


 

 

はじめに 

 

 兵庫県は、平成 12年度から「兵庫県輸血療法委員会合同会議」を開催し、

また兵庫県赤十字血液センターは、昭和 63年度から「輸血懇話会」を開催

し、適正使用及び安全な輸血療法を推進してきました。これらを基礎とし、さ

らに県下医療機関の輸血療法委員が集まり、平成 25年 5月 14日に「兵庫県合

同輸血療法委員会」の発足に至りました。 

 今回「兵庫県合同輸血療法委員会」は、兵庫県及び兵庫県赤十字血液センタ

ーがこれまで行ってきた取り組みも踏まえ、血液製剤の使用量が多い大規模病

院だけでなく、「中小規模病院における輸血療法の標準化と血液製剤の適正使

用」を推進することを目指し、厚生労働省平成 28年度血液製剤使用適正化方

策調査研究事業に申請を行い、幸い平成 27年度に引き続き今年度も研究計画

の採択に至りました。 

 本報告書はこの一年間の「兵庫県合同輸血療法委員会」における活動とその

成果をまとめ、研究報告書としたものです。皆様にご一読いただき、ご活用し

ていただけるところがあれば幸甚に存じます。 

 

                       平成 29年 3月 31日 

                       兵庫県合同輸血療法委員会

藤盛 好啓 
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兵庫県合同輸血療法委員会設置要綱 

 

 

  （設 置） 

第１条 輸血療法に関する調査、検討等を行い、兵庫県における安全かつ適正な輸血療法の

推進に資するため、兵庫県合同輸血療法委員会（以下、「合同委員会」という。）を設立

する。 

 

（事 業） 

第２条 合同委員会は次の事業を行う。 

(1) 輸血療法に関する調査、研究 

(2) 輸血療法に関する研修及び講演会の開催 

(3) 輸血療法に関する情報交換 

(4) その他、輸血療法に必要な事項 

２ 合同委員会の事業年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（構 成） 

第３条 合同委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。 

 (1) 兵庫県内医療機関の輸血療法委員長、輸血責任医師及び輸血業務担当者等 

 (2) 兵庫県の血液行政担当者 

 (3) 兵庫県赤十字血液センター職員 

 (4) その他必要と認める者 

２ 委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する事業の終

結の時までとし、再任を妨げない。 

 

（正副委員長） 

第４条 合同委員会に、委員長、副委員長を置く。 

２ 委員長は委員の互選により定める。 

３ 委員長は合同委員会を代表し会務を総括する。 

４ 副委員長は委員長が指名する。 

５ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

   

  （会 議） 

第５条 合同委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 合同委員会の会議は、必要に応じ適宜開催する。 

３ 委員長は、委員のほか、意見等を聞くために必要があると認められる者を会議に出席 

  させることができる。 

 

（ワーキンググループ） 

第６条 委員長は別に定めるワーキンググループ設置要綱に基づき、合同委員会内にワーキ

ンググループを設置することができる。 
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 （事務局） 

第７条 合同委員会の運営に必要な事務を行うため事務局を置く。 

２ 事務局は、兵庫県赤十字血液センター内に置く。 

 

（情報公開） 

第８条 本要綱、第３条に規定される委員会の構成、及び第６条に規定されるワーキンググ

ループの設置に関する事項については一般に情報を公開する。 

 

 （その他） 

第９条 本要綱に定めるもののほか、合同委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定め

る。 

 

 

  附 則 

この要綱は、平成25年5月14日から施行する。 

 

附 則（平成26年9月29日一部改正） 

この要綱は、平成26年9月29日から施行する。 

 

附 則（平成27年2月13日一部改正） 

この要綱は、平成27年2月13日から施行する。 

 

附 則（平成29年2月11日一部改正） 

この要綱は、平成29年2月11から施行する。 
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兵庫県合同輸血療法委員会 委員名簿 

委   員 

区 分 氏 名 役  職  名 備考 

委員長 藤盛 好啓 兵庫医科大学病院 輸血・細胞治療センター教授 医療機関の輸血業務担当者 

副委員長 杉本 健 北播磨総合医療センター血液腫瘍内科部長 医療機関の輸血業務担当者 

委員 足立 光平 一般社団法人兵庫県医師会副会長 

医療機関の輸血業務担当者 

（一般社団法人兵庫県医師会

推薦医師） 

委員 上谷 良行 兵庫県立こども病院副院長 

医療機関の輸血業務担当者 

（一般社団法人兵庫県病院協

会推薦医師） 

委員 中町 祐司 公益社団法人兵庫県臨床検査技師会会長 

その他必要と認める者 

（血液製剤の検査、管理に関す

る学識経験者） 

委員 井本 しおん 神戸常盤大学保健科学部医療検査学科教授 
その他必要と認める者 

（血液学に関する学識経験者） 

委員 稲田 忠明 兵庫県健康福祉部健康局薬務課長 血液行政担当者 

委員 三木 均 兵庫県赤十字血液センター所長 赤十字血液センター職員 

委員 南 陽介 神戸大学医学部附属病院輸血部講師 医療機関の輸血業務担当者 

委員 米谷 昇 
神戸市立医療センター中央市民病院 

血液内科医長 
医療機関の輸血業務担当者 

委員 李 暁正 医療法人社団敬誠会合志病院麻酔科部長 医療機関の輸血業務担当者 

委員 神前 昌敏 医療法人財団樹徳会上ヶ原病院院長 医療機関の輸血業務担当者 

※委員長は委員の互選により定める。 
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平成 28年度 第１回兵庫県合同輸血療法委員会  

日 時：平成 28年 5月 27日（金）15：00～17：00 

  場 所：兵庫県赤十字血液センター 5階大会議室 

 

 

１ 開会の挨拶 15：00～15：05 

兵庫県合同輸血療法委員会 委員長  藤盛 好啓 

 

２ 議題（議事進行：藤盛委員長） 

平成 28 年度 兵庫県合同輸血療法委員会の活動方針 15：05～16：55(110

分) 

（１）平成 27 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の報告及び平成 28 年

度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の申請について（藤盛委員長：30

分） 

（２）平成 28年度兵庫県輸血医療従事者研修会の内容について（50分） 

ア 開催日時の決定 

イ プログラムの検討 

ウ 臨床検査技師ワーキンググループの今後の活動について 

エ 看護師ワーキンググループの今後の活動について 

（３）血液製剤使用実態調査について（10分） 

（４）委員および看護師ワーキンググル―プのメンバー変更について（５分）

（５）その他（10分） 

（６）次回の委員会開催日について（5分） 

         

３ 閉会の挨拶 16：55～17：00 

兵庫県合同輸血療法委員会 副委員長  杉本 健 

 

以上 
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平成２８年度 第１回兵庫県合同輸血療法委員会（議事要旨） 

 

１ 開催日時  

平成２８年５月２７日（金）15:00～17:00 

 

２ 開催場所 

兵庫県赤十字血液センター ５階大会議室 

  

３ 出席委員等 

藤盛委員長、杉本副委員長、中町委員、米谷委員、井本委員、三木委員、 

稲田委員 

 

４ 事務局等  

看護師ワーキンググループ、検査技師ワーキンググループ、 

兵庫県赤十字血液センター、近畿ブロック血液センター、 

兵庫県薬務課、 

 

５ 議題 

平成 28年度 兵庫県合同輸血療法委員会の活動方針 

（１）平成 27年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の報告及び 

平成 28年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の申請について 

（２）平成 28年度兵庫県輸血医療従事者研修会の内容について 

ア 開催日時の決定 

イ プログラムの検討 

ウ 臨床検査技師ワーキンググループの今後の活動について 

エ 看護師ワーキンググループの今後の活動について 

（３）血液製剤使用実態調査について 

（４）次回の委員会開催日について 

（５）その他 

 

６ 委員会資料 

委員会次第、資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



７ 内容 

（１）平成 27年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の報告及び 

平成 28年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の申請について 

【藤盛委員長より説明】 

   

【各委員の主な意見等】 

○ 研究事業へは、毎年応募し、採択された場合とされなかった場合に分け

て、事業計画を考えてはどうか。また、最終目標を、長期スパンで据えるべ

きである。 

 

○ 今後は、「①チェックシートを実際に医療機関で使用→②結果をフィード

バック→③チェックシート改善→①・・・」というように、①～③を回転さ

せる段階に入っている。 

 

○ 中小規模の病院１０病院程度にて、チェックシートを試用する。 

～試用病院候補～ 

・協力的な看護師や検査技師が在籍する病院（赤穂市民病院等） 

・学会認定看護師が在籍する病院（加古川中央市民病院等） 

・合志病院 

 

（２）平成 28年度兵庫県輸血医療従事者研修会の内容について 

ア 開催日時の決定 

１０月３０日（日）１３時開始 

 

イ プログラムの検討 

・「ｉＰＳ細胞による再生医療の現状と展望 

－ｉＰＳ細胞による赤血球製剤、血小板製剤－」 

日本赤十字社近畿ブロック血液センタ－部長  

木村 貴文（きむらたかふみ）氏 

・赤血球抗原検索システムを利用し輸血療法がスムーズに行われた一例 

医療法人明和病院 臨床検査科 楠原瑞貴（くすはらみずき）氏 

・臨床検査技師ワーキンググループの活動 

・看護師ワーキンググループの活動（チェックシートの試用結果を含む） 

 

（３）臨床検査技師ワーキンググループの今後の活動について 

【臨床検査技師 WG より説明】 

【各委員の主な意見等】 特になし 
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（４）看護師ワーキンググループの今後の活動について 

【看護師 WG より説明】 

○ 交通費を支給いただけないか。 

   → 国の研究事業に採択されれば支給は可能である。 

採択されなかった場合、赤十字にて支払うことは出来ないが、他府県の状

況を確認してみる。 

 

【各委員の主な意見等】 特になし 

 

（３）血液製剤使用実態調査について 

【県薬務課より説明】 

○ 平成２８年度調査は、県独自では実施せず、（一社）日本輸血・細胞治療学

会より本県分のデータを入手し、全国値と本県を比べる。 

→ 承認 

 

【各委員の主な意見等】 特になし 

 

（４）次回の委員会開催日について 

９月９日（金） 

 

（５）その他 

○ 上ヶ原病院の大江委員が退任され、新しく神前（こうさき）先生に就任い

ただく。 

 → 承認 

○ 国の研究事業の薬務課への提出期限は６月７日（火） 
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平成 28年度 第 2回兵庫県合同輸血療法委員会  

日 時：平成 28年 9月 9日（金）15：00～17：00 

        場 所：兵庫県赤十字血液センター 5階大会議室 

 

１ 開会の挨拶 15：00～15：05（5分） 

兵庫県合同輸血療法委員会 委員長  藤盛 好啓 

 

２ 議題（議事進行：藤盛委員長） 

（1） 平成 28年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業について 

1）企画書の評価結果および事業計画書の提出について 【藤盛委員長】 

2）血液製剤使用適正化方策調査研究事業費の使途について 

・ワーキンググループの活動に対する支出について 

 

（2）「輸血監査チェックシート」を用いた輸血監査の実施について【藤盛委

員長】 

 

 1）「輸血監査チェックシート」の試験的運用について                  

2）「輸血監査チェックシート」運用のための医療機関向け説明会の開 

催について 

      ・開催日時 

・場所  候補例：兵庫県赤十字血液センター5階大会議室（3/26 

 空き有り） 

            兵庫県医師会館 2F 

           神戸市勤労福祉会館 

                      県民会館 

           ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン       

ラッセホール ・・・等々            
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（3）平成 28年度兵庫県輸血医療従事者研修会関連 

1）兵庫県赤十字血液センターからの情報提供の内容について【赤十字】 

2）研修会アンケートの追加項目について        【赤十字】 

3）医療機関への案内について（報告）          【赤十字】 

4) 兵庫県合同輸血療法委員会の出席に係る交通費支払い手続きの変 

更について                    【赤十字】 

  

（4）兵庫県合同輸血療法委員会委員の任期について 

 

（5）ワーキンググループからの活動報告について   【ワーキングループ】 

   1）検査技師ワーキンググループ 

   2）看護師ワーキンググループ 

 

３ 報告・連絡事項 

（1） 平成 27年度兵庫県合同輸血療法委員会研究報告書の送付について 

【赤十字】 

（2）日本輸血・細胞治療学会からの合同輸血療法委員会へのアンケート調査

に係る回答について                  【赤十字】 

（3）洗浄血小板製剤の供給開始について            【赤十字】 

 

４ 第 3回兵庫県合同輸血療法委員会の開催日時について 

          月   日   時 

 

５ その他 

 

６ 閉会の挨拶 

兵庫県合同輸血療法委員会 副委員長  杉本 健 

以上 
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平成２８年度 第２回兵庫県合同輸血療法委員会（議事要旨） 

 

１ 開催日時  

平成２８年９月９日（金）15:00～17:00 

 

２ 開催場所 

兵庫県赤十字血液センター ５階大会議室 

  

３ 出席委員等 

藤盛委員長、杉本副委員長、上谷委員、中町委員、井本委員、米谷委

員、 

神前委員、足立委員、稲田委員 

 

４ 事務局等  

看護師ワーキンググループ、検査技師ワーキンググループ、 

兵庫県赤十字血液センター、近畿ブロック血液センター、 

兵庫県薬務課 

 

５ 議題 

（１）平成２８年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業について 

ア 企画書の評価結果および事業計画書の提出について 

イ 血液製剤使用適正化方策調査研究事業費の使途について 

（２）「輸血監査チェックシート」を用いた輸血監査の実施について 

ア 「輸血監査チェックシート」の試験的運用について  

イ 「輸血監査チェックシート」運用のための医療機関向け説明会の開催

について 

（３）平成２８年度兵庫県輸血医療従事者研修会関連 

ア 兵庫県赤十字血液センターからの情報提供の内容について 

イ 研修会アンケートの追加項目について 

ウ 医療機関への案内について（報告） 

エ 兵庫県合同輸血療法委員会の出席に係る交通費支払い手続きの変更に

ついて 

（４）兵庫県合同輸血療法委員会の任期について 

（５）ワーキンググループからの活動報告について 

ア 検査技師ワーキンググループ 

イ 看護師ワーキンググループ 
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６ 委員会資料 

委員会次第、資料 

 

７ 内容 

（１）平成２８年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業について 

ア 企画書の評価結果および事業計画書の提出について 

イ 血液製剤使用適正化方策調査研究事業費の使途について 

【藤盛委員長より説明】 

【各委員の主な意見等】 特になし 

 

（２）「輸血監査チェックシート」を用いた輸血監査の実施について 

ア 「輸血監査チェックシート」の試験的運用について 

【各委員の主な意見等】 

   ○ 看護師にチェックシートを使ってもらい、中小規模の病院に輸血担

当看護師が生まれる、という流れが望ましい。 

○ チェックシートの項目によっては、医師しか回答できない。看護師、

臨床検査技師、医師の混成グループで使用すべきである。 

○ チェックシートは、試験的運用の結果を踏まえて改善を加えた上、完

成させる。 

イ 「輸血監査チェックシート」運用のための医療機関向け説明会の開催

について 

【各委員の主な意見等】 

○ 今年度は、医師が興味を持つ内容の研修会としており、看護師を対

象とした説明会を開催するには時期尚早。 

 

（３）平成２８年度兵庫県輸血医療従事者研修会関連 

ア 兵庫県赤十字血液センターからの情報提供の内容について 

イ 研修会アンケートの追加項目について 

ウ 医療機関への案内について（報告） 

エ 兵庫県合同輸血療法委員会の出席に係る交通費支払い手続きの変更に

ついて 

【血液センターより説明】 

【各委員の主な意見等】 特になし 

 

（４）兵庫県合同輸血療法委員会の任期について 

【血液センターより説明】 

○ 設置要綱に、任期についての記載「任期は２年。ただし再任を妨げな
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い。」を加える。 

【各委員の主な意見等】 特になし→承認 

 

（５）ワーキンググループからの活動報告について 

ア 検査技師ワーキンググループ 

イ 看護師ワーキンググループ 

【各ワーキンググループより説明】 

【各委員の主な意見等】 特になし 
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平成 28年度 第 3回兵庫県合同輸血療法委員会  

 

日 時：平成 29年 2月 10日（金）15：00～17：00 

         場 所：兵庫県赤十字血液センター 5階大会議室 

 

１ 開会の挨拶  

兵庫県合同輸血療法委員会 委員長  藤盛 好啓 

 

２ 議題（議事進行：藤盛委員長） 

 （１）兵庫県合同輸血療法委員会設置要綱の改正について  

 

（２）活動報告 

    

・平成 28年度兵庫県輸血医療従事者研修会について  

・兵庫輸血ミーティングについて  

・検査技師ワーキンググループ活動について  

・看護師ワーキンググループ活動について  

・アンケート集計結果について 

     

（３）平成 28年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の報告について  

 

（４）血液製剤使用適正化方策調査研究事業費の使途について（中間報告） 

 

・平成 28年度の使用明細と残金について 

・平成 27年度研究事業費の日赤立て替え分の振込について 

 

（５）「輸血監査チェックシート」の活用について【藤盛委員長】 

・回収した調査票の解析について 

 回収枚数 72枚 （2月 8日現在） 

 

（６）看護師ワーキンググループの班員（増員）について  

 

（７）平成 29年度 兵庫県輸血医療従事者研修会の開催について  

 

 （８）平成 29年度 第 1回兵庫県合同輸血療法委員会の開催日時について 

            

月   日   時 

３ その他  

 

４ 閉会の挨拶  

兵庫県合同輸血療法委員会 副委員長  杉本 健            以上 
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平成２８年度 第３回兵庫県合同輸血療法委員会（議事要旨） 

 

１ 開催日時  

平成２９年２月１０日（金）15:00～17:00 

 

２ 開催場所 

兵庫県赤十字血液センター ５階大会議室 

  

３ 出席委員 

藤盛委員長、杉本副委員長、上谷委員、中町委員、井本委員、米谷委員、 

神前委員、稲田委員 

 

４ 事務局等  

看護師ワーキンググループ、検査技師ワーキンググループ、 

兵庫県赤十字血液センター、近畿ブロック血液センター、 

兵庫県薬務課 

 

５ 議題 

（１）兵庫県合同輸血療法委員会設置要綱の改正について 

（２）活動報告 

ア 平成２８年度兵庫県輸血医療従事者研修会について  

イ 兵庫輸血ミーティングについて  

ウ 検査技師ワーキンググループ活動について  

エ 看護師ワーキンググループ活動について  

オ アンケート集計結果について 

（３）平成２８年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の報告について  

（４）血液製剤使用適正化方策調査研究事業費の使途について（中間報告） 

（５）「輸血監査チェックシート」の活用について 

（６）看護師ワーキンググループの班員（増員）について 

（７）平成２９年度 兵庫県輸血医療従事者研修会の開催について 

 

６ 委員会資料 

委員会次第、資料 
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７ 内容 

（１）兵庫県合同輸血療法委員会設置要綱の改正について 

【事務局より説明】 

事業年度（４月１日～３月３１日）、委員任期（原則２年）及び情報公開に関

する項目を追加した案を作成した。 

→ 了承。２月１日付けで改正及び施行する。 

【各委員の主な意見等】  

○ 新規で委員として就任してもらいたい人がいる場合は、現委員より推薦す

ることとする。 

 

（２）活動報告 

ア 平成２８年度兵庫県輸血医療従事者研修会について  

イ 兵庫輸血ミーティングについて  

ウ 検査技師ワーキンググループ活動について  

エ 看護師ワーキンググループ活動について  

オ アンケート集計結果について 

【各委員及び班長より説明】 

【各委員の主な意見等】 特になし 

 

（３）平成２８年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の報告について  

【藤盛委員長より説明】 

【各委員の主な意見等】 特になし 

 

（４）血液製剤使用適正化方策調査研究事業費の使途について（中間報告） 

【事務局より説明】 

【各委員の主な意見等】 特になし 

 

（５）「輸血監査チェックシート」の活用について 

【藤盛委員長より説明】 

【各委員の主な意見等】 

○ 回答を督促する文書を送付する。 

○ 診療所の中には、血液を大量に使用しているところもあることから、平成

２９年度は、チェックシートの使用を診療所や在宅輸血にも広げてはどうか。 

○ 血液使用量が多い診療所の医師に、委員として加わってもらってはどうか。 

 

（６）看護師ワーキンググループの班員（増員）について 

【松本班長より説明】 

→ 了承。 
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（７）平成２９年度 兵庫県輸血医療従事者研修会の開催について 

【事務局より説明】 

→ 開催日は１１月５日（日）に決定 

【各委員の主な意見等】 

○ 医師の参加を増やすため、輸血委員長へアンケートを送付し、講演内容の

希望を聞いてはどうか。 

○ 研修会を前半と後半に分け、前半は医師を対象、後半は医療従事者を対象

としてはどうか。 
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 兵庫県合同輸血療法委員会 看護師ワーキンググループ 

平成 28 年度活動報告（2017 年 2 月 10 日）  

 

１．看護師ワーキンググループ会議を３回開催 

・7 月 30 日（土）12 時～13 時  

・10 月 30 日（日）11 時～12 時半 

・1 月 14 日（土）14 時 15 分～15 時 15 分 

 

２．認定臨床輸血看護師交流会を開催 

・7 月 30 日（土）13 時～14 時 明和病院会議室 9 名参加 

 

３．県内の認定臨床輸血看護師に「輸血監査チェックシート」を用いた監査への協力をお

願いする。（6 月 23 日に依頼文を郵送、24 施設中、8 施設から回答有り） 

 

４．研修会での輸血看護師による講演 

・7 月 30 日（土）第 3 回輸血検査研修会  

班員工藤小百合（加古川中央市民病院） 

「効果的な輸血教育に向けての取り組み」 

  ・10 月 30 日（日）平成 28 年度兵庫県輸血医療従事者研修会 

           班長松本真弓（神鋼記念病院） 

           「看護師ワーキンググループの活動報告」 

  ・1 月 14 日（土）兵庫輸血ミーティング 

           班長松本真弓（神鋼記念病院） 

           「日本輸血・細胞治療学会認定臨床輸血看護師制度の紹介」 

 

５．学会での輸血看護師による講演 

・10 月 8 日（土）日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム 

        班長松本真弓（神鋼記念病院） 

       「合同輸血療法委員会における看護師ワーキンググループの参画」 

 

６．輸血看護師による出張研修会 

・11 月 10 日（木）神戸中央病院 「看護師の立場から見た輸血医療の安全対策」 

・12 月 10 日（月）兵庫県立こども病院「看護師の立場から見た輸血医療の安全対

策」     

以上                      

看護師ワーキンググループ 班長 松本真弓 
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平成 28年度 第 1回 兵庫県合同輸血療法員会 看護師ワーキンググループ会議 

 

日時：平成 28年 7月 30日（土）13：00～13：50 

場所：明和病院 南館 5階会議室 

出席者：岸下陽子、工藤小百合、橘清香、長谷川清美、平安奈津子、松本真弓、八代敦子、

山本真由美（8名 五十音順 敬省略） 

 

議題 

4.認定看護師交流会について 

・松本班長より、兵庫県臨床輸血看護師交流会の資料に基づいて、兵庫県合同輸血療法委

員会、看護師ワーキンググループの活動内容、今年度の活動予定内容について説明。 

・出席者より、施設名、所属診療科、看護師歴、資格取得のきっかけ、臨床輸血看護師と

しての活動内容について自己紹介を行った。また、資格取得によるメリット、デメリット、

活動上の悩みについて情報共有を行った。その結果、困っている内容は、それぞれ異なる

ものの認定看護師としての活動の方向性について困っているという意見が聞かれたため、

今後は看護師ワーキンググループで利用している無料オンラインサービスを活用し、情報

共有を行っていくこととなった。 

 

文責 山本 
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平成 28年度 第 2回 兵庫県合同輸血療法委員会 看護師WG会議録 

司会：松本班長 書記：工藤 

日時：平成 28年 10月 30日（土）11：00～12：30 

場所：日本赤十字社兵庫県支部近辺 

出席者：松本真弓、山本真由美、谷川悦子、工藤小百合（順不同） 

岸下陽子（輸血リンクナース） 

 

議題 

1.平成 28年度の活動報告 

・第 3回輸血検査研修会（7月 30日）で講演 

（工藤小百合：効果的な輸血教育に向けての取り組み） 

・日本輸血細胞治療学会秋季シンポジウム（10月 8日）で発表 

（松本真弓：合同輸血委員会における看護師ワーキンググループの役割） 

・輸血監査チェックシートの協力 

 現在兵庫県内に 28名の輸血看護師おり、うち 4名退職。各施設へ協力依頼を行い 8施設

から協力を得た。 

・近畿支部総会（11月 26日）で発表予定であったが、発表するにあたり厚労省の承認が必

要であり、期限に間に合わず辞退となった。 

 

2.平成 28年度兵庫県輸血医療従事者研修会の講演内容について 

発表時間 30分、資料あり。講演前にチェックを行う。 

 

3.看護師研修会の企画について 

2017年 1月 14日（土）場所：ポートピアホテル 

           時間：午後 1時～5時 

           企画者：中央市民病院 医師米谷昇 

           演者：近畿ブロック血液センター河村課長 

              大阪医科大学病院 河野武弘先生（承諾未） 

              骨髄バンク 大谷貴子さん（承諾未） 

              看護師WG 

現在計画中であり、兵庫県内の病院に郵送し参加者を募る予定である。 

看護師 WG の発表内容（輸血を安全にしないといけない、認定制度があるなどの紹介、啓

発がメインとなる内容にしてはどうか…） 

 

4.次年度の看護師WGメンバー増員案について 

現在のメンバーは継続。新任：岸下陽子（市立伊丹病院） 
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参加できる方は入っていただく。研修会などでアピールを行う。 

5.次年度の企画について 

今年度の流れで継続していく。 

 

6.第 65回日本輸血細胞治療学会千葉総会 シンポジウム講演 工藤発表予定 

チーム医療をテーマに医師・検査技師・薬剤師・看護師が講演 

 今まであった看護師ブラッシュアップセミナーから教育セミナーに変更になるかも…。 

 

7.WG活動費について 

今回より看護師WGの交通費が 2000円支給されるようになった。 

 

                                以上、文責工藤 
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平成28年度 第3回 兵庫県合同輸血療法委員会 看護師ワーキンググループ会議 

                         司会：松本  書記：谷川 

 

日時：平成29年1月14日（土）14:15～15:15 

場所：神戸市立医療センター中央市民病院  

出席者：看護師WG：松本真弓 山本真由美 長谷川清美 谷川悦子（欠席：工藤小百

合） 

    輸血看護師：岸下陽子さん、平安奈美子さん（市立伊丹病院から参加） 

議題 

１．兵庫輸血ミーティング講演内容の確認 

  テーマ：日本輸血・細胞学会認定 臨床輸血看護師制度の紹介 

  スライドの確認を行う 

２・出張研修会の活動報告（11月10日 神戸中央病院） 

  「輸血看護師から見た輸血医療の安全対策について」60分の講演 

研修後のアンケート結果では、研修を受けて良かったとの意見が85％、普通15％

で好 

評だった。今後出張研修を行うにあたりワーキンググループで共有できるスライ

ドが 

あればよいのではと意見あり 

３．次年度の活動計画 

  年２回活動を行う予定（本年度は臨時で１回開催あり） 

  ８月：技師合同研修  11月：兵庫県医療従事者研修会 

４．ワーキンググループ増員について 

  次年度３名追加を合同輸血療法委員会に提案する。 

５．その他 

  次年度にやってみたいこと、技師合同研修で何を行うか 

  ・技師が知りたいこと、技師に看護師の輸血手技、患者観察などの情報を伝える 

  ・ラウンドを技師とどのように行ったのか 
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  ・実習病院での認定施設としての受け入れ態勢の紹介 

  ・現場で行っている実践を伝える 

  ・症例報告を行う 

  以上の意見より 

   インシデント、ラウンド、副作用を踏まえ、 

   輸血の現状、輸血の実状を検討していく。   

                              2016年1月16日 

                              文責 谷川悦子 
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平成２８年度 血液製剤使用適正化方策調査研究事業 研究計画書 

 

                         平成２８年９月６日  

  医薬・生活衛生局長 殿                                                

               

                         委員会名  兵庫県合同輸血療法委員会       

住  所  〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1-1  

所属機関   兵庫医科大学病院           
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 平成２８年度血液製剤使用適正化方策調査研究を実施したいので次のとおり研究

計画書を提出する。 

 

１．研究課題名： 

兵庫県内の中小規模病院における輸血療法の標準化と血液製剤適正使用の推進 

 

２．経理事務担当者の氏名及び連絡先（所属機関、TEL・FAX・E-mail）： 

  氏  名  藤盛 好啓       所属機関  兵庫医科大学病院   

  TEL        0798-45-6349       FAX         0798-45-6947      

  E-mail   fuji-y@hyo-med.ac.jp  

 

３．合同輸血療法委員会組織 

①研究者名 ②分担する研究項目 ③所属機関及び 

現 在 の 専 門        

（研究実施場所） 

④所属機関 

における 

職名 

藤盛 好啓 

（ 研 究 代 表

者） 

研究の総括 兵庫医科大学病院・

輸血・細胞治療セン

ター（同大学） 

教授 

杉本 健 中規模病院における輸血用血液製

剤の適正使用の推進及び適切な輸

血管理体制の構築 

北播磨総合医療セン

ター・輸血学（同病

院） 

部長 

足立 光平 一般病院における輸血用血液製剤

の適正使用の推進及び適切な輸血

管理体制の構築 

一般社団法人兵庫県

医師会・内科、小児

科、公衆衛生学 

副会長 

上谷 良行 小児科医療における輸血用血液製

剤の適正使用の推進及び適切な輸

血管理体制の構築 

兵庫県立こども病

院・救急集中治療科

（同病院） 

副院長 

中町 祐司 適切な輸血管理体制の構築及び規

模別の輸血検査技術及びシステム

構築の向上 

公益社団法人兵庫県

臨床検査技師会・臨

床検査学（同会） 

会長 
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井本 しおん 輸血用血液製剤の適正使用の推進

及び適切な輸血管理体制の構築 

神戸常盤大学・医療

検査学（同大学） 

教授 

稲田 忠明 輸血用血液製剤の適正使用の推進

及び適切な輸血管理体制の構築 

兵庫県健康福祉部健

康局薬務課・薬学、

公衆衛生学（同） 

課長 

三木 均 輸血用血液製剤の適正使用の推進

及び適切な輸血管理体制の構築 

兵庫県赤十字血液セ

ンター・血液学、公

衆衛生学（同） 

所長 

南 陽介 大規模病院における輸血用血液製

剤の適正使用の推進及び適切な輸

血管理体制の構築 

神戸大学医学部附属

病院・輸血部（同大

学） 

講師 

米谷 昇 大規模病院における輸血用血液製

剤の適正使用の推進及び適切な輸

血管理体制の構築 

神戸市立医療センタ

ー中央市民病院・血

液内科（同病院） 

医長 

李 暁正 小規模病院における輸血用血液製

剤の適正使用の推進及び適切な輸

血管理体制の構築 

医療法人社団敬誠会

合志病院・麻酔科（同

病院） 

部長 

神前 昌敏 小規模病院における輸血用血液製

剤の適正使用の推進及び適切な輸

血管理体制の構築 

医療法人財団樹徳会

上ヶ原病院・血液学

（同病院） 

院長 

坊池 義浩 臨床検査技師ワーキンググループ

班長 

神戸学院大学・生命

栄養学 

講師 

松本 真弓 看護師ワーキンググループ班長 医療法人社団神鋼記

念病院 

看護部 

 

４．研究の概要 

兵庫県は 550 万人の人口を有し、瀬戸内海から日本海へ、大都市から過疎地にわた

り、256の一般病床保有病院を有する。200 床未満の小規模病院(198 病院)が最も多く、

次に 500 床未満の中規模病院(51 病院)が続くが、500床以上の大規模病院は 7 病院と

全体数の 3％にも満たない。輸血の占める割合は大規模病院に大きくまた輸血への取

り組みも積極的であるが、97％を占める中小規模病院での輸血適正化が非常に重要と

考えられる。兵庫県合同輸血療法委員会では、昨年度本研究事業に採択され「兵庫県

における中小規模病院の輸血療法実施体制の確立と血液製剤の適正使用の推進」とし

て取り組み、輸血の安全適正化に向けた研修会を実施するとともに、「輸血監査チェ

ックシート」(後ページに添付)を完成させた。 

本年度は、この成果をベースに発展させ、新たな研究として下記の計画を立案する。 

1) 中小規模病院での輸血療法の標準化と適正使用の推進 

兵庫県下医療機関で行われる輸血医療について、これまで製剤の適正使用と輸血の

安全性の推進を図る取り組みを進めてきた。本県は上述のように中小規模の医療機関

が多く、実情に沿った視点から H27 年度に 35項目の「輸血監査チェックシート」を 

作成した(添付)。作成に当たっては、看護師 WG メンバーの所属する施設において同 

シートの試験運用を行い、問題点を踏まえて改良した。さらには兵庫県臨床検査技師 
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会主催の輸血研修会を H28 年 3 月 12 日に開催し、参加 24 施設に「輸血監査チェック

シート」を用いて自施設の評価を行ってもらい、運用面での問題点を確認することが

できた。H28 年度は、兵庫県下の各医療機関においてこの「輸血監査チェックシート」

を用いた監査を広く実施していき、兵庫県下中小規模の医療機関での輸血療法の標準

化と血液製剤適正使用を推進して行く。また、本年度監査実施に伴い現行の「輸血監

査チェックシート」に改訂すべき点が明らかになった場合には協議して対応し、改善

を進める。 

兵庫県合同輸血療法委員会での検討内容を踏まえて、監査の基本は各医療機関の輸

血部門が行うことを基本とするが、各医療機関から要請のあった場合には合同輸血療

法委員会 WG のメンバーも監査委員として参加する。各医療機関への監査は 2 段階で

広めることを予定している 

 第 1 段階としては兵庫県合同輸血療法委員会委員の所属する医療機関（8 施設）、

及び県下の（一社）日本輸血・細胞治療学会の学会認定・臨床輸血看護師の所属

する医療機関（約 10 施設）等を対象として監査チェックシートを送る。時期は

H28 年 6 月とする。上記の医療機関での監査を各施設主体で施行の上、結果を 9

月末までに収集する。 

 上記の限定した各医療機関での監査結果を、H28 年 10 月 30 日に行われる兵庫県

輸血医療従事者研修会にて公表する。 

 第 2 段階として、兵庫県輸血医療従事者研修会に参加している各施設（約 60 施

設）に監査チェックシートを配布し、各医療機関主体での院内監査を依頼する。

この監査の時期は H28 年 11 月～2 月とし、結果収集を 2 月末までとする。3 月に

解析を行い、結果をまとめる予定である。 

 ポイント 

① 第 1 段階の監査において学会認定・臨床輸血看護師の所属する医療機関での

監査がうまく行われるかどうかが挙げられるが、本合同輸血療法委員会及び

本会看護師 WG のサポートのもと学会認定・臨床輸血看護師が主体となった監

査を期待したいと考えている。これにより県内での学会認定・臨床輸血看護

師の役割がさらに確立すると予想している。 

② 第 2 段階の監査では中小規模病院を広く対象とするものであり、形だけの監

査に終わらないよう各医療機関と合同輸血療法委員会が連携をとりつつ進め

たい。監査がうまく行われない場合は本委員会メンバーが参加しての監査の

形がとれるようにしたい。 

③ 第 1 段階の監査と比較して第 2 段階の監査では各施設に輸血医療に詳しいス

タッフが存在しない施設も含まれている。そのため監査項目を十分満たさな

い施設も散見されると予想している。これらの医療機関での輸血の問題点を

吸い上げることが、これから先の輸血医療の危険性を低下させることに繋が

ると考えている。各医療機関への監査については、監査結果は監査以外の目

的には使用されないこと、各医療機関が不利益を生じないように配慮した体

制で監査が遂行することが必要条件であると合同輸血療法委員会で決定して

おり、留意すべき点と思われる。 

④ （一社）日本輸血・細胞治療学会 I&A の受審を予定している施設にはその前

段階として本委員会の監査を利用するという位置づけで進めていく予定であ

り、I&A の受審施設数の向上に寄与する方向で取り組みたいと考えている。 
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2) 兵庫県輸血医療従事者研修会の実施  

兵庫県内医療機関における適切な輸血療法実施体制の確立と血液製剤の適正使

用等を推進するため、兵庫県合同輸血療法委員会、兵庫県赤十字血液センター及び

兵庫県が連携して、輸血医療を行う医療機関及び医療従事者等を対象とした研修会

を開催し、輸血に関わる医療従事者の適正使用の普及啓発に資する活動を進めてい

る。 

【研修会】H28 年 10 月 30 日実施予定。研修会の内容は、懸案事項であった本研

修会への医師参加率を増加させるため、最新の話題から「iPS 細胞から赤血球、血

小板作製等の輸血医療に対する応用」を選び、特別講演として講師を招き学習する

予定である。また、「赤血球抗原情報検索システム」ついての講演を依頼し、シス

テム導入により円滑かつ敏速に輸血対応が可能となった点、適切な血液量の発注が

可能となった点など講演いただく予定である。その他の内容では、上記 1)案の院内

監査について、また臨床検査技師/看護師の WG 活動報告、血液製剤使用量等調査の

報告を予定している。 

加えて兵庫県管内医療機関の輸血療法委員長に向けて、兵庫県合同輸血療法委員

会、兵庫県赤十字血液センター及び兵庫県の連名で研修会案内を発出し、出席率の

向上を図る。 

3) 兵庫県合同輸血療法委員会の開催 

兵庫県内医療機関医師、看護師、臨床検査技師、兵庫県、兵庫県赤十字血液セン

ター（12 名）をメンバーとする兵庫県合同輸血療法委員会を年 3回開催する。これ

において、兵庫県内医療機関における適切な輸血療法実施体制の確立と血液製剤の

使用適正化に向けた協議、及び、課題把握について、認識を共有するとともに、対

応方針を決定し、また、本研究事業の遂行にも資する。 

4) 検査技師および看護師ワーキンググループ(WG)の活動 

臨床検査技師 WG（8 名）, 看護師 WG（5 名）は上記 1)案を遂行することを目的と

して活動を行う。また両 WG が企画する合同研修会を本年度も予定する。合同研修

会の内容は昨年度に引き続き、血液型、交差試験などの基本的手技の再確認、輸血

手技についての講義、輸血セットやバッグなどを使用しての実技講習、及び輸血ポ

ンプなど医療機器の取り扱い等を予定している。特に中小病院は輸血専任の臨床検

査技師を配置していないことがあり、本研修で、安全な輸血の基礎を確立すること

は一つな大きな目標である。更に、看護師 WG では、輸血実施の注意点、確認事項

など実践的な研修を行い、安全で適正な輸血医療実施に資する。臨床検査技師 WG

では、中小規模医療機関向けに、効率的な血液準備量と廃棄率削減を図るため、輸

血用血液製剤を準備する方法として、T&S（タイプアンドスクリーン）と MSBOS（最

大手術血液準備量）、SBOE（手術血液準備量計算法）について講演する予定である。 

5) 血液使用に関する兵庫県内調査 

過去において兵庫県は、血液使用調査を毎年独自に実施してきた。一方、（一社）

日本輸血・細胞治療学会は、より広範な調査を毎年全国的行っており、申請により、

兵庫県内のデータを提供して頂けることが判明した。この調査結果から、兵庫県内

の血液使用に関するデータをいただき検討することにする。特に、中小規模病院の

輸血医療における問題点を探り対応を検討する。 
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輸血監査チェックシート                                                         兵庫県合同輸血療法委員会

実施日：　　年　　月　   日  □５０床以下　　□５１～１００床　　□１０１～１５０床　　□１５１～２００床　　□２０１～５００床　　□５０１床以上 備考欄

輸血管理体
制と輸血部門

1 専門の輸血部または輸血関連業務を一括して行う輸血部門を設置し
ている

□　はい □　いいえ □　その他

2 輸血医療に責任を持つ医師を任命している □　はい □　いいえ □　その他

3 輸血業務全般（検査と製剤管理）について十分な知識と経験豊富な
検査技師を配置している

□　はい □　いいえ □　その他

4 輸血療法委員会（または同様の機能を有する委員会）を設置し、年6
回以上開催している

□　はい □　いいえ □　その他

血液製剤管
理

5 輸血用血液の在庫・保管管理は輸血部門にて24時間体制で一元管
理している

□　はい □　いいえ □　その他

6 輸血用血液専用保冷庫は自記温度記録計付、警報装置付きで、定
期点検を行っている

□　はい □　いいえ □　その他

輸血検査
7 ABO血液型はオモテ検査、ウラ検査を行って決定し、文書化されたマ

ニュアルを整備している
□　はい □　いいえ □　その他

8 Rh(D）抗原検査は、管理された試薬を用いて決定し、文書化されたマ
ニュアルを整備している

□　はい □　いいえ □　その他

9 交差適合試験は、緊急時対応も含めて文書化されたマニュアルを整
備し、実施している

□　はい □　いいえ □　その他

10 ABO血液型検査、Rh(D）血液型検査は異なる時点で採血した検体を
用いて2回実施し決定している

□　はい □　いいえ □　その他

11 不規則抗体検査は、文書化されたマニュアルを整備し、実施している □　はい □　いいえ □　その他

12 輸血検査業務は検査技師等による24時間体制を実施している □　はい □　いいえ □　その他

輸血計画
13 輸血用血液を使用する場合は、患者にあらかじめ説明し、書面による

同意を得ている
□　はい □　いいえ □　その他

14 血漿分画製剤などの特定生物由来製品を使用する場合は、文書を用
いて説明し、同意を得ている

□　はい □　いいえ □　その他

15 輸血前はできる限り指針に基づいた感染症検査を実施している □　はい □　いいえ □　その他

16 輸血前の適応を評価し必要性を診療録に記録している □　はい □　いいえ □　その他

17 輸血前１週間以内の患者血漿または血清を２ml程度ー２０℃以下で
２年以内を目安に保管している

□　はい □　いいえ □　その他

輸血確認
18 輸血情報（患者氏名、血液型、製剤名、単位数、製剤番号、有効期

限）等２人以上で照合し確認の記録をしている
□　はい □　いいえ □　その他

19 外観に色調変化や凝集塊等がないことを確認している □　はい □　いいえ □　その他

20 血液製剤の準備は１回に１患者としている □　はい □　いいえ □　その他

21 血液製剤搬出の際は、出庫者、受領者双方で、血液型と血液製剤番
号を照合確認し、記録している

□　はい □　いいえ □　その他

輸血実施 22 血液製剤を払い出した後、速やかに輸血が行われている □　はい □　いいえ □　その他

23 輸血は単独ルートを使用している □　はい □　いいえ □　その他

24 ベットサイドで患者・製剤と交差試験結果とを、適合票や電子機器に
よって照合確認し、記録している

□　はい □　いいえ □　その他

25 輸血前患者観察：体温、脈拍、血圧、SｐO2の確認と記録をしている □　はい □　いいえ □　その他

26 輸血速度は、開始後1５分までは１ml/分で投与し、その後５ml/分に
している※滴下指示の無い場合

□　はい □　いいえ □　その他

27 輸血開始後の５分間はベッドサイドで患者の状態を観察し記録をして
いる

□　はい □　いいえ □　その他

28 輸血開始１５分後に患者状態を観察し記録をしている □　はい □　いいえ □　その他

29 輸血終了患者観察：体温、脈拍、血圧、SｐO2の確認と記録をしてい

る
□　はい □　いいえ □　その他

30 輸血終了後、患者氏名、血液型、血液製造番号を確認し、輸血経過
と副作用の有無等を診療録に記載している

□　はい □　いいえ □　その他

31 輸血の効果を評価し、診療録に記録している □　はい □　いいえ □　その他

輸血副作用 32 輸血終了後も適宜観察し、輸血副作用の早期発見に努めている □　はい □　いいえ □　その他

33 輸血副作用の報告体制を文書化し、副作用発生状況を記録している □　はい □　いいえ □　その他

34 輸血による副作用の診断、治療のための手順やシステムを文書化し
ている

□　はい □　いいえ □　その他

35 輸血後２～４ヶ月後の感染症検査、HBV-DNA定量、HCVコア抗原、
HIV抗体検査等を実施している

□　はい □　いいえ □　その他
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５．代表者又は応募する地域で血液製剤適正使用に関連して取り組んできた状況 

＜兵庫県内の輸血療法に関わる会の歩んできた道のり＞ 

これまで兵庫県下で輸血療法に関わる会が進められてきた歴史は以下の通りである。 

 

2) 昭和 63 年から兵庫県赤十字血液センターが主催となり「輸血懇話会」の定期開

催が開始された。輸血学の有識者の講演等が行われ、血液製剤の適正使用及び安

全な輸血療法につき議論されてきた。また意見交換や情報交換に努めてきた。 

 

3) 平成 12 年より兵庫県が主催となり県内医療機関の輸血療法委員会委員長を対象

に「兵庫県輸血療法委員会合同会議」が開催されてきた。平成 14～15 年度には、

厚生労働省から「血液製剤使用適正化事業」を受託し、輸血療法等に関する講演

会等を行い、血液製剤の適正使用が推進された。平成 17 年度には、厚生労働省

の「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」が改定されたこ

とに合わせ、本県での血液製剤の適正使用等の一層の推進方策等を検討するた

め、「兵庫県血液製剤適正使用検討会」を設置し、血液製剤の使用に係る課題や

その解決に向けての方策等を協議し検討が行われた。また、兵庫県の適正使用推

進の指標とするため、各医療機関における血液製剤別の使用量・廃棄量等につい

ての調査を行い、使用量等削減の推進を図るという方針を決定し、調査の具体的

内容を検討した上で、「血液製剤使用量等調査」が同年から開始された。この調

査結果を医療機関に報告する場として、「輸血療法委員会合同研修会」が平成 18

年度より毎年開催されてきた。 

 

4) 平成 25 年 5 月に上記の 2 つの会を基盤として、「兵庫県合同輸血療法委員会」

の必要性を訴えた医療機関の医師に加え、県医師会及び県病院協会の推薦を受け

た医師、並びに県臨床検査技師会の推薦を受けた臨床検査技師が集まり、当該委

員会を設置し、現在まで活発に活動を続けている。 

 

＜兵庫県合同輸血療法委員会のこれまでの取り組み＞ 

本委員会は発足後 3年程度であるが、これまでの活動内容について特に H27 年度の内

容を中心に記す。 

 

1) 兵庫県合同輸血療法委員会の開催:  

兵庫県、兵庫県赤十字血液センター、医療機関医師、看護師、臨床検査技師をメ

ンバーとする本会を年 1～3 回開催している。 

 

2) 安全な輸血医療を推進する取り組み： 

（一社）日本輸血・細胞治療学会が行っている I&A の考え方を踏襲した輸血医療

を浸透させることが、県下の輸血医療の安全性向上に寄与すると考えた。そして中

小規模の医療機関の実情に沿った監査を行うべく、兵庫県独自の「監査チェックシ

ート」を作成した。H27 年度は看護師ワーキンググループ(WG)メンバーの所属する

施設において、本チェックシートが適切かどうか試験運用を行った。中小規模の医

療機関における安全な輸血医療の構築と、学会 I&A 取得に向けての一助となるよう

進めていく。 
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 3) ワーキンググループ(WG)の活動： 

① 看護師 WG: 上記の様に「監査チェックシート」運用についての適切性を検討し

た。当初のチェックシートの改正版が作成された。 

② 臨床検査技師 WG: 本委員会と県臨床検査技師会が共同主催にて、中小規模の医

療機関に所属する臨床検査技師に対して、実技講習会を開催し輸血検査の基礎

を教育した。この内容を含む H26～H27 年度の臨床検査技師 WG 活動は、班長（坊

池義浩）名で臨床検査 Vol65.No3 に報告した。 

③ 両 WG が企画する合同研修会を開催し、輸血手技についての講義、輸血セットや

バッグなどを使用しての実技講習を行った。 

 

4) 兵庫県輸血医療従事者研修会の実施： 

県内医療機関における適切な輸血療法実施体制の確立と血液製剤の適正使用等

を推進するため、兵庫県合同輸血療法委員会、兵庫県赤十字血液センター及び兵庫

県が連携して、輸血医療を行う医療機関及び医療従事者等を対象とした研修会を開

催し、輸血に関わる医療従事者の技術向上及び適正使用の普及啓発に資する活動を

進めている。年 1 回開催で、H27 年度は 11 月 21 日に開催された。内容は講演「当

院における学会認定・臨床輸血看護師の活動について」（講師は、加古川西市民病

院・東市民病院 看護部長 中森えり先生）及び特別講演「新 I&A 制度について～

変更点のポイント～」（講師は日本輸血・細胞治療学会 I&A 制度審議会長 田中朝

志先生）、臨床検査技師/看護師の WG 活動報告であった。 

 

5) 上記 1)～4)の内容を含めた H27 年度活動は「平成２７年度血液製剤使用適正化方

策調査研究事業実績報告書」として報告した。 
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別紙４ 

委託事業実績報告書 

 

 

項目 

 

事業内容 

 

実施方法 

平成２８年度 

血液製剤使用適正化

方策調査研究事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小規模病院の輸血療法の標

準化と血液製剤の適正使用の

推進のために兵庫県合同輸血

療法委員会で作成した「輸血

監査チェックシート」を用い

て各病院において監査を実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 兵庫県合同輸血療法委員会を

平成２８年度に３回開催し、適

切な輸血療法実施体制の確立

と血液製剤の使用適正化に向

けた協議を行った。 

2. 合同輸血療法委員会にて作成

した「輸血監査チェックシー

ト」を用いて監査を実施した。 

 輸血監査チェックシート送

付医療機関は 280 施設で、チェ

ックシートの回収は 194 施設

であった（回収率 69.3％）。

うち、有効回答 188施設での監

査状況の解析を行った。 

3. 看護師ワーキンググループは、

平成２８年度に会議を３回開

催し、安全で適正な輸血医療実

施に資するための認定臨床輸

血看護師研修会の企画協議等

を行った。また、認定臨床輸血

看護師交流会を平成 28 年 7 月

30日に開催し、9名の参加を得

て、情報共有を行った。 

平成 28 年 7月 30日に下記 4

の第 3 回輸血検査研修会にお

いて、臨床検査技師ワーキング

グループと連携して、「効果的

な輸血教育に向けての取り組

み」の講演を行った。 

平成 28 年 10 月 30 日に下記

5の兵庫県輸血医療従事者研修

会において「看護師ワーキング

グループの活動報告」を行っ

た。 

平成 29 年 1月 14日に下記 6

の兵庫輸血ミーティングにお

いて「日本輸血・細胞治療学会

認定臨床輸血看護師制度の紹

介」の講演を行った。 

学会での認定臨床輸血看護
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師による講演として平成 28 年

10 月 8 日に日本輸血・細胞治

療学会秋季シンポジウムにお

いて「合同輸血療法委員会にお

ける看護師ワーキンググルー

プの参画」を講演した。また、

認定臨床輸血看護師による出

張研修会として平成 28年 11月

10日、平成 28 年 12 月 10日に

「看護師の立場から見た輸血

医療の安全対策」を講演した。 

4. 臨床検査技師ワーキンググル

ープは、例年行われている兵庫

県臨床検査技師会「輸血検査研

修会」のうち第３回輸血検査研

修会（平成 28年 7月 30日開催）

は、兵庫県合同輸血療法委員会

との共同主催で看護師ワーキ

ンググループと連携して、「適

正輸血にむけて～T&S と MSBOS

～」、「効果的な輸血教育に向

けての取り組み」の講演を行っ

た。また、輸血バッグ及び輸血

セットを使用して輸血手技の

実技講習を実施した。 

第４回輸血検査研修会（平成

28 年 10 月 16 日開催）は、第

３回と同様に兵庫県合同輸血

療法委員会との共同主催で主

に中小規模の医療機関を対象

とした輸血検査の実技講習会

を開催した。 

下記 5 の兵庫県輸血医療従

事者研修会（平成 28 年 10 月

30 日開催）において「臨床検

査技師ワーキンググループの

活動報告」を行った。 

5. 兵庫県輸血医療従事者研修会

を平成 28 年 10 月 30 日に以下

の内容で開催した。(1)兵庫県
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赤十字血液センターからの情

報提供、(2)血液製剤の使用実

態について、(3)【報告】臨床

検査技師/看護師のワーキング

グループの活動について、(4)

講演「赤血球抗原検索システム

を利用し輸血療法がスムーズ

に行われた一例」、(5)特別講

演「ｉＰＳ細胞による再生医療

の現状と展望 －ｉＰＳ細胞

による赤血球製剤、血小板製剤

－」。参加者は、医師 10 名、

臨床検査技師 79名、薬剤師 15

名、看護師 11 名、その他 1 名

の合計 116名であった。 

6. 平成２８年度兵庫輸血ミーテ

ィングを平成 29年 1月 14日に

以下の内容で開催した。(1)講

演「献血から輸血まで、ドナー

からの贈り物」、(2)講演「輸

血監査チェックシート紹介」、

(3)講演「日本輸血・細胞治療

学会認定 臨床輸血看護師制

度の紹介」、(4)特別講演「骨

髄バンクと輸血、元白血病患者

からのメッセージ」。参加者は、

医師 10名、臨床検査技師 18名、

薬剤師 7 名、看護師 21 名、そ

の他 3名の合計 59名であった。 

7. 学会認定・臨床輸血看護師制度

における施設研修に兵庫県合

同輸血療法委員会委員を平成

29年 2月 16日に講師として派

遣した。「同種移植・細胞治療

について」の講義を行い、研修

対象者は学会認定・臨床輸血看

護師制度病院研修受託研修看

護師 3 名であった。 
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 事  務  連  絡 

平成 28 年 8 月 22 日 

検査技師長 様 

公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会 

   会 長    中 町 祐 司 

兵 庫 県 合 同 輸 血 療 法 委 員 会 

委員長    藤 盛 好 啓  

 

平成 28 年度第 4 回輸血検査研修会（実技講習会）のご案内 
 

 平素は、技師会研究班活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 このたび、平成 28 年度第 4 回輸血検査研修会（実技講習会）を下記のとおり開催いたします。 

今回の実技講習会は、兵庫県臨床検査技師会と兵庫県合同輸血療法委員会の主催で、 

主に小中規模の医療機関輸血担当者を対象とした初中級者向けの実技講習会を企画しました。 

内容は、ABO 血液型、Rh 血液型、不規則抗体検査を予定しております。 

つきましては、貴施設の輸血担当技師のご参加についてご配慮いただきますようお願い申し上げ 

ます。 

 

記 

 

日 時 ： 平成 28 年 10 月 16 日（日）10 時 ～ 17 時 30 分(予定) 

場 所 ： 兵庫医科大学 3 号館 2 階 南側実習室 

内 容 ： 血液型検査、不規則抗体スクリーニング検査、他 

参 加 費 ： 会員 4,000 円   非会員 6,000 円 

定 員 ： 50 名   ※申込順を優先いたしますが、申込多数の場合は施設ごと等、人数調整させて 

いただく場合がございます。ご了承ください。 

申 込 方 法 ： 下記申込方法にて、10月3日（月）までにお申し込みください。 

後日、申込者へご連絡させていただきます。お申し込みにもかかわらず返信の無 

い場合は、誠に恐縮ですが下記問い合わせ先までご連絡ください。 

【申込方法】   

  ≪E-mailでお申し込み下さい≫ 

件名を「第4回輸血検査研修会（実技講習会）申込」とし、①施設名 ②部署名 ③氏名 

④会員番号 ⑤所属技師会 ⑥連絡先電話番号 ⑦E-mailアドレス ⑧認定輸血検査技師試

験の受験予定の有無をご入力のうえ、下記アドレスにご送信ください。 

お申し込み受理に対する返信の都合上、1名ずつのお申し込みでお願いいたします。 

E-mail申込先 ： hyoringiyuketsu@gmail.com 

   

主   催 ： 公益社団法人兵庫県臨床検査技師会、兵庫県合同輸血療法委員会 

＊お問い合わせ先 

メール：hyoringiyuketsu@gmail.com（件名を「輸血検査研修会問い合わせ」としてください） 

電 話：078-974-1551〔学術部 移植検査部門・輸血研究班長 坊池 義浩（神戸学院大学）〕 
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事 務 連 絡 

平成 28 年 8 月 

実技講習会 参加者各位 

公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会 

輸血研究班長 坊池 義浩 

 

平成 28 年度第 4 回輸血検査研修会（実技講習会）について 

 

拝啓 早涼の候、皆様には公私共にお忙しい日々をお過ごしのことと存じあげます。 

このたびは、平成 28 年度第 4 回輸血検査研修会（実技講習会）にお申し込みいただきありがとうご

ざいました。実技講習会について下記のとおりお知らせいたします。             敬具 

 

記 

 

日    時： 平成 28 年 10 月 16 日（日）10 時 00 分～17 時 30 分(予定) ＊受付は 9 時 30 分～ 

場    所： 兵庫医科大学 3 号館 2 階 南側実習室（地図参照） 

内    容： 血液型検査、不規則抗体スクリーニング検査、他 

今回の内容は初級者向けとして企画しておりますが、ABO 血液型の表裏不一致・RhD

陰性・直接抗グロブリン試験陽性・不規則抗体陽性等の検体を体験できるよう検体確

保に努めております。 

持  ち  物：  白衣、筆記用具、タイマー、マジック（必要であれば参考書：輸血・移植検査技術教

本、新輸血検査の実際、等）。スリッパ等の履き替え（持参）は必要ございません。 

※集合は 10 時 00 分までに兵庫医科大学 3 号館 2 階の実習室にお越しください。 

参  加  費：  会員 4,000 円   非会員 6,000 円 

振  込  先： 銀  行  名； ゆうちょ銀行  

口 座 名 称； 兵庫県輸血検査研修会（ヒョウゴケンユケツケンサケンシュウカイ） 

店    名； 〇九九（ゼロキユウキユウ）店 

店    番； ０９９ 

預 金 種 目； 当座 

口座記号番号； ００９７０－１－２８８３２４ 

口 座 番 号； ０２８８３２４ 

＊振込手数料は各自でご負担願います。振込用紙の場合、通信欄には受付番号の記入

もお願いいたします。振込用紙の受領証をもって領収書とさせていただきます（別途

必要な場合はメールでご連絡ください）。期限までにお振り込みされない場合はキャ

ンセルとみなします。なお、お申し込み後の受講料の返却はいたしませんが、代理の

方に参加していただいても結構です。その際は、必ず事前にメールにてご連絡くださ

い。 

振 込 期 限： 10 月 12 日（水）厳守 

お問い合わせ：メール hyoringiyuketsu@gmail.com（件名を「輸血検査研修会問い合わせ」としてくだ

さい）でお願いいたします。 

＊実技講習会への参加証明については、「移植部門・輸血検査研修会参加証明書」をご持参下さい。お持

ちでない方は、会場にてお渡しいたします。会員証は忘れずにご持参願います。 
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≪兵庫医科大学へのご案内≫ 

 

☆ 阪神電鉄・武庫川駅下車（急行も可）、西出口より徒歩 3 分 

☆ 車の方は駐車場も利用できます。詳しくは兵庫医科大学病院の HP をご覧ください。 

☆ HP：http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/guide/access.html  

☆当日実習室での食事はできませんので病院内施設、または周辺飲食店で昼食をとっていただきますよ

うお願いします。 
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平成 28 年 10 月 16 日 

 

平成 28 年度輸血検査研修会（第 4 回）実技講習会 

 

 

【はじめに】 

 

試料には、人の血液を使用しているため、感染症伝播等のリスクを完全には排除出

来ないので、取扱いにご注意下さい。 

 例）試験管は、目の高さより低い位置で操作する 

 

 赤血球試料は濃度未調整です。１回洗浄後、赤血球浮遊液を作成して下さい。 

試料の C-2 は約 10%に調整しています。 

 

【実技内容】 

 

検体１： ABO 血液型と RhD 血液型検査（試料 C-1、S-1） 

スライド法及び試験管法を実施して下さい 

 

検体２：ABO 血液型と RhD 血液型検査（試料 C-2、S-2） 

スライド法及び試験管法を実施して下さい 

時間があれば、カラム凝集法を実施して下さい 

 

検体３：不規則抗体スクリーニング検査（試料 S-3） 

生理食塩液法及び PEG を用いた間接抗グロブリン試験を実施して下さい 

 

検体４：不規則抗体スクリーニング検査（試料 S-4） 

生理食塩液法及び PEG を用いた間接抗グロブリン試験を実施して下さい 
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検体 1    

 

ABO 血液型検査、RhD 血液型検査を実施してください。 

 

《ＡＢＯ血液型検査》 

オモテ検査(試験管法) ウラ検査(試験管法) ABO 

総合判定 抗Ａ血清 抗Ｂ血清 判定 Ａ1血球 Ｂ血球 判定 

       

  

オモテ検査(スライド法) 

抗Ａ血清 抗Ｂ血清 判定 

   

 

《ＲｈＤ血液型検査》 

直後 間接抗グロブリ試験 
総合判定 

抗Ｄ血清 Rh ｺﾝﾄﾛｰﾙ 判定 抗Ｄ血清 Rh ｺﾝﾄﾛｰﾙ 判定 

       

 

 

［検討内容］ 

追加検査として、生理食塩液法による不規則抗体スクリーニング検査を実施して下

さい。 

 

Rh-hr D C E c e K k Fya Fyb Jka Jkb Xga Lea Leb S s M N P1 Lu
a Lub

Special
Antigen

1 R1R1 + + 0 0 + 0 + + 0 + 0 + 0 + + 0 + 0 +s 0 +

2 R2R2 + 0 + + 0 0 + 0 + + 0 + + 0 0 + + + + 0 +

3 rr 0 0 0 + + + + + 0 0 + + 0 + 0 + 0 + 0 0 +

Di(a+) R2R2 + 0 + + 0 0 + + 0 + + 0 0 + + + + 0 0 0 + Di(a+)
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検体 ２    

 

ABO 血液型検査、RhD 血液型検査を実施してください。 

 

《ＡＢＯ血液型検査》 

オモテ検査(試験管法) ウラ検査(試験管法) ABO 

総合判定 抗Ａ血清 抗Ｂ血清 判定 Ａ1血球 Ｂ血球 判定 

       

  

オモテ検査(スライド法) 

抗Ａ血清 抗Ｂ血清 判定 

   

 

《ＲｈＤ血液型検査》 

直後 間接抗グロブリン試験 
総合判定 

抗Ｄ血清 Rh ｺﾝﾄﾛｰﾙ 判定 抗Ｄ血清 Rh ｺﾝﾄﾛｰﾙ 判定 

       

 

カラム凝集法 
《ＡＢＯ血液型検査》 

オモテ検査(カラム凝集法) ウラ検査(カラム凝集法) ABO 

総合判定 抗Ａ血清 抗Ｂ血清 判定 Ａ1血球 Ｂ血球 判定 

       

  

《ＲｈＤ血液型検査》 

直後(カラム凝集法) 

抗Ｄ血清 Rh ｺﾝﾄﾛｰﾙ 判定 

   

 

［検討内容］ 

スライド法、試験管法、カラム凝集法の利点・欠点について 
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検体 1    

 

ABO 血液型検査、RhD 血液型検査を実施してください。 

 

《ＡＢＯ血液型検査》 

オモテ検査(試験管法) ウラ検査(試験管法) ABO 

総合判定 抗Ａ血清 抗Ｂ血清 判定 Ａ1血球 Ｂ血球 判定 

４＋ ４＋ AB 型 ２＋ ２＋ Ｏ型 判定保留 

  

オモテ検査(スライド法) 

抗Ａ血清 抗Ｂ血清 判定 

+ + AB 型 

 

《ＲｈＤ血液型検査》 

直後 間接抗グロブリン試験 
総合判定 

抗Ｄ血清 Rh ｺﾝﾄﾛｰﾙ 判定 抗Ｄ血清 Rh ｺﾝﾄﾛｰﾙ 判定 

４＋ ０ 陽性 検査不要 検査不要 検査不要 陽性 

 

検体 ２    

 

ABO 血液型検査、RhD 血液型検査を実施してください。 

 

《ＡＢＯ血液型検査》 

オモテ検査(試験管法) ウラ検査(試験管法) ABO 

総合判定 抗Ａ血清 抗Ｂ血清 判定 Ａ1血球 Ｂ血球 判定 

０ ｍｆ 判定保留 ４＋ ０ B 型 判定保留 

  

オモテ検査(スライド法) 

抗Ａ血清 抗Ｂ血清 判定 

－ ｍｆ 判定保留 

 

《ＲｈＤ血液型検査》 

直後 間接抗グロブリン試験 
総合判定 

抗Ｄ血清 Rh ｺﾝﾄﾛｰﾙ 判定 抗Ｄ血清 Rh ｺﾝﾄﾛｰﾙ 判定 

４＋ ０ 陽性 検査不要 検査不要 検査不要 陽性 
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平成２８年度兵庫県輸血医療従事者研修会 

日 時 平成２８年１０月３０日（日）午後１時～４時 

場 所 日本赤十字社兵庫県支部 ７Ｆ大会議室 

主 催 兵庫県合同輸血療法委員会 

兵庫県 

兵庫県赤十字血液センター 

共 催 一般社団法人日本輸血・細胞治療学会近畿支部 

後 援 一般社団法人兵庫県医師会 

一般社団法人兵庫県病院協会 

一般社団法人兵庫県民間病院協会 

一般社団法人兵庫県病院薬剤師会 

公益社団法人兵庫県臨床検査技師会 

公益社団法人兵庫県看護協会 

【13：00～14：50】 

１ 開会のあいさつ（13：00-13：05） 

兵庫県合同輸血療法委員会委員長 藤盛 好啓 先生   

兵庫県健康福祉部健康局薬務課  稲田 忠明 課長 

２ 兵庫県赤十字血液センターからの情報提供（13：05-13：20） 

兵庫県赤十字血液センター供給課 

３ 血液製剤の使用実態について（13：20-13：35） 

兵庫県健康福祉部健康局薬務課 

４ 臨床検査技師/看護師ワーキンググループの活動について【報告】（13：35-14：35） 

神戸大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 認定輸血検査技師 早川 郁代 先生 

社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 学会認定・臨床輸血看護師 松本 真弓 先生 

５ 講演「赤血球抗原検索システムを利用し輸血療法がスムーズに行われた一例」 

（14：35-14：50） 

医療法人明和病院 臨床検査科 楠原 瑞貴 先生 

《休 憩》（14：50-15：00） 

【15：00～16：00】 

６ 特別講演「ｉＰＳ細胞による再生医療の現状と展望 

－ｉＰＳ細胞による赤血球製剤、血小板製剤－」（15：00-15：45） 

日本赤十字社近畿ブロック血液センター部長 木村 貴文 先生 

７ 質疑応答（15：45-15：55 ） 

 

８ 閉会のあいさつ（15：55-16：00）     兵庫県赤十字血液センター 三木 均 所長 
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hyg-araki
テキストボックス
本日はお忙しい中、研修会にご参加いただきましてありがとうございます。兵庫県赤十字血液センター供給課の長澤と申します。

hyg-araki
テキストボックス
兵庫県赤十字血液センターからこちらの３つの情報提供をさせていただきます。

hyg-araki
テキストボックス
１つ目は洗浄血小板についての説明をさせていただきます。平成28年9月13日より洗浄血小板の販売が開始されました。

hyg-araki
テキストボックス
洗浄血小板を使用するにあたり、その適応について学術課より説明をいたします。

hyg-araki
テキストボックス
洗浄血小板の承認に伴い、血液製剤の使用指針も一部改正されました。その内容については次のとおりです。

hyg-araki
テキストボックス
先ほどの指針が6月14日に発出されましたが、その通知文には指針の内容を踏まえて洗浄血小板の使用については「その使用については改正内容を踏まえ、必要と考えられる場合に限ること」と明記されています。
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hyg-araki
テキストボックス
薬価については現行の一般の血小板製剤と同価格となっております。一般の血小板製剤と異なる部分はその有効期間です。製造後48時間となっています。ただし、元の血小板は採血後4日の有効期限でありますから、その期限は越えてはなりません。したがって、採血してからの日数によっては、48時間より短い有効期間となってしまいます。

hyg-araki
テキストボックス
洗浄血小板の販売開始に伴い、発注票が追加されました。通常の血小板の発注票とは別の用紙で洗浄血小板単独の用紙になっています。照射洗浄血小板ーLRの表示と単位数は１０単位のみですので、最初から１０単位が表示されています。通常の血小板発注の際に間違ってこちらの用紙を使用されないようにお願いいたします。

hyg-araki
テキストボックス
赤字が追記された項目です。照射洗浄血小板は予約製剤となっています。発注は供給日前日の12：00迄でお届けは翌日の２便で16：30頃までの供給となっております。但し、原料となる血小板の在庫状況によっては納品日時をご相談させていただく場合があります。

hyg-araki
テキストボックス
それでは供給課から洗浄血小板の発注について説明をいたします。

hyg-araki
テキストボックス
次に発注要領の変更点について説明させていただきます。発注要領に洗浄血小板の項目が追記されました。

hyg-araki
テキストボックス
次に発注上の注意事項についてお話しします。
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hyg-araki
テキストボックス
照射洗浄血小板が追記されました。注意事項は先ほど学術課から説明がありました使用の際の適応が明記されていますので、発注の際にはよくご確認をお願いいたします。

hyg-araki
テキストボックス

hyg-araki
テキストボックス
こちらは抗原陰性血の受注件数を昨年度と今年度で比較した表になります。2015年度に比べ2016年はこのように減少しております（赤字の部分）。昨年度比では60％～70％となっております。

hyg-araki
テキストボックス
次に２番目の標題、抗原陰性血の状況についてお話をさせていただきます。

hyg-araki
テキストボックス
11種類の抗原について、昨年度までは候補血で対応させていただいていましたが今年度より抗原陰性血として出庫が可能となりました。

hyg-araki
テキストボックス
こちらはグラフに表わしたものになります。青色が2015年度でピンクが2016年です。このように抗原陰性血の発注が減った要因としましては、昨年の１２月から開始しました赤血球抗原情報検索システムのご活用が挙げられると思います。

hyg-araki
テキストボックス
赤血球抗原情報検索システムです。
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hyg-araki
テキストボックス
昨年も説明しましたが、システムの概要を簡単に説明いたします。登録済の医療機関様がインターネット経由で、すでに納品済の赤血球製剤の抗原情報を日本赤十字社のデータベースから抽出し、その検索結果を表示できるものとなっています。

hyg-araki
テキストボックス
このシステム導入により、品質情報課でのみ行っていた納品後の赤血球の抗原情報が検索できるようになり、問い合わせ件数がこのように激減しました。又、院内在庫の赤血球がある場合、その中から検索できるため、抗原陰性血の発注が入った場合でも在庫分で対応でき、発注数自体が先ほどのグラフで表したように減ったものと思われます。

hyg-araki
テキストボックス
抗原陰性血の発注に関して、定期便発注の締め切り時間が設けられました。問い合わせ件数が減り発注が減少したおかげでスムーズに出庫できるようになり、定期便の締め切り時間がAM定期便は9：30迄に発注いただいたものは10：00発の便、ＰＭ定期便は13：30迄に発注いただいたものを14：00発の便で供給できることになりました。この赤血球抗原情報検索システムをまだ導入されていない医療機関様で登録を希望される場合は供給課までお問い合わせください。

hyg-araki
テキストボックス
3つめは定期便活用のお願いです。

hyg-araki
テキストボックス
当センターの供給体制は２４時間、３６５日医療機関へ血液製剤を供給しております。

hyg-araki
テキストボックス
兵庫県下には４つの供給施設があります。兵庫センターのほかに淡路供給出張所、姫路事業所、豊岡出張所の４か所です。
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hyg-araki
テキストボックス
その供給エリアとしましてはこちらの地図になります。各施設ごとの供給エリアを配送しています。

hyg-araki
テキストボックス
こちらは各施設の供給搬送車の稼働台数です。兵庫は13台、姫路は5台、豊岡2台、淡路1台です。非常に広範囲にわたる地域を限られた台数で回っております。特に夜間は、２台や１台のみとなっておりますのでご迷惑をおかけすることもあると思います。

hyg-araki
テキストボックス
そのため、スムーズに供給できるよう搬送コースを設定して定期便で供給しております。1便は9：45までに発注いただいたものを12：30頃まで。2便は13：30までに発注いただいたものを16：30頃までに納品いたします。発注要領に定期便発注の締め切り時間と納品時間を表示していますのでご確認をお願いいたします

hyg-araki
テキストボックス
定期便締切時間を過ぎてからの発注や緊急・時間指定の発注が重なりますと、定期便配送の遅延・新たな緊急要請への対応が困難になります。円滑かつ的確な血液供給を実現するために各医療機関様の協力体制が不可欠です。今後ともよろしくお願いいたします。
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１　研修会参加者：１１６名

５　研修内容について（参考になった点・意見）

（医師） 1 有意義でした。

2 司会が質問を受けるタイミングに、工夫が必要と思う。

(薬剤師） 3
薬剤師として、難しい内容であった。業務の参考にはあまりならないと思った。
ｉＰＳ細胞の話は興味が持てた。

（看護師） 4
血液製剤使用実態調査を受けて、今後どのようにするか、改善も浮き彫りに
なったと思いました。（特に３００床未満のところは、人手も知識もあると思いま
す。）

5
院内での看護師への輸血教育についての指導について、もっと詳しく知り得た
かった。

6 監査シートの内容は、大切なことなので、参考になりました。

（検査技師） 7 臨床検査技師ＷＧの活動の内容が理解できて良かった。

8
輸血監査チェックシートが業務に活かせると思う。どこが出来ていないか、気付
きの一助になると思う。

9 ＷＧの活動について、大変参考になりました。

10 輸血監査チェックシートを活用してみたい。

11 看護師への院内研修会の実施内容など

12 看護師の活動を知る機会が無かったため、今回の話が参考になりました。

13
輸血業務は、専任の方が良いことは分かっているが、中小病院においては、当
院もそうですが、検査部門の技師が兼任である割合が高く、知識の向上や実習
など、外部研修を利用しながら進めて行きたいと思った。

14 講演の抗原検索システムの話は、具体的でとても参考になりました。

医師, 2

薬剤師, 6

看護師, 8

臨床検査

技師, 60

その他, 1

平成28年度兵庫県輸血医療従事者研修会 アンケート結果

３ 研修開催日について ４ 研修時間について

２ アンケート回答者 ： ７７名

医師, 10

薬剤師, 

15

看護師, 

11
臨床検査

技師, 79

その他, 1

平日, 6

土曜日

午後, 55

日曜,休

日, 20

適当, 63

長い, 11
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15
ＷＧの活動がよく分かりました。今後も中小病院の輸血医療を対象とした研修
会をお願いしたいです。（最低限必要なことの指導等）

16 ＷＧ、Ｉ＆Ａについて

17
看護師ＷＧの取組みの話が、よく参考になりました。チェックシートも、これを機
に使用してみたいです。

18
チェックシートの活用法。
再生医療の講演は、最先端のことが聞けて良かった。

19 輸血副作用発生時の製剤抗原把握の有用性

20
ｉＰＳ細胞の再生医療の現状について、現在の状況と今後の展望を、分かり易く
説明していただいて良かった。

21 兵庫県の状況と全国との比較が良かった。（よく分かった）

22 抗原検索システムの有効利用

23 赤血球抗原システムについて、当院での導入を考えてみたい。

24 ｉＰＳ細胞による血液製剤への応用の現状が分かった。

25 チェックシートの利用法

６　今後受けてみたい研修内容

（医師） 26
Ｎｓの特定行為
輸血Ｎｓの今後

（看護師） 27 現場の輸血療法Ｑ＆Ａ等

（検査技師） 28 輸血副作用発生時の自発報告の流れ等

29 輸血副作用について

30 輸血副作用の症例と対応

31
看護師との共通講義で、検査以外の項目（輸血実施の際の手順等）も深く知っ
てみたいと思った。（看護師ＷＧのチェックシート監査の結果を拝聴して）

32 非溶血副作用発生時の対応法（アレルギー、呼吸困難等）

33 Ｔ＆Ｓについて。副作用時の対応について。

34 造血幹細胞移植関連内容

35 輸血医療の現状

36 Ｅ型肝炎について（現状と今後の対策）

37 輸血副作用について

38
不規則抗体への対応。
輸血後３ヶ月の感染症実施について。
同意書の期限。
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７　血液供給業務について

（検査技師） 39
供給体制を初めて聞きました。ご苦労は分かりますが、輸血の緊急性もあり、
金・コストの問題も国で補助できないものか。

40
医師と血液センターが直接交渉することはあるのでしょうか。夜間、特に血小板
製剤の供給について気になります。

41
救急病院のため、緊急ＯＰも多く、通常便での発注だけでは難しい面もあります
が（常備していると廃棄率が上がってしまう）、効率よく発注できるようにしたいと
思いました。

42 研修中にもありましたが、抗原情報長期開示を求めたいところです。

43

手術等でＰＣを使用するかどうか分からない場合、以前の様に、センター預かり
にしてもらえると助かります。緊急に必要になると困るので、購入して準備して
いますが、結局使用しないで済むことが多く、ＰＣ廃棄に繋がってしまいます。他
県では、預かりを認めているところもあると聞くので、兵庫県も検討して頂きたい
です。

44
ＡＭ便締め切り後に供給依頼したい場面に苦慮している。ＰＭ便まで待てない
時、とても心苦しいが、緊急便をお願いしている。ＡＭ便にも予備血を乗せ、対
応してもらいたい。

45
袋の変更は助かります。１３時３０分が定期便の最後で、定期便以外の発注を
減らすのは難しい。赤血球抗原検索期間の延長に期待します。

46 夜間・緊急等、配車が大変だと思いますが、迅速な入庫をお願いします。

47 洗浄血小板供給開始後の供給状況

48
定期便に３便（１９～２０時頃）を付けてもらえないか？当日納品の定期便が、１
３：３０締め切りは早すぎるのでは？

49
血液センターの方に対し、時々、もう少し病院の実状を知っていただく必要があ
るのではないかと思うことがあります。

50 いつも丁寧に対応していただいており、感謝しております。

８　その他ご意見

（看護師） 51
血小板でのＨＬＡの抗体検査は、なぜ自己負担１０割なのかな、と思ったことが
あります。治療に必要な検査なのに。

52
２００床に満たない病院勤務で、輸血もあまりありませんが、日々変わる医療現
場でしっかりと勉強しなければと思いました。
後ろの方に座ってましたが、係の人（？）の話し声が気になりました。（講演中）

（検査技師） 53 看護師にも参加してもらうように、委員会で話したが、なかなか来てくれない。

54
細菌の耐性問題と同じで、市内の小規模クリニック、医院、病院まで、問題を行
渡らせる困難を克服できるでしょうか。

55
赤血球抗原システムは便利で使っています。今回、出席者が例年に比べて少
なかったように思います。他職種（技師以外）の参加があれば、より充実したも
のになると思います。

56 金曜日の開催を希望

57 前半に一度休憩が欲しい。

58

100床程度で療養型の病院では、輸血件数が極めて少なく、特殊な事例を経験
することも少ないですし、知識を取り入れる環境も薄いです。この場が、情報シ
ステムの有効利用であったりと、高レベル、夢のような話になっています。
参加数（者）が減ってきていると思います。
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研究報告 

兵庫県内の中小規模病院における輸血療法の標準化と血液製剤適正使用の推進 

 

兵庫県は 550 万人の人口を有し、県内に約 260 の一般病床保有病院がある。

200床未満の小規模病院(約 200病院)が最も多く、次に 500床未満の中規模病院

(約 50病院)が続くが、500床以上の大規模病院は 7病院と少ない。全体の約 97％

を占める中小規模病院での輸血適正化が非常に重要と考えられる。 

 

本研究では、中小規模病院の輸血療法の標準化と血液製剤の適正使用の推進の

ために、当兵庫県合同輸血療法委員会で作成した 35項目による「輸血監査チェ

ックシート」(次々ページ)を各病院に送付した。各病院において監査を実施し、

適正輸血の推進に資するとともに、その記入したシートを合同輸血療法委員会

事務局に返送していただき現状を解析した。 

 

輸血監査チェックシート送付医療機関は 280 施設で、チェックシートの回収は

194施設であった（回収率 69.3％）。うち、解析可能な有効回答 188施設での監

査状況の解析を行った。 

 

解析対象施設数 188施設 

50床以下   16施設、51-100床  47施設、101-150床  42施設、151-200

床  33施設、201-500床  45施設、501床以上  5施設 

 

解析結果 

項目 1-3 は「輸血管理体制と輸血部門」に関する監査で、50 床以下の小規模病

院では輸血専任医師の任命や輸血療法委員会の開催が十分でない。病床数が多

くなるほどこれらが整備され、500床以上の病院では 100%整備されていた。 

項目 5-6は「輸血製剤管理」において、輸血部門での一元管理は 201床を超える

病院では、ほぼ行われていた。 

項目 7-12は血液型や交差試験等の「輸血検査」についての監査であるが、小規

模病院では外部機関への依頼もあつた。中小規模病院での「輸血検査」も不十分

な点がみられた。病院の規模が大きくなるほどしっかりとした検査が行われて

いた。 

項目 13-17は「輸血計画」についてのチェック項目であるが、同意文書等はどの

規模の病院でも取られていたが、輸血前検体の保管は規模の小さい病院ほど行

われていなかった。 

項目 18-21は「輸血前の血液製剤の確認」であるが、輸血情報や外観、製剤の確
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認はどの規模の病院もほぼ行われていた。 

項目 22-31は「輸血実施」に関わるチェックであるが、患者と製剤を照合して単

独ルートで輸血を行うが、小規模病院では最初の５分のベッドサイドでの患者

観察に割合や輸血の評価の記録が少なかった。 

項目 32-35は「輸血副作用」についての監査であるが、中小規模の病院では輸血

副作用の診断治療等の準備が十分でない傾向が見られた。 
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解析のまとめ 

今回行ったチェックシートを用いた輸血監査においては、大規模病院(501 床以上)で

は、比較的安全な輸血が行われている様子がうかがえた。 

200-500床の中規模病院も、安全な輸血に対する努力が行われていた。 

一方、200床以下の中小規模病院は、監査チェックシートの解析から判断すると、まだ、

安全な輸血に対して努力する必要があると考えられた。 

本輸血監査チェックシートを用いると改善が必要な項目が明らかとなるため、定期

的な輸血監査を進め、その問題点を解決することにより、「中小規模病院の輸血療法

実施体制の確立と血液製剤の適正使用の推進」に繋がったと考えられた。 
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平成２８年度 血液製剤使用適正化方策調査研究事業報告まとめ 

 

1. 兵庫県合同輸血療法委員会を平成２８年度に３回開催し、適切な輸血療法実施

体制の確立と血液製剤の使用適正化に向けた協議を行った。 

2. 合同輸血療法委員会にて作成した「輸血監査チェックシート」を用いて監査を実施

した。  輸血監査チェックシート送付医療機関は 280 施設で、チェックシートの回

収は 194 施設であった（回収率 69.3％）。うち、有効回答 188 施設での監査状況

の解析を行った。解析結果は前ページに記す。 

3. 看護師ワーキンググループは、平成２８年度に会議を３回開催し、安全で適

正な輸血医療実施に資するための認定臨床輸血看護師研修会の企画協議等

を行った。また、認定臨床輸血看護師交流会を平成 28年 7月 30日に開催し、

9名の参加を得て、情報共有を行った。 

平成 28年 7月 30日に下記 4の第 3回輸血検査研修会において、臨床検査

技師ワーキンググループと連携して、「効果的な輸血教育に向けての取り組

み」の講演を行った。 

平成 28年 10月 30日に下記 5の兵庫県輸血医療従事者研修会において「看

護師ワーキンググループの活動報告」を行った。 

平成 29 年 1 月 14 日に下記 6 の兵庫輸血ミーティングにおいて「日本輸

血・細胞治療学会認定臨床輸血看護師制度の紹介」の講演を行った。 

学会での認定臨床輸血看護師による講演として平成 28年 10月 8日に日本

輸血・細胞治療学会秋季シンポジウムにおいて「合同輸血療法委員会におけ

る看護師ワーキンググループの参画」を講演した。また、認定臨床輸血看護

師による出張研修会として平成 28 年 11 月 10 日、平成 28 年 12 月 10 日に

「看護師の立場から見た輸血医療の安全対策」を講演した。 

4. 臨床検査技師ワーキンググループは、例年行われている兵庫県臨床検査技師

会「輸血検査研修会」のうち第３回輸血検査研修会（平成 28年 7月 30日開

催）において、兵庫県合同輸血療法委員会との共同主催で看護師ワーキング

グループと連携して、「適正輸血にむけて～T&S と MSBOS～」の講演を行っ

た。また、輸血バッグ及び輸血セットを使用して輸血手技の実技講習を実施

した。 

第４回輸血検査研修会（平成 28 年 10 月 16 日開催）は、第３回と同様に

兵庫県合同輸血療法委員会との共同主催で主に中小規模の医療機関を対象

として、ABO 血液型のオモテ・ウラ不一致や部分凝集、不規則抗体の検査か

ら消去法までの輸血検査の実技講習会を開催した。 

さらに、下記 5の兵庫県輸血医療従事者研修会（平成 28年 10月 30日開催）

において「臨床検査技師ワーキンググループの活動報告」を行った。 

5. 兵庫県輸血医療従事者研修会を平成 28 年 10 月 30 日に以下の内容で開催し

た。(1)兵庫県赤十字血液センターからの情報提供、(2)血液製剤の使用実態

172



について、(3)【報告】臨床検査技師/看護師のワーキンググループの活動に

ついて、(4)講演「赤血球抗原検索システムを利用し輸血療法がスムーズに行

われた一例」、(5)特別講演「ｉＰＳ細胞による再生医療の現状と展望 －ｉ

ＰＳ細胞による赤血球製剤、血小板製剤－」。参加者は、医師 10名、臨床検

査技師 79 名、薬剤師 15 名、看護師 11 名、その他 1 名の合計 116 名であっ

た。 

6. 平成２８年度兵庫輸血ミーティングを平成 29年 1月 14日に以下の内容で開

催した。(1)講演「献血から輸血まで、ドナーからの贈り物」、(2)講演「輸

血監査チェックシート紹介」、(3)講演「日本輸血・細胞治療学会認定 臨床

輸血看護師制度の紹介」、(4)特別講演「骨髄バンクと輸血、元白血病患者か

らのメッセージ」。参加者は、医師 10名、臨床検査技師 18名、薬剤師 7名、

看護師 21名、その他 3名の合計 59名であった。 

7. 学会認定・臨床輸血看護師制度における施設研修に兵庫県合同輸血療法委員

会委員を平成 29年 2月 16日に講師として派遣した。「同種移植・細胞治療

について」の講義を行い、研修対象者は学会認定・臨床輸血看護師制度病院

研修受託研修看護師 3名であった。 
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