐田病院 済生会大牟田病院 済生会八幡総合病院 

済生会飯塚嘉穂病院 済生会福岡総合病院 桜十字福岡病院 

三恵外科医院 産業医科大学若松病院 産業医科大学病院 

糸島医師会病院 児嶋病院 社会保険仲原病院 

社会保険田川病院 宗像医師会病院 宗像水光会総合病院 

小倉きふね病院 小倉医療センター 小倉記念病院 

小波瀬病院 新王子病院 新古賀リハビリテーション病院みらい 

新古賀病院 新小倉病院 新小文字病院 

水戸病院 正和中央病院 聖マリア病院 

西福岡病院 石田病院 千早病院 

千鳥橋病院 川崎病院 早良病院 

村上華林堂病院 大法山病院 大牟田市立病院 

筑後市立病院 筑紫クリニック 筑紫南ケ丘病院 

朝倉医師会病院 長田病院 天神クリニック 

田主丸中央病院 嶋田病院 那珂川病院 

南大牟田病院 白十字病院 浜の町病院 

富田病院 福岡リハビリテーション病院 福岡記念病院 

福岡市民病院 福岡市立こども病院 福岡歯科大学医科歯科総合病院 

福岡新水巻病院 福岡整形外科病院 福岡青洲会病院 

福岡赤十字病院 福岡大学西新病院 福岡大学筑紫病院 

福岡大学病院 福岡中央病院 福岡東医療センター 

福岡徳洲会病院 福西会病院 福田病院 

北九州安部山公園病院 北九州古賀病院 北九州市立医療センター 

北九州宗像中央病院 北九州総合病院 北九州中央病院 

門司メディカルセンター 柳川病院 柳病院 
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福岡県合同輸血療法委員会世話人会                                  （敬称略） 

福岡大学病院 輸血部 熊川 みどり 

九州大学病院 遺伝子・細胞療法部 國﨑 祐哉 

九州大学病院 遺伝子・細胞療法部 平安山 知子 

久留米大学病院 血液・腫瘍内科 長藤 宏司 

雪の聖母会聖マリア病院 輸血科 大﨑 浩一 

雪の聖母会聖マリア病院 輸血科・中央臨床検査センター 鷹野 壽代 

産業医科大学病院 臨床検査・輸血部 竹内 正明 

産業医科大学病院 臨床検査・輸血部 山口 絢子 

国立病院機構九州医療センター 臨床研究センター 岩﨑 浩己 

公益社団法人福岡県医師会 常任理事 寺澤 正壽 

一般社団法人福岡県歯科医師会 副会長 大山 茂 

公益社団法人福岡県看護協会 専務理事 石橋 薫 

一般社団法人福岡県病院薬剤師会 理事 槇林 智子 

一般社団法人福岡県臨床衛生検査技師会 輸血・細胞治療部門長 天本 貴広 

公益社団法人福岡県病院協会 理事 松浦 弘 

一般社団法人福岡県私設病院協会 理事 木村 寛 

福岡県保健医療介護部 薬務課長 市村 清隆 

福岡県赤十字血液センター 所長 松﨑 浩史 

 

 

福岡県                                                      （敬称略） 

保健医療介護部薬務課 課長 市村 清隆 

      〃 課長補佐 大山 博史 

      〃 薬事係主事 辻田 直恭 

 

 

赤十字血液センター                                              （敬称略） 

福岡県赤十字血液センター 

所長 松﨑 浩史 

事務部長 柴田 浩孝 

事業推進部長 古賀 宗幸 

事業推進部 医務課長 岩﨑 潤子 

事業推進部 学術情報・供給課長 小田 秀隆 

事業推進部 学術情報・供給課 学術二係長 井上 浩二 

事業推進部 学術情報・供給課 学術係主事 古川 尚実 

 

 


