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はじめに

　平成 29 年度における大分県合同輸血療法委員会の活動状況について報告書としてまとめ、発刊する

ことになりました。

　大分県合同輸血療法委員会は大分県内における安全、適正、および有効な輸血療法の推進を目的に大

分県、赤十字血液センター、および医療機関の多職種からなる組織として平成 23 年 12 月から活動して

います。その活動の前身は昭和 62 年より行ってきました大分県による「輸血療法適正化説明会」およ

び大分県赤十字センターが主催してきた「輸血懇話会」にさかのぼることができます。

　本委員会は昨年度まで委員長を務められた佐分利能生先生のリーダーシップのもと、様々な活動が開

始されてきました。なかでも個々の医療機関に出向いてそれぞれの施設の状況に応じたアドバイスをさ

せていただく「アドバイザー派遣事業」は、伺わせていただいた医療機関から高い評価をいただいてい

ます。また、この活動は厚生労働省の血液製剤使用適正化方策調査研究事業にも採択されるという成果

を残しており、今後とも可能な限り大分での特色ある取り組みとして継続していきたいと考えています。

　今年度、大分県合同輸血療法委員会では、大きく以下の活動を行いました。

　アドバイザー派遣は県内9施設で実施させていただきました。安全な輸血療法の実践には看護師の役

割が極めて大きいとの認識のもと、県内の学会認定・臨床輸血看護師を中心とした看護師ワーキンググ

ループを設置しました。輸血療法適正化説明会は大分由布地区と日田玖珠地区で開催し、血液製剤の使

用指針および輸血療法の実施に関する指針について説明を行いました。また、平成 29 年 1 月 20 日に開

催した大分県合同輸血療法委員会合同会議では、これまででもっとも多い 103 名の医療関係者の方にご

出席いただき、盛会でした。

　以上の活動について本報告書で紹介させていただいていますので、ぜひご一読いただき、適正な輸血

療法の推進へのご理解を深めていただければと思います。また、今後の大分県合同輸血療法委員会のあ

り方についてご意見をいただければ幸いです。

　最後になりましたが、本報告書の作成にあたり、ご協力いただきました関係各位、諸先生方に深くお

礼を申し上げます。

　　　平成 30 年３月

大分県合同輸血療法委員会　　

委員長　　　　緒方　正男　　
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１　平成 ２９ 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業
研究の目的

①アドバイザー派遣事業について
　大分県の医療機関における輸血療法の実態、血液製剤の使用状況を調査した結果をもとに、使用実績
が少ない小規模施設に対する適正使用のための支援を実施することで、安全な輸血療法、血液製剤の適
正使用を推進する。

②看護師ワーキンググループ（以下、看護師 WG）の立ち上げについて
　学会認定・臨床輸血看護師によるワーキンググループを立ち上げ、施設間を超えた情報共有等を行う
ことにより、安全な輸血療法を推進する。

研究の背景

①アドバイザー派遣事業について
　平成25年度は、平成23年から行ってきた血液製剤使用量上位約80施設に対するアンケート調査に加え、
使用実績が少ない施設に対してもアンケート調査を行った。その結果、後者について、「輸血前の患者の
検体を保管していない」が最も多く 74施設、「血液製剤の管理簿を作成していない」23施設、｢輸血前にまっ
たく不規則抗体検査を実施していない｣ 14施設など、適正使用に向けた支援が必要な実態が判明した。
　平成 26年度はアンケート結果のチラシを作成してアンケート実施医療機関に還元し、適切な検査を行
うよう促した。
　さらに、平成 27年度は使用実績が少ない医療機関等への支援を行うために、「適正かつ安全な輸血療
法の実施等に関するアドバイザー派遣事業」を立ち上げ、派遣申込みのあった３つの医療機関に輸血認
定医や認定輸血検査技師が出向き、個々の施設の実情にあった講義やアドバイスを行った。
　平成 28年度は、引き続き派遣を実施し、８施設からの派遣希望に対応した。派遣後、施設にアンケー
トを行い、派遣内容の評価を行った。結果、７施設１１名から回答があり、｢講演の内容は全体的に良かっ
たか｣ との問いに、全ての回答者が ｢良かった｣ と回答した。また、｢派遣後、どのような点について
今後取り組みますか｣ との問いに、６名が ｢マニュアル改定｣ あるいは ｢マニュアル作成の参考にする｣
と回答し、他にも ｢（院内の）輸血委員会で適正使用の啓蒙活動｣ ｢輸血後の管理について委員会で話し
合いたい｣ との回答があった。

《平成 27年度派遣実績》
施設①（東部医療圏内医療機関、一般病床 16床）平成 27年７月８日
講義等の内容：輸血検査の重要性、輸血体制の整備について
研修参加者：医師３名、看護師5名
派遣を受けた感想：大変わかりやすかった。今後、輸血体制の整備、改善を行う。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

施設②（中部医療圏内医療機関、一般病床 10床、療養病床9床）平成 27年 11月 25日
講義等の内容：血液製剤の適正使用、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について
研修参加者：医師2名、看護師８名
派遣を受けた感想：大変有意義であった。年に一度ぐらいは是非お聞きしたい内容であった。
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派遣対応者：大分県立病院　大塚英一、大分県赤十字血液センター　渡辺芳文
施設③（西部医療圏内医療機関、一般病床 26床、療養病床 25床）平成 27年 12月 24日
講義等の内容：血液製剤の適正使用、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について
研修参加者：医師１名、臨床検査技師１名、看護師 18名
派遣を受けた感想：今後、輸血療法の研修会をしていただきたい。
派遣対応者：大分県立病院血液内科　佐分利能生、大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

地区研修会④（国東地区）平成 28年2月 10日
研修参加者：医師６名、看護師６名、臨床検査技師８名、薬剤師5名
講義内容：１…血液製剤の適正使用について　2…輸血療法の実施に関する指針
派遣対応者：大分県厚生連鶴見病院…菊池…博、大分県赤十字血液センター…渡辺芳文

地区研修会⑤（臼杵・津久見地区）平成 28年2月 25日
研修参加者：医師2名、看護師2名、臨床検査技師 10名、薬剤師３名、事務 12名
研修内容：１…血液製剤の適正使用について　2…輸血療法の実施に関する指針
派遣対応者…：大分県立病院…佐分利能生、大分大学医学部附属病院…立川良昭

《平成 28年度派遣実績》
施設①（南部医療圏内医療機関、一般病床 72床）
派遣希望理由：血液製剤の適正使用や安全な輸血療法等について話を聞きたい。
講義等の内容：血液製剤の適正使用、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について講義
研修参加者：臨床検査技師３名、看護師 35名
派遣を受けた感想：輸血の過誤事例は特に参考になった。マニュアルの見直しを行います。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

施設②（中部医療圏内医療機関、一般病床 40床）
派遣希望理由：普段、輸血を行う機会が少ないため輸血に関する知識が薄いため。
講義等の内容：安全な輸血療法、産科の緊急時の輸血療法についての理解
研修参加者：医師３名、助産師３名、看護師 30名、事務１名
派遣を受けた感想：危機的出血時の輸血の必要性が分かった。輸血の体制作りを検討していく。
派遣対応者：大分県立病院　副院長総合周産期母子医療センター…所長・産科部長　佐藤昌司

施設③（西部医療圏内医療機関、一般病床 19床）
派遣希望理由：適正使用、輸血の実施方法の確認、検査方法の見直し
講義等の内容：輸血療法の実施に関する指針、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について
研修参加者：看護師(助産師)15名
派遣を受けた感想：副作用や交差適合試験を行う必要性。マニュアルの見直しを行います。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

施設④（北部医療圏内医療機関、一般病床 250床）
派遣希望理由：輸血療法委員会の輸血に関する知識のスキルアップ、医師への適正使用の徹底
講義等の内容：輸血療法の実施に関する指針、血液製剤の使用指針について講義
研修参加者：医師３名、看護師2名、臨床検査技師 22名、薬剤師１名、事務2名
派遣を受けた感想：患者へ説明する際に大変参考になります。最新の知識が得られました。
派遣対応者：大分県厚生連鶴見病院…菊池…博、大分県赤十字血液センター…渡辺芳文

施設⑤（西部医療圏内医療機関、一般病床 66床）
派遣希望理由：輸血検査、血液製剤の使用にあたっての講演。
講義等の内容：安全、適正な輸血療法、安全な輸血療法について（主に輸血検査）
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研修参加者：医師5名、看護師 25名、検査士１名
派遣を受けた感想：輸血過誤の具体的話が良かった。輸血療法を考え直す良い機会となった。
派遣対応者：大分大学医学部附属病院　緒方正男　大分県済生会日田病院　葦苅…巌

施設⑥（北部医療圏内医療機関、一般病床 46床）
派遣希望理由：血液製剤の管理と注意点、輸血副作用について
講義等の内容：輸血療法の実施に関する指針、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について
研修参加者：看護師 18名、リハビリ4名
派遣を受けた感想：輸血の基本事項（観察、時間、副作用、手技等）の再確認でき参考になった。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

施設⑦（中部医療圏内医療機関、一般病床 49床、療養病床 69床）
派遣希望理由：血液製剤の適正使用、血液製剤の取り扱いの研修
講義等の内容：血液製剤の適正使用について、血液製剤の取り扱いについて
研修参加者：医師5名、検査技師８名、看護師 16名
派遣を受けた感想：輸血の基本から最新情報（副作用等）、適正な輸血について大変良かった。
派遣対応者：大分県立病院　大塚英一　大分県赤十字血液センター　吉武成彦

施設⑧（北部医療圏内医療機関、一般病床 93床）
派遣希望理由：輸血の適応基準、輸血に対する意識の統一
講義等の内容：安全な輸血療法について、血液製剤の適正使用について
研修参加者：医師６名、看護師 36名、薬剤師2名、臨床検査技師2名、事務 13名
派遣を受けた感想：輸血の院内体制や適正な血液製剤の使用について参考になった。
派遣対応者：大分記念病院　佐藤昌彦　大分県済生会日田病院　葦苅…巌

地区研修会⑨（豊肥地区）平成 28年 12月 19日
研修参加者：医師5名、看護師 11名、臨床検査技師６名、薬剤師2名、その他３名
講義内容：血液製剤の適正使用について　…輸血療法の実施に関する指針
派遣対応者：大分県立病院…佐分利能生、大分県赤十字血液センター…渡辺芳文

地区研修会⑩（南部地区）平成 28年 12月 21日
研修参加者：医師１名、看護師１名、臨床検査技師７名、薬剤師１名
講義内容：血液製剤の適正使用について　…輸血療法の実施に関する指針
派遣対応者：南海医療センター…卯野規敬、大分大学医学部附属病院…立川良昭

②看護師ＷＧの立ち上げについて
　輸血療法における看護師の役割は重要であり、在宅輸血が増える中、ますます必要とされているとこ
ろである。
　大分県合同輸血療法委員会では、平成 28年度に開催した ｢大分県合同輸血療法委員会合同会議｣ にお
いて、学会認定・臨床輸血看護師として、また、合同輸血療法委員会として活動されている先生（兵庫県）
にご講演いただき、その重要性を再認識した。聴講者からも ｢学会認定・臨床輸血看護師の仕事につい
てもっと知りたい｣ との要望があった。
　現状では、県内には学会認定・臨床輸血看護師が８名おり、個々に所属する施設で活躍しているとこ
ろである。その知識と的確な看護能力をより多くの県内看護師に教授してもらい、患者に還元していた
だくため、看護師ＷＧの立ち上げについて提案があり、平成 28年度第2回大分県合同輸血療法委員会で
承認を得、立ち上げに取りかかることとなった。
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研究の方法、具体的内容
　
①アドバイザー派遣事業について
　平成 29年度はアドバイザー派遣事業を引き続き実施し、さらに、県内の医師会に対して医師会会員へ
アドバイザー派遣事業の周知ができる場の提供依頼を試みる。
１　事業の体制整備等
　平成 29年度アドバイザー派遣事業実施要領を作成する。
　これまでの派遣施設からのアンケート回答を元に、派遣の感想をチラシに掲載するなど、派遣希望施
設が増えるよう工夫をする。
2　事業の周知方法
　大分県福祉保健部薬務室ＨＰ、大分県合同輸血療法委員会が行う各種アンケート送付時、大分県合同
輸血療法委員会合同会議、輸血療法適正化説明会等の機会を利用し、事業について周知する。
３…アドバイザー派遣申請受付方法
　申請の受付窓口は大分県赤十字血液センターとする。
4…派遣申請への対応（事前協議及び施設訪問）
　申請者の派遣希望理由をもとに、申請者と対応方針を協議し、施設長の許可のもと、施設訪問を行う。
　申請者の希望に合わせ、輸血認定医師や認定輸血検査技師等による講習会の実施、輸血の管理体制の
具体的な助言、他の施設に検査を委託することを提案するなど、適正使用に向けた支援を行い、成果と
して輸血前の患者の検体保管、管理簿の作成、不規則抗体検査の外部委託などに繋げる。
5…アンケートの実施
　派遣終了後、申請者に今後のアドバイザー派遣事業に活かすためのアドバイスをいただく。
６…派遣結果の還元
　支援内容及びアンケート結果について分析し、今後の活動に活かす。

②看護師ＷＧの立ち上げについて
　大分県看護協会の協力を得ながら、県内の学会認定・臨床輸血看護師による看護師ＷＧの開催準備を
行い、年度内に看護師ＷＧを開催する。

　１）看護師ＷＧの代表となる学会認定・臨床輸血看護師の決定
　大分県合同輸血療法委員会委員長及び看護協会副会長（大分県合同輸血療法委員会委員）等の協
議により、代表者の選定。

　2）代表者との打合せ（看護師WGのメンバーについて、看護師ＷＧの活動について等）
　代表者と大分県合同輸血療法委員会委員長、看護協会副会長、血液センター、行政が集まり、顔
合わせ及び今後の方向性について話し合う。

　３）看護師ＷＧ立ち上げ検討会の開催
　学会認定・臨床輸血看護師及び看護協会副会長、血液センター、行政が集まり、顔合わせ及び今
後の方向性等について話し合う。

　4）平成 29年度第１回大分県合同輸血療法委員会で進捗状況等を報告する。
　5）看護師ＷＧ開催
　６）平成 29年度第2回大分県合同輸血療法委員会で進捗状況等を報告する。
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研究の結果

①アドバイザー派遣事業について

《実施要領及び概要》・・・別紙１、2　　《配布チラシ》・・・別紙３
《医療機関宛ご案内》・・・別紙4　　　　《派遣実施後アンケート様式》・・・別紙5
《別府市医師会学術講演会資料》・・・別紙６

《平成 29年度派遣実績》
施設①（中部医療圏内医療機関、一般病床 60床）
派遣希望理由：輸血用血液製剤の取り扱い、管理、投与方法、適正使用等の研修
講義等の内容：血液製剤の適正な取り扱い及び平成 29年３月改定の血液製剤使用指針について
研修参加者：医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師　21名
派遣を受けた感想：大変有意義であった。輸血時の副作用 (TACO)での患者観察の重要性。
派遣対応者：大分県厚生連鶴見病院…菊池…博、大分県赤十字血液センター…渡辺芳文

施設②（大分市医療圏内医療機関、一般病床 19床）
派遣希望理由：血液製剤の取り扱い注意点、透析時の輸血、投与方法等の研修
講義等の内容：輸血前の検査、血液製剤の管理、取り扱い注意点、輸血実施と患者観察
研修参加者：医師、看護師、臨床工学技士　10名
派遣を受けた感想：輸血に関する実施方法の再確認ができた。マニュアルの改訂が必要。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター…渡辺芳文

施設③（東部医療圏内医療機関、一般病床 40床）
派遣希望理由：輸血管理体制、検査や安全な輸血療法についての講演
講義等の内容：輸血管理体制、輸血前の検査、安全な輸血療法、血液製剤の使用指針の改訂
研修参加者：医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士　38名
派遣を受けた感想：問題点があるか確認することができた。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター…渡辺芳文

施設④（北部医療圏内医療機関、一般病床 19床）
派遣希望理由：腎不全患者への輸血 (透析中 )に関する講義
講義等の内容：輸血の基礎知識、輸血療法の実施に関する指針、輸血の検査、透析時の注意点
研修参加者：看護師、臨床工学技士　22名
派遣を受けた感想：基本的な事項について理解できた。薬剤等の混注の見直しなど行った。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター…渡辺芳文

施設⑤（東部医療圏内医療機関、一般病床 350床）
派遣希望理由：TACOやTRALIなど輸血に関する副作用と併せて輸血に関する注意点等
講義等の内容：副作用の種類と考え方、アナフィラキシー、TRALI、TACO、輸血手順の確認
研修参加者：医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師　59名
派遣を受けた感想：具体的で実践に役立つ内容で、直接多くのスタッフが聞けてよかった。
派遣対応者：大分大学医学部附属病院　緒方正男　大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

施設⑥（北部医療圏内医療機関、一般病床 104床）
派遣希望理由：看護師を対象に血液製剤の取り扱い、安全管理等
講義等の内容：輸血の基礎的な事項、製剤の種類と保管、取り扱い (全般的な注意事項 )
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研修参加者：看護師、臨床検査技師　14名
派遣を受けた感想：保管、投与方法、ダブルチェックの重要性の確認。勉強会の開催要望あり。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

施設⑦（大分市医療圏内医療機関、一般病床 19床）
派遣希望理由：輸血療法の全般的な注意事項、管理体制、自己血輸血の注意点
講義等の内容：輸血製剤の取り扱い、自己血輸血についての理解
研修参加者：医師、看護師 11名
派遣を受けた感想：整備が必要なのがあるので準備する。マニュアル、輸血の体制を見直す。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　吉武成彦

施設⑧（東部医療圏内医療機関、一般病床 19床）
派遣希望理由：安全な輸血療法についての講義と交差適合試験の再確認
講義等の内容：輸血療法の実施に関する指針に基づく安全な輸血療法、使用指針の改訂
研修参加者：医師、看護師　12名
派遣を受けた感想：輸血のトリガー値の再確認ができた。数年おきに勉強会を開催してほしい。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

施設⑨（東部医療圏内医療機関、一般病床 226床）
派遣希望理由：看護師対象の安全な輸血療法（血液製剤の取り扱い）
講義等の内容：安全な血液製剤の取り扱い
研修参加者：看護師、臨床検査技師　16名
派遣を受けた感想：輸血の注意点等を再認識することができ、輸血療法に対する知識を得た。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

施設⑩（大分市医療圏内医療機関、一般病床 19床）
派遣希望理由：基本的な輸血療法（製剤の管理、輸血手技など）
講義等の内容：（平成 30年4月以降、実施予定）
研修参加者：（平成 30年4月以降、実施予定）
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　吉武成彦

地区研修会⑪（大分・由布地区）平成 29年 11月６日
研修参加者：医師７名、看護師８名、臨床検査技師 39名、薬剤師３名、臨床工学技士4名
講義内容：血液製剤の適正使用について　…輸血療法の実施に関する指針
派遣対応者：大分大学医学部附属病院　緒方正男　大分大学医学部附属病院　立川良昭

地区研修会⑫（日田・玖珠地区）平成 29年 11月 17日
研修参加者：医師2名、看護師 11名、臨床検査技師2１名、薬剤師１名、事務１名
講義内容：血液製剤の適正使用について　…輸血療法の実施に関する指針
派遣対応者：大分県厚生連鶴見病院…中山俊之　大分大学医学部附属病院　立川良昭

別府市医師会学術講演会　平成 29年７月 25日
「大分合同輸血療法委員会活動－輸血療法適正化説明会も含めて－」　　　　　　　　　　　　　　
大分県立病院　佐分利能生　　大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

速見郡杵築市医師会　平成 30年１月 17日
　　速見郡杵築市医師会事務局から輸血療法アドバイザー派遣事業の案内配布
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②看護師ＷＧの立ち上げについて
　（１）看護師ＷＧ立ち上げ検討会の開催

日時：平成 29年 10月７日（土）14時～ 15時半
場所：大分県赤十字血液センター

　　　　出席者：県内の学会認定・臨床輸血看護師　８名（７施設）
　　　　　　　　公益社団法人　大分県看護協会　　１名（大分県合同輸血療法委員会委員）
　　　　　　　　大分県赤十字血液センター　　　　2名
　　　　　　　　大分県福祉保健部薬務室　　　　　2名
　　　　内容：看護師ＷＧ代表者の決定、各所属施設での活動内容等について情報共有
　　　　　　　活動内容について協議

　（2）平成 29年度第１回大分県合同輸血療法委員会
　　　　日時：平成 29年 10月 24日 19時～ 20時
　　　　場所：大分県赤十字血液センター
　　　　内容：看護師ＷＧ立ち上げ検討会の報告

　（３）平成 29年度大分県合同輸血療法委員会合同会議
　　　　日時：平成 30年１月 20日（土）14時～ 16時半
　　　　場所：大分県薬剤師会館
　　　　内容：一般演題１　　　新別府病院　三浦あずさ　氏（看護師ＷＧメンバー）
　　　　　　　　　　　　　　　「当院における臨床輸血看護師の役割について」
　　　　　　　特別講演１　　　福岡大学病院看護部　甲斐　純美　氏
　　　　　　　　　　　　　　　（福岡県合同輸血療法委員会　看護師部会代表世話人）
　　　　　　　　　　　　　　　「福岡県合同輸血療法委員会看護師部会の活動について」

　（4）平成 29年度第2回大分県合同輸血療法委員会
　　　　日時：平成 29年 10月 24日 19時～ 20時
　　　　場所：大分県赤十字血液センター
　　　　内容：看護師ＷＧ代表者が大分県合同輸血療法委員会の委員に就任

　（5）看護師ＷＧ
　　　　日時：平成 30年３月 17日（土）10時～ 11時半
　　　　場所：大分県赤十字血液センター
　　　　出席者：県内の学会認定・臨床輸血看護師　８名（７施設）
　　　　　　　　公益社団法人　大分県看護協会　　１名（大分県合同輸血療法委員会委員）
　　　　　　　　大分県赤十字血液センター　　　　2名
　　　　　　　　大分県福祉保健部薬務室　　　　　１名
　　　　内容：看護師ＷＧ設置要綱、新人研修用資料及び平成 30年度計画について協議
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平成 ２9 年度第 1回大分県合同輸血療法委員会
次　第

日　時：平成 29 年 10 月 24 日（火）19：00 ～ 20：00
場　所：大分県赤十字血液センター

１　開会
2　あいさつ
　　大分県合同輸血療法委員会　緒方　正男　委員長
３　「血液製剤の使用指針」の改正について
4　輸血用血液製剤の将来需要予測調査の結果について
5　議題
　（１）報告事項について
　　　　①輸血用血液の供給状況について
　　　　②平成 29 年度九州各県合同輸血療法委員会関係者会について　
　　　　③平成 29 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募結果について

　（2）平成 29 年度事業について
　　　　①アンケート調査について…………………………………………………………………………………
　　　　②大分県合同輸血療法委員会合同会議について……………………………
　　　　③アドバイザー派遣事業について…………………………………………………………………
　　　　④看護師ワーキンググループについて　　　　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　⑤輸血療法適正化説明会について　　　　　　　　　　　　　　　　　…

　（３）その他
　　　　①輸血カードについて
　　　　②新委員の追加について
　　　　③平成 29 年度第2回大分県合同輸血療法委員会の開催について
６　閉会
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大分県合同輸血療法委員会委員名簿
（敬称略）

施　設　名 職　名 氏　名 備考
大分県医師会 常任理事 田　代　幹　雄
大分記念病院 名誉理事長 高　田　三千尋 顧問
大分県厚生連　鶴見病院 血液内科部長 中　山　俊　之
大分県厚生連　鶴見病院 血液内科医師 菊　池　　　博
大分市医師会立アルメイダ病院 緩和ケア内科部長 大　野　栄　治
大分記念病院 副院長 佐　藤　昌　彦
大分県立病院 副院長 佐　藤　昌　司
大分県立病院 輸血部長 宮　崎　泰　彦
臼杵市医師会立コスモス病院 院長 下　田　勝　広
大分大学医学部附属病院 輸血部副部長 緒　方　正　男 委員長
豊後大野市民病院 院長 木　下　忠　彦
大分県臨床検査技師会 前移植検査部門長 葦　苅　　　巌
大分県看護協会 副会長 寺　沢　　　操
大分県赤十字血液センター 所長 岡　田　　　薫
大分県福祉保健部 薬務室長 芦　刈　光日出
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平成 ２9 年度第１回大分県合同輸血療法委員会　出席者名簿
　（敬称略）

施　設　名 職　名 氏　名 備考
大分県医師会 常任理事 田　代　幹　雄
大分記念病院 名誉理事長 高　田　三千尋 顧問
大分県厚生連　鶴見病院 血液内科部長 中　山　俊　之
大分県厚生連　鶴見病院 血液内科医師 菊　池　　　博
大分市医師会立アルメイダ病院 緩和ケア内科部長 大　野　栄　治
大分記念病院 副院長 佐　藤　昌　彦
大分県立病院 輸血部長 宮　崎　泰　彦
臼杵市医師会立コスモス病院 院長 下　田　勝　広
大分大学医学部附属病院 輸血部副部長 緒　方　正　男 委員長
大分県臨床検査技師会 前移植検査部門長 葦　苅　　　巌
大分県看護協会 副会長 寺　沢　　　操
大分県赤十字血液センター 所長 岡　田　　　薫
大分県福祉保健部 薬務室長 芦　刈　光日出

<委員 >

<事務局 >

大分県福祉保健部薬務室 室長補佐 北　村　雅　子
主任 田　中　幸　代

大分県赤十字血液センター 事業部長 佐　藤　英　昭
総務課長 森　島　賢　靖
供給課長 小　野　敏　宏
学術・品質情報課長 渡　辺　芳　文
学術係長 吉　武　成　彦
品質情報係長 笹　平　記　生

　（敬称略）
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平成２9年度第 1回
大分県合同輸血療法委員会座席表

日　時：平成 29 年 10 月 24 日（火）19：00 ～
場　所：大分県赤十字血液センター３階会議室

緒
方
委
員
長

高
田
顧
問

中山委員 田代委員

大野委員 菊池委員

宮崎委員 佐藤委員

葦苅委員 下田委員

芦刈委員 寺沢委員

岡田委員

田
中
（
事
務
局
）

北
村
（
事
務
局
）

佐
藤
（
事
務
局
）

森
島
（
事
務
局
）

小
野
（
事
務
局
）

渡
辺
（
事
務
局
）

笹
平
（
事
務
局
）

吉
武
（
事
務
局
）
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平成 29 年度第１回　大分県合同輸血療法委員会≪資料≫
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看護師ワーキンググループ （WG） 立ち上げ検討会　報告書
（平成 ２９ 年度第１回大分県合同輸血療法委員会　資料）

【開催日時】　平成 29 年 10 月７日（土）１4時～１5時半

【開催場所】　大分県赤十字血液センター

【出席者】
　・大分記念病院　　　　　　　工藤　美由紀【看護師ＷＧ代表者】
　・大分記念病院　　　　　　　西田　匡世
　・新別府病院　　　　　　　　三浦　あずさ
　・大分大学医学部附属病院　　内藤　麗子
　・西別府病院　　　　　　　　酒井　茉耶
　・大分県済生会日田病院　　　山﨑　真理子
　・大分県立病院　　　　　　　姫野　寿代
　　　　　　　　　　　　（以上、学会認定・臨床輸血看護師７名）
　・大分県看護協会　　　　　　寺沢　操
　・大分県赤十字血液センター　渡邊　芳文
　・大分県赤十字血液センター　吉武　成彦
　・大分県福祉保健部薬務室　　北村　雅子
　・大分県福祉保健部薬務室　　田中　幸代

【会議内容】　
　①学会認定・臨床輸血看護師の顔合わせ、自己紹介
　②看護師ＷＧのメンバーについて
　　・当日出席の７名とする。原則代理不可。
　③看護師ＷＧの活動内容について
・各自の取組について情報交換を行った。
・院内での活動（新人教育資料、マニュアル、チェックリストの作成・輸血の少ない病棟への指導
や情報提供活動など）や院外での活動（血液内科がない中小病院での輸血の統一など）を行える
ように進めて行くことで意思統一。
・まずは、各病院の新人研修用資料を持ち寄り、看護師ＷＧとして新人研修用資料を作成すること
となった。
・看護師ＷＧを2月～３月に開催し、第2回大分県合同輸血療法委員会で報告する。
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輸血療法適正化説明会について

　血液製剤や院内血を含めた輸血療法全般の適正化を推進するため、昭和 62 年から毎年、大分県内の
１～３地区で、医療機関の医師等医療従事者を対象に輸血療法適正化説明会を実施してきた。
　
　《近年の状況》
①平成 24 年度まで麻薬取扱い者説明会と同時に行っていたが、平成 25 年度から輸血療法適正化説明会
単独で開催している。
②平成 25 年度まで医師１名の講演を依頼してきたが、平成 26 年度から医師１名と臨床検査技師１名
の計2名の講演を依頼している。
③平成 26 年度までは公共施設等で開催してきたが、平成2７年度から開催地区の血液製剤を使用量
の多い施設（例年出席者の多い施設）の会議室を借りて開催している（施設の会議室が利用できる
場合）。

　《平成 ２９ 年度》
　　　開催場所：①大分県薬剤師会館
　　　　　　　　②大分県済生会日田病院

　　　開催日時：①平成29年11月６日（月）19時～20時
　　　　　　　　②平成29年11月17日（金）19時～20時
　　　　　　　　　（いずれも 30 分医師の説明、20 分臨床検査技師の説明）

　　　講　　師：①大分・由布区（大分郡市医師会、大分東医師会、大分市医師会）
・医師　大分大学医学部附属病院　輸血部副部長　緒方正男　氏
・臨床検査技師…大分大学医学部附属病院　輸血部…立川良昭　氏

　　　　　　　　②日田・玖珠地区（玖珠郡医師会、日田市医師会）
・医師　大分県厚生連鶴見病院　血液内科部長　中山俊之　氏
・臨床検査技師…大分大学医学部附属病院　輸血部…立川良昭　氏

…
　　　内　　容：…医師「血液製剤の使用指針について」
　　　　　　　　臨床検査技師「輸血療法の実施に関する指針について」

　　　そ…の…他：使用するスライドは「血液製剤の使用指針について」「輸血療法の実施に関する指針
について」が既にあります。そのまま使っていただいても構いませんし、修正を加え
て使っていただいても構いませんし、講師の方独自のスライドを使用していただいて
も構いません。
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平成２9年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議
≪プログラム≫

日　時：平成30年１月20日（土）14：00～16：20
会　場：大分県薬剤師会館　３階　研修ホール

14：00～14：05
【開　会】
　大分県福祉保健部薬務室　室長… 芦刈　光日出
【開会挨拶】
　委員長　大分大学医学部附属病院　輸血部…副部長… 緒方　正男　
　　　…
14：05～14：15
【報　告】
アンケート調査結果について
　大分県赤十字血液センター　学術・品質情報課… 吉武　成彦　

14：15～14：40
【一般演題】
　座　長　　大分記念病院　副院長… 佐藤　昌彦　

１）「当院における臨床輸血看護師の役割について」
　　　国家公務員共済組合連合会…新別府病院…看護部…師長… 三浦　あずさ

2）「当院における大量出血に対する輸血対応：クリオとMTPの導入」
　　　大分大学医学部附属病院…輸血部…副部長…… 緒方　正男　

（14：40～14：50　休憩）

14：50～15：20
【特別講演１】
座　長　　公益社団法人　大分県看護協会　副会長… 寺沢　操　　

　　　　　「福岡県合同輸血療法委員会看護師部会の活動について」
　　　　　　福岡大学病院…看護部…外来主任
　　　　　　福岡県合同輸血療法委員会　看護師部会代表世話人… 甲斐　純美　

15：20～16：20
【特別講演2】
座　長　　大分大学医学部附属病院　輸血部…副部長… 緒方　正男　

「血液製剤の使用指針について」
佐賀大学医学部附属病院……輸血部長… 末岡　榮三朗

【閉　会】
　…大分県赤十字血液センター　所長… 岡田　薫　　
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平成 29 年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議　議事録
【司会】それでは、定刻になりましたので、ただいまから始めさせていただきます。
　私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、大分県福祉保健部薬務室の北村と申します。どう
ぞよろしくお願いいたします。
　まず、資料の確認をさせていただきます。受付でお配りした紙袋の中に入っている資料になりますが、
本日の合同会議資料、アンケート１枚、アドバイザーの派遣のチラシと派遣申請書それぞれ１枚ずつ、
それから赤十字血液センターから後で説明がありますが定時配送の依頼の文書「輸血用血液配送出発時
間及び受注締め切り時間」１枚です。お使いになるのは学会に入っている人になりますが「参加証明書」
を入れています。不足のある方はいらっしゃいませんでしょうか。なお、お配りしましたアンケートは、
お帰りの際に受付の回収箱に入れて下さるようお願いします。それでは、大分県福祉保健部薬務室長の
芦刈から、開会の言葉を申し上げます。

１．開会の言葉
大分県福祉保健部薬務室長　芦刈　光日出

　皆さんこんにちは、昨年とは打って違い良い天気となりましたが、このようにたくさん各方面、各地
域からご参集賜りまして誠にありがとうございます。
　それではただいまから、平成 29 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議を開会させていただきます。
よろしくお願いします。

【司会】はじめに、大分県合同輸血療法委員会　委員長であります、　大分大学医学部附属病院　輸血部…
副部長の緒方委員長からごあいさつを申し上げます。緒方委員長、お願いします。

2．開会挨拶
　　　　大分大学医学部附属病院　輸血部 副部長　緒方　正男

　皆さんこんにちは、大分県合同輸血療法委員会委員長の緒方です。本日はお忙しい中、また土曜日の
午後にもかかわらず、このように大変たくさんの方に来ていただきまして、ありがとうございます。こ
の大分県合同輸血療法委員会は、大分県における適正、安全、有効な輸血療法の実現をミッションとい
たしまして、平成2３年から活動を行っています。この合同という言葉の意味するところを示したいと
思います。行政、県の方が参加いただいています。日赤、そして医療機関においては医師、看護師、検
査技師これらの多職種のチームによって、活動していこうということを示しております。このように
行っている合同会議もこの事業の一つとして行っているものであり、今回で７回目ということになりま
す。今回の合同会議の概略について簡単にご紹介したいと思います。本日は特別講演2演題を準備して
おります。その一つは福岡大学の甲斐先生より福岡県合同輸血療法委員会看護師部会の活動についてご
報告いただきます。安全な輸血療法の推進において看護師さんの果たす役割というのは極めて大きなも
のがあります。そのため、私たち大分県合同輸血療法委員会に於いても看護部会の設置というのを今年
度の目標にしています。甲斐先生のお話は私たちにとって大変参考になると考えております。また、佐
賀大学の末岡先生より血液製剤の使用指針の改訂のポイントについてご講演をいただくこととなってい
ます。昨年輸血に関する大きなトピックスというのは、血液製剤の使用指針が約 10 年ぶりに改定となっ
たことだと思います。末岡先生はこの改訂の根拠となった科学的根拠に基づく赤血球製剤の使用ガイド
ライン策定の中心メンバーの一人として活躍されています。そういう立場から改訂のポイントとその背
景についてご紹介いただけるものと思っています。また、前半においては皆様にお願いしたアンケート
調査の結果についてご報告するとともに、一般演題としましては大分県合同輸血療法委員会看護部会の
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立ち上げメンバーの一人であります三浦先生よりその活動についてご報告いただき、私のほうは大学の
活動の一端をご報告したいと思っています。今日の会議で参加していただいた方が、それぞれ役に立つ
ことを持ち帰っていただけることを願っております。本日は最後まで活発なご議論をよろしくお願いい
たします。
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３．報告
【司会】それでは、一般演題に先立ちまして大分
県赤十字血液センター学術・品質情報課の吉武成
彦学術係長からアンケートの調査結果についてご
報告をいたします。

アンケート調査結果について
　大分県赤十字血液センター　学術・品質情報課
　　　　　　　　学術係長 吉武　成彦

【演者】大分県赤十字血液センター学術品質情報
課の吉武と申します。よろしくお願いします。
アンケート調査結果について報告いたします。
今年度は、院内の輸血療法委員会について、指針
の周知について、血液製剤の管理について、輸血
検査についてなどのアンケートを行いました。

対象医療機関は平成 27 年度～平成 28 年度　血液
製剤供給実績がある医療機関 220 施設です。
回収率は53％でした。昨年度よりも７施設（5％）
多くの回答を得ました。供給数の少ない医療機関
からの回答率が低い傾向があります。

まず、輸血療法委員会についての設問です。
輸血療法委員会がありますかという設問で「はい」
が 46％、「いいえ」が 54％でした。
今回のアンケートはH26 年度報告のアンケート
と同じ内容があります。両方のアンケートに回答
いただいた施設に対して比較できた場合は右の表
のように表示しています。
この設問で比較できる施設は 102 施設ありまし
た。
新しく委員会ができたところは5施設。逆に、無
くなったところは4施設でした。
委員会の構成では、看護師の人数が最も多く、次
いで医師、検査技師の順でした。

輸血療法委員会の開催頻度は定期的が 80％でし
た。輸血管理料の施設基準を満たすためには開催
回数が、６回以上必要ですが、６回未満の施設が
17％でした。
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輸血療法委員会を設置した理由は指針に記載され
ているからというのが 30％議論の場が必要とい
うのが 26％、輸血管理料取得のためが 23％等が
主な理由でした。検討内容は使用状況、廃棄状況
が 15％、情報伝達・周知が 14％などでした。査
定状況や、アルブミン、自己血は施設で実施状況
が異なっています。

…指針の改定についてですが、知っているが 91％、
知らないが７％でした。H26年度と同程度でした。
改訂の周知については主要な医師までが 32％、
周知されていないが 26％、H26 年度と比較して
周知度が下がったところが 42％とこれからの周
知が必要と思われます。

説明を行い同意書を取得している所は輸血用と分
画 82％、輸血用のみ 17％、輸血用血液製剤で同
意書を取っていない施設はありませんでした。　
輸血専任医師については、専任医師がいるところ
が６％、兼任が 68％、どちらもいないが 26％で
した。
輸血に責任を持つ臨床検査技師についての設問で

は、専任が 13％、兼任が 58％、いないが 29％で
した。

輸血療法についてのマニュアルがあるところが
85％、無い所が 15％でした。H26 年度にマニュ
アルがなく、H29 年度にマニュアルがあったのが
７施設、逆に無くなったところが5施設でした。
管理部門は検査部門が最も多く 66％。　看護部
病棟が 15％でした。

管理体制としては 24 時間体制を取っている所が
65％ですが、時間外などでは看護部門との回答が
多く見られました。
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輸血管理料Ⅰを取得している所が７％、輸血管理
料Ⅱを取得している所が 23％あります。輸血管
理料を取得していないが 67％でした。輸血管理
料Ⅰを取得ししている施設の中で輸血適正使用加
算を取得している所が半分（50％）、管理料Ⅱを
取得ししている施設の中で輸血適正使用加算を取
得している所が 37％でした。
取得できない理由は「専任の輸血責任医師がいな
い。」「専任常勤臨床検査技師がいない。」が多く、
委員会の開催数、一元管理、輸血検査の体制が主
な理由でした。

血液の保管設備は、自記温度記録計と警報装置の
ある血液専用保冷庫を使用している施設が 48％
と最も多いものの、家庭用冷蔵庫を使用している
施設が23％ありました。H26年度報告のアンケー
トと比較し 15％の施設で改善が見られました。

輸血前の患者検体保管について、指針通り冷凍で
2年間を目安に保管している所が 62％、保管し
ていない所が 27％でした。H26 との比較で改善
している所が 14％、悪化している所は３％でし
た。管理簿を 20 年保管している所が 96％、して
いない所が2％でした。

血液製剤の使用量の把握について、年度別のみ把
握している所が 53％、年度別、診療科別共に把
握している所が 37％、把握していない所は７％
でした。廃棄量の把握について、年度別のみ把握
している所が 40％、年度別、診療科別共に把握
している所が 50％、把握していない所は８％で
した。各血液製剤の廃棄について、赤血球が　
51％の施設で廃棄があり、血漿は…16％、血小板
は　9％で廃棄があると回答しています。
輸血の多い施設程、廃棄が “ある ” 傾向でした。
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輸血検査を行っているのは検査技師が 75％、医
師、看護師がそれぞれ３％でした。平成 26 年度
からの比較で、改善されている施設が4％でした。
輸血検査をどこで行っているか、院内が 65％、
専門機関が 27％でした。

血液型の検査方法について、血液型をおもてのみ
しか実施していない施設が4施設ありました。交
差適合試験の方法でスライド上で混和している所
が１施設ありました。

不規則抗体スクリーニングの実施について全ての
患者に院内で実施 40％、全ての患者に専門機関で
35％ですが、実施していないが9％ありました。

今後議題にしたい内容について、輸血副作用が最
も多く、輸血検査、緊急輸血への対応、各医療機
関の輸血療法委員会の活動状況が多い結果となり
ました。

その他要望ご意見では、質問が１件ありました。
H29.9 月に九州厚生局適時調査を受けた時、当
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院は血液製剤使用本数を年度で集計していました
が「年度の集計でなく年単位の集計でしてくださ
い。」との指摘がありましたが年度別ではいけな
いのでしょうか？という内容で、年度で集計して
いる所が多いとは思いますが、国からの調査で年
単位の集計が求められることがありますので、情
報共有ということでお伝えいたします。

まとめです。指針の改定を知らないが８施設あり
ました。血液型をペーパーまたはスライドでおも
てのみ実施　4施設ありました。交差適合試験で
間接抗グロブリン試験を行っていない施設が１施
設ありました。不規則抗体検査を実施していない
のは 11 施設ありました。同意書を全くとってい
ない施設はありませんでした。
適正な輸血を行う上で指針の普及がさらに必要で
す。アンケート未回答の約半数の施設の状況は分
かりません。管理体制ができない施設の回答率が
低くいのではないかと疑われます。どの様に情報
提供していくかが今後の課題です。

以上で報告を終わります。アンケートにご協力あ
りがとうございました。
【司会】どうもありがとうございました。ただ今
の報告につきまして、ご質問等がある方がいらっ
しゃいましたら挙手をお願いします。
【司会】吉武係長どうもありがとうございました。
時間の関係で先に進めたいと思います。
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4．一般演題１
【司会】これから一般演題に入りたいと思います。
座長は大分記念病院副院長　佐藤…昌彦…先生にお
願いいたします。よろしくお願いいたします。
【座長】大分記念病院…佐藤です。よろしくお願い
いたします。活発なご討議お願いしたいと思いま
す。それでは早速、一般演題のご発表に移りたい
と思います。…第１席目「当院における臨床輸血
看護師の役割について」国家公務員共済組合連合
会…新別府病院…看護部…師長…三浦…あずさ先生よろ
しくお願いいたします。

「当院における臨床輸血看護師の役割について」
国家公務員共済組合連合会 新別府病院

 看護部 師長　三浦 あずさ

【演者】当院における私の活動と役割についてご
説明させていただきます。

　当院の紹介からさせていただきます。当院は新
型の救命救急センターで地域支援病院、災害拠点
病院などの機能を持った病床数は 269 床の病院で
す。年間救急患者数は 7,409 件で、輸血は血液内
科がないため少なめですが、RBCが 1,486 単位、
FFPが 236 単位、PCが 370 単位の使用状況です。

　臨床輸血看護師制度が始まった目的として、輸
血に関する正しい知識と的確な輸血看護により、
輸血の安全性の向上に寄与することのできる看護
師の育成ということでしたので、当院でもこの目
的に沿って役割発揮に努めています。

　これは当院の組織図です。責任者の会議があり、
その下に安全管理等部門、機能推進等部門、業務
経営改善等部門と大きく３つに分かれて委員会が
設けられています。その中にも小さな委員会が多
数あります。輸血療法委員会は安全管理等部門に
存在しており、私もこの委員会に属し、その他安
全管理等部門の複数の委員会にもの関わりながら
安全の検討というところで活動しております。看
護部の方も5つの委員会があり、そのなかのセー
フティマネジメント委員会という安全を検討する
ところで、委員長として看護部で検討すべき課題
に取り組んでいます。
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　ここで簡単にですが、平成 16 年からの当院輸
血体制の経緯について説明します。
以前は血液製剤を薬剤科で管理していましたが、
平成 16 年から検査科で一元化管理を開始してお
ります。平成 18 年からタイプ＆スクリーニング
を開始しております。平成 19 年には緊急輸血の
ためのO型 (+) ６単位のみストック開始、定期
のものは発注して使用するという形に変えていっ
ています。平成 20 年から本格的なマニュアルを
作り活動し、平成 22 年には電子カルテを導入し
ましたので、電子カルテでも運用ができるように
ということで一部マニュアルの改訂を行っていま
す。平成 24 年から輸血管理料Ⅱを取るようにし
て、自己血のクロスマッチも開始し、より安全な
輸血が行えるようにしています。平成 25 年には
３か所にあった検査・看護・医療安全の輸血に関
するマニュアルを１つにまとめ、病院用の輸血マ
ニュアルへと変更しました。
　平成 27 年と平成 29 年には安全な輸血管理の視
点で物品購入を行いました。平成 27 年には検査
科にFFP溶解装置の導入、平成 29 年には転院搬
送等もありますので、持ち運び可能な持続温度管
理できる冷蔵庫を導入しました。

　これは過去5年間の当院のインシデント結果で

す。幸いなことに異型血液を輸血するということ
はありませんでしたが、適正な輸血の管理ができ
ず、保存方法が悪くて廃棄になった事例等があり
ました。患者さんの大事に影響するようなリスク
レベルには至らなかったという状況です。

　輸血療法委員会での活動ですが、委員会は月１
回開催され、その中での検討内容としては輸血適
正使用の検討を行っています。適正ではない場合
は、全体への発信を委員長から医局会でおこなっ
てもらい、また電子カルテでのウェブ発信も行っ
ています。その他の検討内容としては、インシデ
ント・アクシデント報告から上がってきたものに
関して、システムの見直しやハード面・ソフト面
の検討を行って全体に発信するという活動を行っ
ています。

　これが購入した器機です。左上の装置が RBC
を温める、FFP も一緒に融解できるということ
で、救命センター・手術室に設置、左下の融解装
置は検査科に置き、FFP を融解し病棟に払い出
すようにしています。右側の器機は昨年導入した
移動式の冷蔵庫で、大量出血・急速投与輸血する
場合や搬送する場合用に購入しました。
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　急速・大量輸血ではなく１パックずつ使用する
場合の搬送バックです。以前、RBCと FFP を一
緒に入れて搬送するというアクシデントがありま
したので、RBC 専用、FFP 専用と記載し区別し
て搬送するようにしています。また、輸血終了後
に輸血パックを捨ててしまった事例がありました
ので、各部署に回収専用のボックスを設け、返却
するようにし、マニュアルの方も追加しました。

　マニュアルの改訂というところでは、根拠の記
載・見やすさを追求して１冊にまとめました。ま
た、平成 20 年から輸血療法委員会がメインになっ
て全体の輸血研修を企画・開催して、皆さんに情
報共有するようにしています。

　次に看護部での活動です。2012 年に私は臨床
輸血看護師を取得し、その後看護部全体のレベル

アップのため、全体研修と新人看護師教育の2本
柱で活動しています。初回のときは全体の看護師
レベルはどの程度であるかを把握する目的で、無
記名で経験年数や部署の確認を行ったうえで、知
識テストを行いました。その結果から、内容を検
討し2時間程度の講義を行っています。これは不
定期で2年に１度くらいのペースで行っていま
す。今年度は３月に開催する予定としています。
新人教育は年に１回2時間程度の研修とし、基礎
知識を講義と実技面で行っています。それが終
わった直後に知識テストとアンケートを行ってい
ます。新人さんからは「だいぶ分かりました」と
いう意見が聞かれましたが、テスト結果からは、
理解までには至っていないという状況でした。そ
のため、翌年にはその結果も踏まえ、内容を一部
変更しました。それでも、根拠を基に理解するこ
とが苦手であると判断し、昨年度の研修は自分達
で考え判断する力がつくように、チーム基盤型の
研修に変更しました。前もって資料を配り予習し
てもらいグループワークを行うようにしました。
事例検討まで含めて行ったところテストの平均点
が約 20 点アップすることができました。予習し
自分達で考えて検討するという行為は、効果が
あったのではないかと考えます。今後も活用して
行こうと思います。

その他、インシデントが発生した場合は医療安
全・検査科と連携し、報告書を提出する前に情報
共有を行い、看護部の毎日の病床連絡会議でどう
いうことが起こったか発信し、情報共有しながら
同様のリスクが発生しないようにタイムリーな伝
達を行っています。マニュアルはありますが、輸
血時の細かな相談事に対しては、電話での対応や
必要に応じて病棟を訪問し指導するようにしてい
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ます。研修や学会にも参加し看護部や委員会の方
で報告・情報共有を行っています。改善が必要な
ハード面などは体制を整えるような活動を行って
います。

　今後の課題として、当院は救急指定病院ですが、
血液内科がないため、輸血件数は少ない状況にあ
ります。そのため、看護師は輸血に関わる頻度が
少なく施行時の不安があります。経験が少なくて
も、安全に輸血療法が行えるように、更なるマニュ
アルの見直しや修正を行って行く事、知識や技術
面での不安を軽減できるよう、臨床に適した研修
を定期的に開催していくことが必要と考えます。
　また、今後は院内だけに留まらず、大分県の臨
床輸血看護師と連携し、「地域での安全な輸血療
法」に向け活動していきたいと思います。本日は
甲斐先生のご講義を楽しみに聞かせていただい
て、参考にしたいと思っております。以上で発表
を終わります。
【座長】ありがとうございました。ただ今のご発
表につきましてフロアの方からご質問　　　　…
　何かありませんでしょうか。非常に活発に仕事
をされてるようにお見受けしましたけれども、あ
りませんか。
【緒方】大分大学の緒方です。非常に有機的な活
動についてご紹介頂きまして大変ありがとうござ
います。感銘しました。1,500 単位ぐらい赤血球
を使っていますので血液の使用量が少ない施設で
はないと思います。細かいところですけれども自
分たちのことも含めて気になり、どうしているの
かと思ったのですが、赤血球の加温の話がありま
したが、これはどのような場合に行っているので
すか。私たちのところでは、基本的にはやらなく
ていいということになっているが、実はルーチン

では温めているのです。
【演者】ご質問ありがとうございます。当院は常
温でよいとマニュアルにも書いていまして、皆さ
んにも伝えています。病棟では基本温めることは
ありません。緊急輸血で大量出血の急速投与する
場合、麻酔科の先生から指示があった場合のみ
行っております。
【緒方】ありがとうございます。
【座長】他にご意見ありませんか。新別府病院に
は認定の臨床輸血看護師は何人いらっしゃいます
か。
【演者】現在は１名です。今年度１名受けて2名
になる予定です。
【座長】１名だと大変だとお見受けしました。そ
れと認定の臨床輸血看護師の制度についての認知
度ですが、看護師仲間での認知度、病院全体の認
知度その辺はいかがでしょうか。
【演者】ここ最近は看護部と全体の研修をする際
にこういう資格を持っている人ということで紹介
してくれるので、認知度が上がっています。全体
的にはそこまではないという感じです。
【座長】ありがとうございました。他にご意見な
いでしょうか。ないようですので、次に移ります。
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一般演題2
【座長】続きまして、第二席です。当院における
大量出血に対する輸血対応：クリオとMTPの導
入について大分大学医学部附属病院輸血部…副部
長　緒方先生よろしくお願いいたします。

「当院における大量出血に対する輸血対応：クリ
オと MTP の導入」
　　大分大学医学部附属病院 
 輸血部 副部長　緒方　正男

【演者】スライドがたくさんありますけれど予定
の 10 分で終わりたいと思います。スピーディー
に行きたいと思いますのでよろしくお願いしま
す。当院における大量出血に対する体制について
示していきたいと思います。…

大量出血患者において輸血療法というのが、救命
のまさに主役となります。外傷で来られた患者さ
んにおいてはその死因の約4割は出血により、そ
の出血による死亡の半数以上は入院後３時間以内
に死亡する。そして適切な輸血療法というのは救

命に大きく寄与できるということが報告されてい
ます。

大量出血で出血性ショックとなった患者さんにお
いては、以前は大量に赤血球を入れて大量に補液
を入れて血圧を早く上げるということが行われて
いましたけれど、これは今ではやってはいけない
蘇生法といわれています。

Damage…Control…Resuscitation というのが提唱
されていて、低血圧は許容する。止血はしっか
り行う。そして、止血を考えて輸血療法を行
うということですね。これはすなわちMassive…
transfusion…protocol（以下MTP）、早期より血漿
製剤を入れてフィブリノゲンを積極的に是正する
ことによって止血能を保つということが必要であ
ると言われています。この輸血療法が有効である
というのは当初は、イラクの野戦病院で示されて
市中病院で検証されています。
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これは、市中病院の結果ですけれど、赤血球 10
単位以上要する外傷患者においては、FFP と
RBC の比率は１：１では死亡率が 26％。１：4
では 87％ということです。FFP を積極的に投与
することで救命率が、極めて大きく向上するとい
うことが示されています。

さらに大規模に調べられています。端的に言え
ば救命センターにおいて FFP の使用が少ない施
設ほど死亡率が多いというもの。積極的に FFP、
血小板を使うことによって救命率が大きく向上す
ることが示されています。このように FFP を投
与することによって救命率が良くなるということ
は、凝固障害ですね。フィブリノゲン値を高く保
つことが有効となるわけですけれど、一旦フィブ
リノゲンが低下している患者さんでは、濃縮製剤
でない FFP では役不足である。理論的には、一
気に上げるには2Lを 15 分で入れる必要がある
ということで、これは不可能であると言われてい
ます。

そういう場合には、海外では濃縮製剤であるクリ
オプレシピテートあるいはフィブリノゲンの濃縮
製剤というのが日常的に使われています。けれど、
国内においては、こちら（クリオプレシピテート）
は薬害エイズ、こちら（フィブリノゲン）は薬害
C型肝炎訴訟を経ていずれも使うことができない
というのが現状となっています。

これは、一昨年ヨーロッパで発表されたガイドラ
インですけれど大量出血患者においては赤血球と
FFP を最初から決められた比で投与を行うとい
うMTPが強く推奨されていますし、フィブリノ
ゲンについては 150 ～ 200mg/dL と非常に高い
数値より低下している場合にはフィブリノゲン濃
縮製剤やクリオプレシピテートを投与することが
強く推奨されています。
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実際アメリカのほうではほとんどの施設でMTP
が導入されています。

では、国内ではどうかというとほとんど浸透して
いません。その大きな理由の一つが、今まで使わ
れていた血液製剤の使用指針も関係があると言わ
れています。これは皆さんも見たことがある図か
と思いますが、古い使用指針に載っていたもので、
出血量が 100％（4～5L）出血して初めて FFP
を入れる。出血量が 150％（６～８L）出血して
初めて血小板を入れる。という風になっているわ
けです。これは、新しい使用指針からは削除され
ています。出血患者においては血小板や FFP を
積極的に投与することが新しいガイドラインで示
されるようになっています。大量出血に対する適
切な輸血療法というのはランダム化コントロール
スタディを行うのが難しいという背景があります
ので、どうするのがベストであるのかまだ、はっ
きりしていません。

しかしながら、そもそも、国内特有の事情、製造
的な問題があって、有効なスタイルのMTPをほ
とんど行うことができない現状があります。すな
わち FFP は国内では凍結保存で、液状保存がで
きませんので、溶かして投与するということでタ
イムラグが大きく発生する。クリオやフィブリノ
ゲンは承認されていませんので、クリオの院内調
整かフィブリノゲンの適応外使用が必要となりま
す。血小板は予約制となりますのでこれは迅速に
投与できないということになります。

絵に描いた餅ということですね。
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私たちの病院でのクリオの導入についての経緯を
示したいと思います。救命救急センターのほうか
ら是非とも開始してほしいといわれました。話を
して勉強していくうちに正にそうだと思うように
なりました。ここから紆余曲折がありました。当
初、どうやって導入するか検討し、臨床試験とし
て導入しようとしたのですけれど、もっと自由に
使わせてほしいという希望が強くありました。医
療行為ということで倫理委員会に申請をしまし
た。倫理委員会では基本的には承認だけれど一部
の委員から血液センターが供給していない製剤を
投与して何かあったらどうするのだと言われまし
た。最終的には病院運営委員会まで話が行きまし
て、そちらで承認されました。ということで約半
年かけて導入することができました。

プロトコールを作って現在はオーダリング画面か
ら普通にほかの製剤と同様にオーダーできるよう
になっています。
体制についてはハンドアウトを参照していただけ
ればと思います。一つ私がこっそり拘ったところ

は出血症状を来し、フィブリノゲン値が 150mg/
dL 以下に低下している症例。つまり、内科でも
使っていいようにしています。私は、血液内科で
すけれど劇症肝炎ですとか、肝不全を呈してフィ
ブリノゲンが低下して出血しているとき、消化管
出血、肺出血を来たしているときはこれが非常に
よく効きます。血液内科でよく使っているのです
けれど、非常に止血がよく感動したことがありま
す。…

このような形で 10 倍濃縮し凍結して保存してい
ますので、溶かすのも短期間、投与も短期間で可
能となります。クリオ製剤の濃度を示しています。
大体製剤の中に 1000mg/dL くらいに濃縮されて
います。

…これは実際に投与した初期の症例です。投与し
て 30 分くらいで再チェックしますと、フィブリ
ノゲンが大体 100mg/dL くらい程度の上昇がみ
られています。
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私が最も感動した症例ですけれど、常位胎盤早期
剥離 30 歳女性で、5000cc 出血でヘリで来られた
方です。子宮内胎児死亡、来られた時はフィブリ
ノゲン 29mg/dL で採血したところから永遠に出
血が止まらないくらいの状態です。
クリオを使ったらすぐ血が止まって、さらに追加
投与してこの患者さんは後遺症なく救命されてい
ます。これは、クリオがなかったら救命できなかっ
た可能性があるのではないかと思います。という
ことでクリオの導入は、いい事をしたのかなと自
分でも思いました。引き続いて救命の先生と色々
と話をしている中で、やっぱりMTPに取り組ん
でいくべきだろうと輸血部の中から提案を行いま
して、救命の先生が後押しをしてくれて、手術部
の外科の先生とも相談をしながら輸血療法委員会
を窓口にして行うこととしました。

これについて最も参考としたのは、輸血の先進国
とされているオーストラリアの血液センターが示
しているテンプレートです。MTPを行うとなっ
た場合には赤血球4単位、FFP 2単位、少ない
かなと印象がありますけれど、海外では１単位
の量が違いますので、日本でいえば赤血球 10 単
位 FFP5単位くらいをセットとして投与を行う。
そして血小板、トラネキサム酸そしてクリオプレ
シピテートというのが記載されています。



－ 58 －

いろんな対応が書かれています。低体温は避ける。
先ほど話がありましたけれど大量出血の時には積
極的に温める必要があります。晶質液は制限する。
ラクテックなどは全開にしないほうがいいという
ことです。低血圧は許容する。ヘモグロビン値に
よって輸血を決めてはいけない。こういうデータ
があったらこういう風に追加投与を行いなさいと
いうことが示されています。そのほか微妙な差は
あってもいろんな施設でMTPが導入されている
ことが確認することができます。

そういうものを得ながら、私たちもこういう案を
作って、いろんな意見を受けて修正作業を行いま
した。デザインが悪いからもっときれいにしろと
か、再評価をどうしたらいいかとか、血小板を
20 単位入れてもいいのじゃないか、いやそれは
エビデンスがないとか、そういうやり取りをして
いって最終的にこういう案を作りました。

搬入前、血圧低下、ショックインデックス明らか
な出血、末梢循環不全を示すようなアシドーシス、
バイタル異常、その他の状況。産科では、産科危
機的出血ガイドラインに示す状況。こういうのが
あった場合にMTPを決定する。この場合、赤血
球はＯ型を 10 単位、FFP はＡＢ型８単位をパッ
クとしてルーチンで投与する。オプションとして
血小板とクリオです。ただここに書いていますと
おり FFP は溶かすのに時間がかかります。どう
してもすぐに入れたいときはすぐにクリオを要求
してくれという風にしています。クリオであれば
10 分で提供することができます。そして、クロ
スマッチ、血液検査はしっかり行って、こういう
数値を目標としていって、それぞれ血小板がどう
だったらこう、ＰＴが低下していたらＦＦＰ、フィ
ブリノゲンが下がっていたら追加していってくだ
さいというような状況を示しています。これを実
際運用しているわけですけれど、アウトカムはま
だ見れていませんので、今後見ていきたいと思っ
ています。
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クリオは極めて有効でした。MTPは大量出血の
救命に大きく貢献できると考えられていることで
私たちのところでは輸血療法委員会を活用し開始
した。国内の輸血体制では制度上の問題があって、
日赤の方にも今後頑張ってほしいと思うのですけ
れど、現状では、海外のMTPをそのまま導入す
ることができない。（ＦＦＰの早期の投与、フィ
ブリノゲンの効果的な投与法、血小板など）ただ、
それぞれ補足手段をそれぞれの施設の状況によっ
て克服していく必要があると思いました。

【座長】ありがとうございました。只今のご発表
について何かご質問等ありませんでしょうか。
【末岡】緒方先生ありがとうございました。私た
ちも先生方の取り組みにすごく注目していて、う
ちにも導入したいとずっと思っていて今日は参考
になりました。一つ聞きたいのは実際に危機的出
血になりMTPが実際に活きる時は、本当に急な
時が多くて産科危機的出血もそうですが、ＦＦＰ
をそのまま溶かすような余裕のない場面が多いの
で、実際にやろうとしたらクリオで最初から行く
方が有効かなと思うのですが、先生方はどれくら
いクリオを用意していますか。
【演者】たくさん用意しています。最初はＡＢ型
だけ用意していたのですが、使用量が多くてＡＢ
型の血漿が減っていくということで、すべての血
液型を準備するようにしています。
【立川】３パックが2セットです。（FFP 4単位
３本を１セット）
【演者】FFPは溶かすのに時間がかかりますので
ただちに使うことができない。しかし、クリオは
濃縮製剤で溶かすのに5から 10 分で渡すことが
できます。FFP をすぐに投与できないデメリッ
トをカバーできると思っています。
【末岡】うちは、ＡＢ型をおそらく６本ストック
して、予定の手術等で依頼があったら、適合のク
リオを用意しているのですが、各３パックで足り
ますか。
【演者】ＡＢ型の血漿が不足すると日赤の方から
言われて各型用意していったのですが、たぶんそ
の数字は厳しいかと思います。理由として内科も
使っているからというのがあると思います。

【末岡】ありがとうございます。
【座長】ほかにご意見ないでしょうか。
先ほど産科の例を出していただいたのですが、実
際にＭＴＰで今までオーダーがあった数はどれく
らいでしょうか。
【演者】すみません、実は把握していません。最
近はそんなに多くないと思います。
【座長】クリオは何もＭＴＰの中で使うだけじゃ
なくて単独で使用もされるということですね。ク
リオの中にはフォンビルブランド因子などほかの
因子も含まれるのでフィブリノゲン製剤よりもい
いような感じも受けます。
【演者】FFP を 1500cc 入れるのがクリオ 150cc
入れることで済むということになるのでボリュー
ム的にもかなりいいです。
【座長】FFP が入りすぎると TACO だとか、
TRALI だとかそういう問題もあるでしょうから、
それを考えるとこれは非常にいい方法だと思いま
す。ほかにご意見ないでしょうか。先生ありがと
うございました。それではこれで、一般演題を終
わります。
【司会】佐藤先生ありがとうございました。それ
では約 10 分の休憩をはさみまして、14 時 55 分
から特別公演を始めたいと思います。それまで休
憩時間といたします。
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5．特別講演　１　
【司会】それでは特別講演に入りたいと思います。
特別講演１の座長は大分県看護協会…寺沢…副会長
様にお願いします。よろしくお願いいたします。
【座長】特別講演１の座長を務めます大分県看護
協会副会長の寺沢と申します。どうぞよろしくお
願いいたします。まず、講師の先生のご紹介をさ
せていただきます。先生は福岡大学病院…看護部
外来主任の甲斐…純美先生です。先生は学会認定・
臨床輸血看護師、学会認定・自己血輸血看護師と
して、福岡県合同輸血療法委員会　看護師部会　
代表世話人としてご活躍されております。本日は
テーマ「福岡県合同輸血療法委員会看護師部会の
活動について」ご講演いただきます。先生、どう
ぞよろしくお願いいたします。

「福岡県合同輸血療法委員会看護師部会の活動に
ついて」
　　福岡大学病院 看護部 外来主任
　　　　　福岡県合同輸血療法委員会　
　　　　　看護師部会代表世話人 　甲斐 純美

【演者】ありがとうございます。皆さんこんにち
は、甲斐と申します。よろしくお願いいたしま
す。私の自己紹介みたいな形になりますが、私は
臨床輸血看護師を取得しまして今年が更新の年に
なっております。最初は自分の部署の身の回りの
ことから始めまして、少しずつ輸血部長の熊川先
生の後押しもあって、院外の活動へというところ
で今働きかけをしています。福岡県の看護師部会
も活動が今年で３年目になりまして、最初は9人
の看護師から始めたところから、現在のところは
11 月の調べでは 91 人程の臨床輸血、自己血輸血、

アフェレーシス看護師の方がいらっしゃるのです
が、40 名程の方が定例会や研修会に参加してい
ただいて、メールの交換などをする形で活動を続
けていっているところです。発表の中で、学会認
定看護師ということで言わせていただきますけれ
ども、これは３つの種類の看護師の総称でお話を
進めていきたいと思いますのでよろしくお願いし
ます。

本日の内容は、看護師部会設立の経緯、活動の内
容紹介、今後の課題についてお話をさせていただ
きたいと思っております。

看護師部会設立の経緯ですけれども、看護師の輸
血の教育は院内・看護協会主催等でも輸血を取り
上げた研修は非常に少なく、学会認定看護師取得
後も実業務に携わりながら自己研鑽で知識と技術
を高めていく環境にあります。それは非常に所属
施設や個人によっても様々であると思っておりま
す。安全で適正な輸血医療の提供に向けて学会認
定看護師の研修会などを企画し、更なる知識、実
践力の向上を図ること、そして看護師間のネット
ワークを構築し、情報交換ができることを目的に
立ち上げを行いました。
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福岡県の看護師部会の特徴は３つあるということ
でお話させていただきます。
１つ目が、福岡県は4地区の機関病院の看護師を
世話人として、4名の世話人が中心的な役割を
とって地域のネットワークを繋ぐ体制を取るよう
にしております。
2つ目が、看護師が活動を継続するには、所属施
設の理解がなければ個人の思いでは続けていくこ
とはできません。福岡県の合同輸血療法委員会事
務局が活動のサポーターとなっていただいており
ます。所属施設での公文書の依頼や研修会会場は
福岡県赤十字血液センターで企画の段階から準備
そして運営まで支援をいただくようになっており
ます。
３つ目は、活動の原動力は私たちのモチベーショ
ンに関連するところかと思うのですが、多職種か
らなるタスクフォースのメンバーに看護師の方も
参画いたしまして、医師、臨床検査技師と共同で
研修会を企画する、参加を通していくことで各職
種の専門的役割の総合理解に繋がっていっている
のではないかと思います。看護師部会の活動を所
属施設へ還元していくことができれば、支援を得
やすい環境に変わっていくのではないかと思い、
この３つを大切にして活動しております。

活動の内容です。設立の当初は、学会認定看護師
連絡会の名前でスタートいたしましたが、現在は
看護師部会として名前を変更し、定例会を８月、
臨時の会を年に１回ほど開催しております。2015
年に合同輸血療法委員会で中小規模医療施設輸血
実施体制への支援として多職種からなるタスク
フォースが結成されました。200 床未満さらに半
数以上は 100 床未満規模の病院の輸血管理、実施
体制に関するアンケート調査結果より看護師が輸
血の発注、検査、実施の広い範囲で関わっている
ことが分かりました。輸血の安全性を向上させる
ためには、看護師教育の強化が課題と考え、翌年
にはタスクフォースに学会認定看護師を増員し、
３名となりました。タスクフォースメンバーの看
護師がイニシアティブをとる形で第１回の学会認
定看護師ブラッシュアップセミナーを 2016 年は
開催いたしました。
昨年度までは福岡県赤十字血液センターが主催で
中小規模医療施設の看護師研修会を開催しており
ましたが、今年からはタスクフォースでそれを引
き継ぐ形をとりました。できるだけ多くの施設の
方に参加してもらって、各地区の学会認定看護師
がリーダーシップをとっていくことを目的に福
岡・北九州地区で研修会を開催し、福岡では 116
名、北九州地区では 52 名の参加がありました。
2月には、学会認定看護師ブラッシュアップセミ
ナーの2回目を考えております。
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看護師部会の定例会で意見交換をした際に知識と
実践力をみがいて即戦力として活動されている方
も多かったですけれども、やはり皆さんの中には
自信がないという気持ちを持っていることが非常
によく分かりました。
そこで第１回学会認定看護師ブラッシュアップセ
ミナーを平成 28 年の 11 月に開催いたしました。
22 名の看護師が参加、タスクフォースより医師
が2名、臨床検査技師が１名、事務局が担当する
研修内容で行いました。セミナーの会費は徴収し
ておりませんが、ドーナツやお茶を差し入れする
などして、堅苦しい雰囲気ではなく、気軽に話が
できる雰囲気を大切にしたいというところと、参
加したことで仲間ができて情報交換して色々なこ
とを持ち帰ることができるという効果も期待して
行いました。

少し研修内容を紹介したいと思います。
１つ目は、タスクフォースの委員長でもあります
久留米大学病院の大﨑浩一先生より中小規模医療
施設のアンケート結果をもとに福岡県における輸
血医療の実態把握と今後の課題について講義をし
ていただきました。看護師の業務が発注から血液

製剤の保管、管理、輸血検査の分野にまで関わ
り、看護師の業務比重が非常に高いという現状を
知ることができました。アンケート結果からも学
会認定看護師への期待とニーズを把握したところ
です。

2つ目は学会認定看護師としての活動について
は、福岡大学病院の新人教育、新採用者研修の内
容を紹介いたしました。参加者の実態についてア
ンケート調査を講義前にさせていただいておりま
したので、その結果を踏まえながら意見交換の時
間も持つようにしました。内容としては、学会認
定看護師取得後から取得後の各施設の支援の状況
であったり、各自の活動の状況、抱える問題など
報告し合いました。その中でも福岡県内の施設が
活用できるマニュアルのようなものがあれば、各
施設の実施体制が標準化できるのではないかなど
という意見もありました。

３つ目は血液センターからのお知らせとして、輸
血時での判断と実践の根拠を学びたいという看護
師の要望が強くありましたので、福岡県赤十字血
液センターの臨床検査技師の小田秀隆先生に講義
をお願いしました。具体的事例で困ったこと、そ
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の時の判断はどうすればよかったのか、血液セン
ター宛によくある質問など、また血液センターか
ら反対に皆さんに知ってほしいことなどお話を聞
くことができました。

4つ目は血液センターの開催ということもあり、
施設見学も事務局の方で企画していただきまし
た。血液製剤の保管、供給までの情報、血液セン
ター間や各医療施設との連携について学ぶことが
できました。ちょうど研修の１週間ほど前に博多
駅前の道路陥没事故が起きたこともあって大規模
災害が起きた場合のことなど話題にしながら見学
をいたしました。私たちが輸血を受領するまでの
過程を知ることで安全で適正な輸血を実施するこ
との責任というものを実習で感じたところです。

事前にとりましたブラッシュアップセミナーのア
ンケート結果の中身を少し紹介したいと思いま
す。回答は 22 名の方からになります。

こちらは参加者の所属部署になります。

こちらは学会認定取得の方の内訳になります。

輸血療法委員会に出席していますか、ということ
で 10 名の方が出席をされていました。中にはメ
ンバーは院内で決められているので、入れないと
いう施設もありました。
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所属部署で輸血療法の実施に関わる頻度はいうと
ころでは、週に数回程度が６割ぐらいありました
けれども３割はなしとの結果でした。

関わりなしの理由としては、所属部署では輸血を
しない、看護管理者、相談役として関わるという
ことが理由でした。取得後の配置転換で関わる機
会がなくなったことや管理者として実践より医療
安全や育成で関わっているという方もいらっしゃ
いました。

所属部署で学会認定看護師として活動をしているか
というところでは、多くの方が活動されていたり、
これから予定しているという結果になりました。

所属部署以外で学会認定看護師として活動をして
いるかというところでは、所属部署以外では周知
をされていないので活動しづらいという意見もあ
りましたが、自ら他部署への実践の確認であった
り、相談の対応、インシデントの対応、輸血部の
ミーティングに参加するなど活動の場を広げてい
る方もいらっしゃいました。

こちらは活動の内容になります。主にマニュアル
の整備、輸血療法委員会の活動、教育関連になり
ます。中にはインシデント報告への対応は学会認
定看護師が現場のスタッフといっしょに事例を振
り返ることができるということで、かなり効果が
出ているというお話もありました。
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看護部や上司の学会認定看護師の役割支持に対し
満足していますかというこの質問が一番盛り上
がった部分ではあったのですが、不満足が半数ほ
どありました。理由は上司が役割を理解していな
いため院内外の活動を支持してもらえない。配置
転換を考慮してもらえないというものです。反対
に満足しているという方は、複数の学会認定看護
師取得を進めてもらえている。院外の活動を勤務
として認めていただいているというところであっ
たり、院内外での役割をすごく支持的に示してく
れる姿勢を感じるとか、自由に意見を言ったら取
り入れていただいて病院での活動ができていると
いう感想があがっていました。また貯血式自己血
輸血管理体制加算の要件に伴って、配置や物品購
入などの意見が反映されるようになったという診
療報酬の関係が非常に大きいということも感じら
れました。上司に対しては、医師からの推薦であっ
たり、公文書としての働きかけがあれば、もっと
活動を後押ししてもらえると感じている方が多く
見られました。

こちらは自由意見になります。自由意見の中では
インシデント報告があることは意味があるため、

事例を分析することで、事例から学び、各施設に
持ち帰りたいという意見も聞かれました。ブラッ
シュアップセミナーでの意見交換は看護師部会の
活動も示唆する内容も多くあり、私たちとしても
参考となりました。

次に今年度の看護師研修会を紹介させていただき
ます。
9月、…10 月、…11 月の３回、福岡県筑後地区は福
岡県赤十字血液センターで、北九州市・筑豊地区
は北九州の事業所に集約するような形2か所で研
修会を開催いたしました。看護師が担当する講義
内容は地区間で統一できるよう担当者会で調整を
行いまして基本的な知識、実践に関する内容のも
のにしました。これは標準化したマニュアルがあ
ればという意見も含めて、標準的な教育資料とし
て県内でも学会認定看護師が活用できることを視
野に入れて作成していこうということで資料を
作っていきました。写真の風景は貯血式自己血輸
血研修の実技風景になります。会場の準備や必要
物品も血液センターの方に協力をいただいて開催
することができました。

この研修に関しては、アンケートの結果をもとに



－ 66 －

少し参加者の方の評価をお伝えしたいと思いま
す。アンケートの内容は福岡地区開催の分となり
ます。9月の貯血式自己血輸血研修と 10 月の輸
血療法の研修のアンケート結果よりお話いたしま
す。

貯血式自己血輸血の研修のアンケート結果です
が、整形外科単科の病院の方であったり、外来所
属の方が多く参加されておりました。意見交換の
際にも日本自己血輸血学会の貯血式自己血輸血実
施指針を知らなかった方がいたり、基準がないの
でこれでよいのか不安に感じていたなど、根拠が
分かってよかったなどの意見がありました。研修
参加の動機としては、自己研鑽や興味・関心で参
加された方が多く見られておりました。

内容については自己血貯血の現状課題として、わ
が国における自己血輸血の現状を久留米大学病院
の大﨑先生よりお話をしていただきました。貯血
の実際については福岡大学病院の実施を紹介いた
しました。他施設の実施を知ることで自施設を振
り返る機会になったという意見であったり、また
は反対に自己血に限ったことでありますが、輸血
全般のことをもっと知りたかったなどという反応

もありました。

検査技師と看護師の相互理解として久留米大学医
療センター…臨床検査技師…天本…貴広…先生に採血
後の保管管理・輸血検査についてお話がありまし
た。輸血における検査技師の役割、安全な輸血の
ための保管管理については、初めて聞かれる内容
もあったかと思います。私たち学会認定看護師の
学びにもなりました。採血の実技は消毒と穿刺の
模擬体験を全員が経験できるように時間を持ちま
した。ここでは、日々実践している学会認定自己
血輸血看護師とアフェレーシスナースの方に実技
を担当していただきました。細かい疑問を解決し
ながら各施設の状況でどのような実施が指針に基
づいた実施になるのかというところで意見交換し
ながら、実施をいたしました。

ここからは輸血療法の研修会のアンケート結果に
なります。
勤務上、上司の指示での参加は院内の輸血研修の
機会が非常に少ないということもあるということ
でした。外来、病棟、手術室、救急部の方が参加
されておりました。
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研修会の内容については、医療機関における輸血
の実際は九州大学病院の看護師…阿部…共美が輸血
の基礎的知識・実践について話をいたしました。
看護師の実践に沿った話は明日からでも実践に活
用できるのではないかという評価がありました。
インシデント事例から学ぶことに関しては九州大
学病院の平安山…知子先生より自施設の事例も含
みながら実践的な講義をしていただきました。よ
くあるという身近な事例もあり、非常にこれは好
評でした。どちらも実践的な現場の内容に関心が
非常に高かったことを感じました。

臨床検査室から見た要望として、久留米大学病院…
臨床検査技師…江頭…弘一先生より講義もしていた
だきました。臨床よりよくある質問をQ＆Aの
方式で講義をしていただきました。

こちらはアンケートの自由記載になります。自己
血の問診票が知りたい。リスクマネジメントが
もっと知りたい。筆記するテーブルを準備してい
なかったのでかなり皆さん熱心に書いていただい
ていたので、次からはその辺のことも懸案事項と
して、会場作りとして考えようと思いました。そ
して参加された方が輸血はチーム医療であること
を理解して、明日からでも実践できると持ち帰れ
ることがとても大事ということ、今までの基準や
手順を見直すという結果になっていたり、指針に
基づいて各施設の状況に即した体制が整備すると
いう考えになっていければということをこの自由
意見から感じました。
今回の３回行いました研修会の振り返りに関して
は、2月の第2回のブラッシュアップセミナーを
開催しますので、その時に総評する予定にしてお
ります。

今後の課題ですが、３つ今考えております。
１つ目は、設立の当初は学会認定看護師のネット
ワークを構築するというところでメールリストな
どを使って情報交換、学習会の企画を考えており
ましたが３年間の活動をとおしてみると多職種と
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の専門性も相互理解が図れて、看護師はベットサ
イドで患者に安全な輸血を実施すること、そして
患者参画における患者の理解者として貢献しなけ
ればならないことに再認識いたしました。職種間
のネットワーク、県内施設とのネットワークも今
後は考えていきたいと思っています。
2つ目は、合同療法委員会のバックアップ、所属
施設の周知につながっているような気がしていま
す。活動がしやすい環境に変わってきていますの
で、今後も定例会や臨時会などを継続して行い、
学会認定看護師が施設に習ったことを還元するこ
とのシステムができていければ非常に支援を施設
の方からも得られるのではないかと思い、ここは
継続していきたいと思っております。
そして３つ目は、人材育成になりますが、学会認
定看護師の更新や後継者の育成に関連したことを
考えていかなければならないと思っております。
安全な輸血を定着させるためにも看護師部会でこ
のあたりをどうしていくかを課題に話し合って行
きたいというところを考えています。
看護師の方も現在医療制度の変遷であったり、診
療報酬改定に伴って非常に多重課題の中で勤務し
ています。看護師部会の活動に参加した方が前向
きに元気になってもらえる会にする。これが私た
ち福岡県看護師部会のハートとするというところ
で、世話人で活動を行っております。このような
形で大分県にも来させていただいて、他県の方と
も交流することも非常に大切な機会と思っており
ますので、今後ともよろしくお願いいたします。
以上になります。
【座長】甲斐先生どうもありがとうございました。
看護師部会の活動について、とても具体的にお話
していただきました。フロアの方から何かご質問
はございませんでしょうか。
【末岡】ありがとうございます。とても認定看護
師さんたちが心強く、勇気付けられるような活動
内容だったと思います。私もアフェレーシスナー
スの認定に関わっているのですが、そのときに問
題になっていたのがやはり、配置換え等でせっか
く取ったキャリアが継続できないということがい
つも問題になってそのためにはどうしたらいいの
かということが認定の委員会の中では解決できな

いところがあって、今回のような活動をとおして
実際に考えられている取り組みとか方向性があれ
ば教えてください。
【演者】ありがとうございます。配置転換、看護
師は看護部として人員調整されていきますので、
どれだけ病院にとって必要な人かというところを
アピールしないといけないと思っております。い
ろいろな知識があっても実際どう行動してよいか
分からないし、行動するための勇気、その辺を看
護師部会の方でベースとなるスライドを作ってい
けたら、ハイと一返事で研修会や教育に携わるこ
とができると思われます。悩みがあったり、基準
の改訂によく関わられるみたいですけれども、そ
ういう時はネットワークをとおしてまず他院の情
報とかを自分の固定的な観念ではなく、福岡では
こういう事もやっているというアピールを看護部
であったり、そういう委員会の中であったり、も
う少し視野を広げていく、本当に積み重ねみたい
なところですけれども、そういうところにサポー
トしていけたらいいなと思います。あとはおそら
くチーム医療ということで今後、管理体制の方も
看護師が入らないと、という形になってくるとい
うことを強く言っていこうというところを看護師
部会の方ではアピールの一つと考えています。
【末岡】ありがとうございます。チーム医療加算
が付いたら、もっとアピールできるでしょうし、
やはり病院の方にアピールするためにはトップダ
ウン的に病院長であったり、緒方先生のように
リーダーシップをもった方が働きかけるのが大事
だろうと思います。看護協会のご理解とサポート
も是非いただいた方がよいと思いますのでよろし
くお願いします。
【座長】看護協会も頑張っておりますが、福岡県
看護協会はどのような関わりをしていただいてい
ますか。
【演者】実際に看護協会と何かということではな
いのですが、看護協会の認定看護師は非常に認め
られているのですが、学会認定看護師の入り具合
が難しいところです。事務局の方から今こういう
形で動きたいということで、まず了承、承諾を得
て、事務局を中心として看護師がチームをつくっ
て県内を動くというところで承認をいただいてお
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ります。合同療法委員会にも看護協会にも来てい
ただいておりますので、そこで活動報告をさせて
いただいております。
【座長】ありがとうございます。他にご質問はご
ざいませんでしょうか。よろしいでしょうか。こ
れから大分県の輸血看護師も看護師のワーキング
グループを立ち上げて活動を始めようとしている
ところです。今日の先生のご講演を聞かせていた
だいて先生から後押しされたようで、とても勇気
が湧いてきました。これからも頑張って行きたい
と思います。甲斐先生、貴重なご講演大変ありが
とうございました。今一度皆さま、拍手をお願い
致します。
【司会】寺沢副会長、ありがとうございました。
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６．特別講演2
【司会】続きまして特別講演2に移りたいと思い
ます。座長は大分大学医学部附属病院　緒方先生
にお願いいたします。
【座長】それでは引き続いて特別講演2に移りま
す。座長の緒方です。特別講演の講師の先生は佐
賀大学医学部付属病院輸血部長の末岡栄三朗先生
です。簡単に先生のご略歴をご紹介したいと思い
ます。先生は 1984 年に佐賀医科大学をご卒業さ
れまして、その後国立がんセンター研究員、そし
て埼玉県立がんセンター主任研究員を経まして、
2003 年に佐賀大学に戻られまして、2011 年には
輸血部の部長、2013 年には臨床検査医学講座の
教授、そして 2015 年には臨床研究センター研究
部門長に就任されています。多くの仕事を兼任さ
れていまして、メディカル・イノベーション研究
所長、病院長特別補佐、バイオバンクセンター長
その他歴任されています。学会も非常に多岐にわ
たりまして輸血学会の方も輸血細胞治療学会評議
員、認定医を取得されています。日本医療研究
開発機構（AMED）課題評価委員また、先程お
話いたしましたように科学的根拠に基づく赤血球
製剤の使用ガイドラインの作成メンバーを務めら
れています。本日は、血液製剤の使用指針の昨年
10 年ぶりに行われた改訂についてお話をいただ
くこととなっています。それでは、先生どうぞよ
ろしくお願いします。

「血液製剤の使用指針について」
　佐賀大学医学部附属病院
  輸血部長　　末岡 榮三朗
【演者】皆さんこんにちは、緒方先生丁寧なご紹
介ありがとうございました。この話は、何カ所か
でお話していますので、もう聞いたという方もい
らっしゃるかもしれませんが、今日は、血液製剤
の使用指針の改定の個別の一つ一つをお話しする
つもりはありません。

これは、話し始めたらきりがないのですが、その
背景となったこと、それから実際にどのような形
でこれが作られてきたか、方向性、それを実践す
るためにはどういう風に考えていかなければいけ
ないのか、そういったところをお話しできたらと
思います。

今日のお話の内容ですが、輸血医療の基本的な考
え方とありますが、私が実際に今、学生あるいは
研修医に最初にお話しするとき、基本的な輸血の
考え方をまず身に着けて、それから実際の医療に、
あるいは実際の診療に臨んでくださいと言ってい
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ますが、そういう話の内容です。ガイドラインの
基本となったエビデンス、それから結果として出
てきたガイドラインの中身、私は赤血球の輸血ガ
イドラインの方に絡んで、緒方先生は血小板の方
に絡んでらっしゃいますので、今日は、赤血球の
方を中心に策定作業の実際をご紹介したいと思い
ます。それを実際に実践するに向けて、必要なこ
とを少し考えます。それから、私は PBM…（patient…
blood…management）にもかかわっていますので、
それとガイドラインがどのように関わってくるの
か、その二つがどのように両輪として走っていく
のかということを少し紹介します。ガイドライン
を実践するために支える基盤、あるいは活動が必
要となってくるだろうとなってくると思いますの
で最後に紹介させていただきます。

これは先輩から頂いたスライドですが、輸血が完
全に安全であれば輸血を制限する理由はないとい
う Howard…L．Corwin という方が言われた言葉
なのですが、基本的に私たちが医者になった時、
あるいは医学生の時に輸血というのは、患者さん
の命を助けるものであって、非常に有効だよとい
うこということは、現場、現場で理解しました。
そういうイメージが輸血に対して一番強かったと
思いますが、その一方で輸血が持つもう一方のネ
ガティブな面ということに関しては、なかなか知
らないまま臨床に臨むということの可能性が高い
ということを実際に感じてきました。そういう意
味で６年生の実習、新研修医となった時の最初の
１週間くらいの教育、そういったところの場面で、
私たちは学生さんや研修医にこういったことをお
話しします。…

輸血の前に考えましょう。同種輸血というのは非
自己の体内への注入であることをしっかり認識し
よう。非自己でありますからいろんな免疫反応
や、いろんな体の中の個人個人で違う反応が起こ
り得るということを、しっかり認識して輸血をし
ましょう。輸血の適合性をチェックするというの
は当たり前であって、日常でクロスマッチであっ
たり血液型の判定としてされてますし、私たちの
ような場所、電子カルテが動いている場所では
ルーチンワークとして動いているのですが、適合
性をチェックするのは当然の基本であり、少しで
もチェックする行為が甘くなったら非常に危険な
ことが起こるということを強く認識してほしいと
思っています。それから、適合性を確認した後、
これも先ほどの非自己に関係するのですが、個々
の患者さんで様々な反応を起こします。これは予
測不能であるということをまず認識しましょう。
予測不能なのですがどういったことが起こるかと
いうことはきちんと理解をして臨みましょう。理解
がないことには対応ができないということになりま
す。意識的に観察するということの重要性も言って
います。私たちが医者になった時に、大先輩から強
く叩き込まれたのは、目の前にいる患者さんをどれ
だけ意識的に観察するか、一つ一つの観察という行
為をきちんと一つ一つ捉えていかないと、その患者
さんが一生懸命発信しているサインを見逃してしま
うということで、観察ということを非常に強く叩き
込まれました。これは今の研修医の人たちあるいは
若い先生方に少し欠けている部分ではないかと思っ
ています。観察という行為の重要性を若い人たちに
理解してほしいと思います。副作用情報を共有しよ
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う。全国で取り組みがされていますが、実は結構副
作用情報というのは共有されていない現状がありま
す。少なくともうちの大学病院ではそういう状況が
あります。起こったことをきちんとみんなのスタッ
フで理解し共有し、次からこういうことがどのよう
に防げるのか、あるいは起こったらどのようにみん
なで対応するのかということも共有しようと考えて
います。

そのような輸血が持つ利点と、もう一つの問題点
を理解した上で、輸血をどのように適正に行うか、
安全に行うかということを推進するためにこの輸
血に関するガイドラインの策定というのが行われ
ています。
先ほども紹介がありましたが 1999 年厚生労働省
の方から血液製剤の使用指針が策定されました。
その後改訂を重ねて 2016 年に一部改定がされて
いますが、一方で日本輸血細胞治療学会のガイド
ライン小委員会が発足し、それぞれのグループが
ガイドラインを改定するためのいろいろな作業を
されています。取りまとめの中心となったのは名
古屋大学の松下先生です。製剤使用の指針グルー
プのまとめ役は奈良県立医大の松本先生、輸血実
施指針グループのまとめ役は日本輸血・細胞治療
学会の室井先生という形になっています。…

今日はこちらの方ですが、ガイドラインの策定に
関しましては大量輸血に伴うもの、それから血小
板、FFP、アルブミン等それぞれのグループがそ
れぞれ活動しています。ここにいらっしゃいます
緒方先生は血小板の使用ガイドラインの改定のメ
ンバーで活動されてきました。そのようなガイド
ラインがどのような方向性で実際に活動してきた
かということですが、今回のガイドラインのコン
セプトで重要なことはエビデンスに基づいた推奨
レベルを設定しよう。これまでのガイドラインで
は推奨レベルの設定まではいっていませんでした
ので、それを設定しようというのが大きなもので
す。輸血が命を助ける、あるいは有効なことは間
違いないのですが、一方、非制限的に輸血を行う
ということが、きちんと基準を決めて制限的に無
駄な輸血をしないという行為と比べた時に、患者
さんにとってネガティブであるということがどん
どん論文で報告されているのでそういうところを
基本的な考え方としてガイドラインを作っていこ
うというのが背景にあります。



－ 73 －

ガイドライン策定の作業ですが、Minds 診療ガイ
ドライン作成のプロトコルで行われました。クリ
ニカルクエスチョンをまず設定します。赤血球の
ガイドラインだったら、どのような臨床の現場で
どのような問題点をまず基準として決定しないと
いけないのかというクリニカルクエスチョンを設
定する作業がとても大事になります。その次にエ
ビデンスを収集するために 2013 年から作業が始
まるわけですが、1995 年から 2014 年の 10 年間
における赤血球輸血に関する国内外のクリニカル
クエスチョンに関連する論文を全部集めましょう
ということで 9,345 件の論文が収集されました。
その中で絞って、絞って 978 件が一次選択されま
した。それぞれの検索した論文に従ってクリニカ
ルクエスチョンそれぞれの必要なものを推奨レベ
ル、エビデンスレベルということでプロトコルに
従って決定しました。いろんな論文のソースがあ
りますが、文献検索で最初のスクリーニングでい
くつ、最終的にこれだけ残ったというのがここに
あります。このような作業を終えて最終的には推
奨の強さを１，2、エビデンスの強さをＡ、Ｂ、Ｃ、
Ｄという形で策定したということです。

変更点の主なところです。
先ほど言ったように推奨の強さとエビデンスレベ
ルの強さ、これがエビデンスに基づくガイドライ
ンの基本となりますが、もう一方でトリガー値と
いうのを明記したことが今回のガイドラインの大
きなポイントでもあります。このトリガー値とい
うのは、これぐらいの値になったら輸血を考えま
しょうという意味で、もう一方で目標値というの
があります。目標値というのはこの数値を維持す

るために輸血をしましょうという考え方で、この
両方の考え方が今回のガイドラインでは採用され
ています。赤血球の方ではトリガー値がほとんど
基準になっています。一方血小板の方は確か目標
値が基本となっているのではないかと思いますが
いかがですか。確か、「維持するように」という
表記があったかと。( 緒方 ) そうですね、その日
にすぐ血小板が手に入らないことがあるというこ
とで、トリガー値を設定するのは日本では馴染ま
ないという意見が出ました。(末岡 )そういった
ことで、製剤によって少し考え方が違いますが、
少なくとも赤血球製剤はトリガー値が基本となっ
ています。最も大きな背景的に全部のガイドライ
ンに共通するのは、推奨の強さ、エビデンスレベ
ルの強さを基本にしたということです。トリガー
値であろうと目標値であろうと数値をきちんとエ
ビデンスに基づいた形で表記したことも大きな違
いだろうと思います。…

そういった形の中でガイドラインができ、今度、
ガイドラインを基に使用指針が改定されたという
形になります。
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ここからは少し個別あるいは具体的になります
が、ＰＤＦをコピーしたので見づらいのでポイン
トだけ話していきたいと思います。たとえば赤血
球のガイドラインに関しましては、慢性貧血に対
する適応ということで項目を細分化したという
のが大きいのですが、その中でたとえばわれわ
れ血液内科の人間にとっていつも直面するのが
再生不良性貧血とかMDＳの患者さんのような慢
性の造血不全に対する輸血。これまではHbが７
g/dL というのが基本に輸血を考えましょうとい
う形で来たのですが、今回のガイドラインでは６
～７g/dL と表記されています。これをどう取る
かということなのですが、これに関しましてたと
えば、ヘモグロビンレベルが比較的に安定してい
て、その方の活動性が比較的にお家の中で行動す
るような方で、体に対する作業量の強さがない方
は６g/dL…でも大丈夫という形がこの背景にあり
ます。もう一方でこの方は外でもう少し活動した
いし、対外的にもいろんな活動をしていて社会的
なアクティビティを上げてあげたい方は７g/dL
でもいいですよということがありますが、これを
裏返しに読むと私は保険の査定の方にもかかわっ
ているのですけれど６～７g/dL と表記になると
６でもいいのではないか、７を超えると基準から
外れているのではないかということですぐに査定
してしまうのです。佐賀の場合は特に。そういう
ような、患者さんのためになり、患者さんの予後
をよくするために作ったガイドラインも読み方に
よっては理解の違いが出てくることもあります。
このことは次のところで言いますが、トリガー値
が表記されたということに関して、エビデンスレ

ベルもこの後出てくるのですが、強いものに関し
ては特にそれを利用されてガンドラインの基準以
上あるいはそれを超えたものに関しては、どんど
ん査定しようということがこれから先は起こり得
ると、われわれは理解しておかないといけないだ
ろうと思います。

赤血球のガイドラインの中でほかの血液製剤と違
うのではないかというのは、推奨レベルとエビデ
ンスレベルの非常に強い１Aというのが出てく
る点です。輸血の世界ではなかなか１Aという
非常に推奨レベルも高くてエビデンスもしっかり
あるというものは少ないのですが、この１Aと
いうのがいくつかあります。その一つが消化管出
血の基準です。消化管出血の基準に関して急性の
出血でいわゆる胃潰瘍であったり十二指腸潰瘍で
あったりで吐血をしていたりという患者さんの時
のトリガー値は７g/dL というのがしっかり出ま
した。もう一方9g/dL 以上で輸血する必要はな
いというところまでしっかり規定しています。こ
ういったところに１Aという基準がしっかり出
たことに関してはガイドライン上の推奨の強さが
強いので影響が大きいのではないかと思っていま
す。私たち院内の輸血療法委員会をやっています
が、その時に各診療科の先生方が集まります。診
療科の先生方はこのガイドラインの改定をどれく
らい理解してらっしゃるかということに関してま
だチェックしていないのですけれどあまりご存じ
ない方が多いです。出たということは知っていて
もその中身まではご存じない方が多い。これから
先私たちがしないといけないことは、今のような
特別に影響の大きいものあるいは特別な病態の時
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に規定されたものに関してはしっかり診療科の先
生に説明して理解していただくという行為が必要
と思っています。

…周術期の輸血に関しましても１Aというのがあ
ります。基本的には周術期の輸血に関してはヘモ
グロビン７～８g／dL とトリガー値を入れていま
す。私もいろいろ論文を読まされて作業してきま
したけれどほとんどの論文、外国の論文の大規模
なランダマイズ化比較試験とシステマティックレ
ビューといういくつかの論文を検証したようなも
のでほとんど７とか８という数字が出てきます。
これを超えたらかえって良くないというエビデン
スが非常に強いのでそういった形になります。
一方で人工心肺を使うような手術に関しては9～
10…g／dL とかなり高く設定したトリガー値が使わ
れている。これも大きなポイントかと思います。

以上、赤血球製剤の適正使用ということに関しま
してガイドラインはそのような形で作られまし
た。１Aというエビデンス推奨レベルが出たよ
うな非常に強いものもありますが先ほど言ったよ

うなトリガー値を基本に表記されています。臨床
現場で私たちが、輸血をする側からのガイドライ
ンの理解と保険診療上の理解とは少しずれがある
のでそういったところをきちんと理解として埋め
ていく行為が必要ではないかと思います。たとえ
ばレセプトの時に病状詳記をしますが、そういう
時にきちんとその理由をわかるように書くという
ことも私たちができる一つの説明の方法、あるい
は理解を繋げるような方法だと思いますので、そ
ういったことを少しずつしていかなければいけな
いと思います。院内でそのような体制を整えてい
かなければいけないだろうと思います。以前のも
のと新しいものがどれくらい違っているのかとい
うことの比較をしたりすることも必要でしょう
が、先ほど言ったように推奨レベルの強いものに
関してはより理解が必要かと思っています。
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あと少しだけ、アルブミン等は飛ばさせていただ
いて血小板に関して見てみますと活動性の出血、
外科手術、侵襲的な処置これもとても重要ではな
いかと思いますのであとから緒方先生のコメント
をいただきたいのですけれど。
血小板は活動性出血に関して基本的に5万。これ
は私たち臨床側で基準とした数値なので矛盾はな
いのですが、「以上に維持するように」という表
記になっているのです。5万を切るということが
想定されたらその段階で輸血をしていいと私は理
解します。ただこの「維持するように」という言
葉の重みをあまり理解していただけないような審
査員の先生だと今まで通り5万を超えて輸血した
らもう査定してしまおうということになるので、
非常に小さな言葉の違いなのですが、そういうと
ころを理解していただけるようにして頂きたいと
思います。それは外科的手術、侵襲的処置に関し
ても同じようなことが起こりまして、「維持する
ように」という言葉が必ず出てきますのでそうい
うところを説明していきたいと思います。私たち
血液内科の人間で骨髄異形成症候群であるとか慢
性の骨髄増殖性疾患の患者さん、このような患者
さんに関しては、基本的には血小板数は正常、あ
るいは逆に多くても、機能的に血小板の働きが弱
いあるいは落ちているような機能不全の患者さん
がいらっしゃいます。そのような患者さんは手術
をされている立場からすると血小板は 10 万くら
いあるのになかなか出血が止まらないと言われ
て、それで輸血をされる場面があります。そのよ
うな時に、今の保険のルールであれば必ず切られ
ています。切られていますが、ここに記載がある

ように血小板の減少あるいは機能異常によると考
えられる止血困難な出血に関しては5～ 10 万で
良いと、あるいは 10 万以上にすることも必要で
あるという記載があるので前向きに捉えて、そう
いう記載があるので輸血をしましたと必要性をア
ピールしていただければと思います。

後半は、ガイドラインと PBM ということで
PBM（Patient…Blood…Management）に関しては、
このような記載があります。PBMは輸血が必要
な場面において、患者にとって最適な医療効果を
提供するための科学的証拠に基づいた、学術的な
アプローチと非常に難しいことを言っておられま
す。要するにその患者さんの健康状態であったり、
これから先の予後を少しでも良くするために行う
輸血に関して、輸血そのものはそれを求めてする
わけですが、それが本当に患者さんの為になるの
か、あるいは患者さんの為になるにはどんなこと
を考えるべきなのかということが実際に要求され
る一つの考え方です。ガイドラインと大きな違い
というのは、ガイドラインは全体の患者さんを考
え、いろんなエビデンスを集めて最も確証を得ら
れたものを推奨するというのがガイドラインです
が、PBMは一人一人の患者さんは病態も違いま
すし、患者さんのこれから先の予後がどれくらい
重要なのかというのも違いますので、そういった
ところを考えようというのが背景にあります。
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そういった背景をまとめますと、輸血は、様々な
病態において有効な細胞および血液成分補充療法
であり、非自己の血液成分が実際に入ってくる。
それによって様々な副作用が存在する。感染症を
はじめ種々の免疫学的な副反応は時に致死的な結
果をもたらす等々いろんなことが、輸血によって
もたらされるわけです。そういったところをよく
理解したうえで、患者さんにとってはどれが当て
はまるのか、その患者さんにとって何がいいのか
よく理解しましょうということになります。

基本的な背景の一つとして同種輸血では先ほど
言ったように命を助けるためですが、やはり副作
用あるいはその患者さんにとって過剰な輸血に
よっていろんなネガティブな反応が出ています。
要らないことあるいは無駄な輸血は極力避けよ
う、少しでも輸血を避けられるようなアプローチ
があればそれを優先しましょうということがあり
ます。それから副作用を軽減することの重要性で
あったり、血液製剤の確保に関してもこれから先
少子高齢化によってどれくらい確保することがで

きるのかということの問題も出てきています。全
国のアンケート調査では、しばらくは今の輸血資
源に関して枯渇することはないのではないかとい
う医療現場の考え方もありますが、これもアン
ケート調査であって、本当にエビデンスに基づい
たものではないので、実際にどう動くかわかりま
せん。

一番重要なものは、治療の内容の変遷だと思いま
す。がんの世界、血液内科の世界では分子標的治
療いわゆるがん細胞を特異的にやっつける、ある
いは患者さんの正常な細胞をなるべくやっつけな
い様に治療を優先しようというような治療がどん
どん入ってきています。外科の世界でも先ほどク
リオの話がありましたが、クリオを今までほとん
ど心臓血管外科の方が使っていた。ところが、心
臓血管外科でクリオの使用量がどんどん減ってき
ています。それは実際の弁置換も血管内手術で
あったり、人工血管置換であってもステンドで行
われたり、治療法が変わって来ていますので、そ
ういった背景を理解した輸血療法が必要だと思い
ます。そのような形で患者さんのためになるのか
ならないのか、ということを理解しその患者さん
一人一人のために良いものを実践しようというの
が PBMの考え方です。
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PBMの実際ということで一つの例を出しました
が、これは基本的には全体的に関わるもの、それ
ぞれの輸血の場面に関わるものいろいろあるので
すが、輸血が必要になることが予想される患者さ
んにはあらかじめ輸血の適応となる検査値の設
定、これは先ほどのトリガー値だったりあるいは
目標値だったりありますが、その患者さんごとに
それは設定すべきだろうと思います。そういった
ディスカッションをするチーム医療がこれから大
事になってくるだろうと思います。抗血小板薬と
か服薬状況を知り止血機能あるいは、失血量に影
響する因子をしっかり洗い出す。こういったこと
が今の現場ではなかなか実際に細かくされていま
せん。そういったところが必要であろう。それか
ら想定される出血量の大まかな予測をしながら医
師だけではなくて診療チームとして術前から術後
にわたって連続的な輸血用のプログラムを作成し
実践することも必要であろうと思います。その時
にガイドラインを基本としますが、必ずしもガイ
ドライン通りに実施されることではないというこ
とも理解しながらやっていかなければならないと
思います。

PBMに必要なクリニカルクエスチョンがあるか
ないかということですが、PBMに関しては現在、
世界中でいろんなところの活動が行われていま
す。
最初にガイドラインを出したのはオーストラリア
ですが、カナダあるいは今イギリスがすごく進ん
でいまして PBMの実践に関してイギリスのアク
ティビティが一番高いのではないかと言われてい
ます。そういったところを学びながら日本でも
PBMの実践をやっていかないといけないのです。
そのためには、クリニカルクエスチョンを出して
いかなければならない。たとえば、MTPという
先ほど緒方先生から紹介のあった一つの輸血の実
践の行為に関しまして現場でどういった PBMに
関してクリニカルクエスチョンが考えられるか。
大量出血の現場であったとしてもその患者さんが
生理学的あるいは生化学的な代謝アシドーシス体
温等の実際どのような状況にあるのかということ
をきちんと理解すること、それぞれの病態に応じ
てどういった輸血が適しているのか考えること。
成分療法、MTPでもその患者さんにとって血小
板と赤血球とフィブリノゲンあるいは FFP の比
率は、どれくらいが良いのか、どのような病態で
どれくらいの比率を考えたらいいのかということ
もあります。その患者さんで輸血の効果がどれく
らい期待できるのか云々、こういったクリニカル
クエスチョンを作ったうえで PBMを実際に考え
ていかなければいけないとなるのではないかと思
います。…



－ 79 －

だいぶ駆け足で話してきましたが、一つのガイド
ラインの作られる背景、目的、現状そして最後に
お話しするのは、そのせっかく作られたガイドラ
インこれは何千という論文、全体のガイドライン
を集めたら何万という論文を検証してその中から
集められてきた方向性、内容なんですが、それを
宝の持ち腐れにならない様に実践するという考え
方とそのための基盤づくりを同時に考えておかな
いとこのガイドラインは動いていかないだろうと
思います。輸血医療も PDCAサイクルが必要だ
ろうと思っています。PDCAサイクルというの
は、よく御存じだとは思いますが、Plan（計画）
がありそれを実践するDoがあり、これをもう一
回 Check しそして、今度はその中からどのよう
なことが必要なのか改善して新しいプランを作
る。これをくるくる回すのが PDCAサイクルに
なります。これは社会的ないろんなところで使わ
れているものなのですが、同じように輸血のとこ
ろでも適用できるのではないかと考えます。Plan
に関しましてはガイドライン。Do に関しまして
は我々が実際に輸血をする現場、そして、チェッ
クに関しましてはこれをエビデンスとして蓄積し
ていく。ガイドラインがせっかく作られたらその
ガイドライン通りに実際にされたとしてあるいは
実際にされなかったとしてそれぞれの輸血医療が
どのようなエビデンスを蓄積していくのか、ある
いはその結果が出たのか、考えないといけないで
すし、その結果をもとに日本人のための日本人に
合った次のガイドラインの改定が必要になるかも
しれません。そういったことを考えながらくるく
る PDCAサイクルを回し、日本人がより良く輸

血医療を受けられるような体制を整えていくこと
が必要なのではないかと思っています。…

そのようなことをするためには、ただ考えるだけ
ではだめなので、実践するためにそういったとこ
ろをサポートする体制も必要だろうと考えます。
一つの例として考えていただければいいのです
が、私たちの佐賀の方でもいろんなことを考えま
した。…

最初に考えたのは輸血医療を実践するために様々
なルールあるいはその体制というのが当然ありま
すが、一つの活動が今日もこのような形で皆様方
が集まっているような合同輸血療法委員会で、そ
のような集まりの中で皆さんが一緒になって考
え、一緒になってするために共通の利用できる
ツールを作ろうということで、輸血療法委員会を
作る支援パッケージを作ってみました。これは考
え方であって、どんどんいろんな形に変わって
いっていいと思うのですが、輸血療法委員会を設
置するためのルールであったり、インフォームド
コンセントのひな形であったり、ガイドラインあ



－ 80 －

るいはマニュアル、副作用収集のテンプレートな
どそういったものを一つのパッケージにして、ど
の施設でも共有できるような支援のシステムを
作ったらどうかと考えて活動しました。…

大学病院のようにしっかりした輸血専門の技師さ
んがいて、電子カルテのチェック体制があって支
えられているところはいいのですが、なかなかそ
ういう施設ばかりではないので、小規模病院ある
いは、輸血をする頻度が比較的少ない病院でもガ
イドラインに則った適正で安全な輸血ができるよ
うな体制をサポートするようなものがないのかと
考えていくつか作ってきました。一つは輸血医療
サポートアプリというのがあります。たとえば、
新研修医の人たちには、「患者さんのヘモグロビ
ンが今６g/dL です。胃潰瘍で出血しています。
その方に輸血をしますがたとえば2単位輸血をし
たらどれくらいヘモグロビンが上がるでしょう
ね。」ということを計算して輸血していることは
ほとんどないです。大体今どんどん輸血している
から4単位輸血しよう６単位入れようと経験的に
知っていますが、そういったところを瞬時に計算
してこの患者さんにとっては１時間当たりこれく
らい出血していそうだからこれくらい赤血球の単
位数が必要なのではないかとさっと計算してくれ
ると、研修医の人でもすぐに適正な輸血量を決定
できるのではないかと。そういったことも踏まえ
て、一つの例ですが計算ツールであったり、ガイ
ドラインであったりあるいは副作用の対応マニュ
アルだったりそういったことを掲載したアプリを
今作っています。これは、３月くらいにひな形が
できるのではないかと思うのですが、そういった

ものを実際に作って誰もが安全な輸血、適正な輸
血ができるようなサポート体制ができたらと思い
ます。…

そういった実践のことだけではなくて輸血検査に
関してもとても重要だと思います。
輸血検査に関しては専門の検査技師さん、ここに
集まっていらっしゃる方は皆さんそうだと思うの
ですが先ほどのアンケートにありましたように必
ずしも専門の輸血技師さんが常駐している病院ば
かりではないです。そういった方のためにもきち
んと教育できるようなDVDあるいはツールがあ
ればいいなということで、これも作ってみました。
これはうちの輸血専門の技師さんが自分たちで検
査するところをビデオに撮って実際にこのような
ものを作りました。もし必要であれば佐賀県にあ
りますので利用していただければと思います。

適正かつ安全な輸血の実践のためにと書きました
が、医療現場、臨床の現場と輸血管理部門の意識
をきっちりすり合わせること、これは日々のやり
取りの中で蓄積され確立していくものだと思いま
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すが、それだけではだめで院内輸血療法委員会で
のやり取り、あるいは個別の診療科の方たちとの
話し合い、それから今度、保険で算定されるよう
になるのではないかと思われるチーム医療の形の
中で意思のすり合わせができればいいなと思いま
す。そのために多職種間の連携とコミュニケー
ションづくり。それから、マニュアルの整備、こ
れに関しましてもただ整備していくだけではなく
てそれがちゃんと使われているかどうか理解して
いるかどうか検証していかなければいけないで
しょうし、それを検証するためにはシミュレー
ションが必要かもしれません。そういったところ
を取りまとめるのが輸血療法委員会でありチーム
医療加算という形になってくれればいいのです
が、そういったものに繋がっていくのではないか
と思います。そういった機能することを担保でき
るように、私たちがサポートしていかなければい
けないと思っています。緒方先生もそうかと思い
ますが病院の中で輸血医療を実践するあるいは
管理する立場の人間というのは様々なところで、
様々なクレーム、様々な対応が必要となってきま
すが、そういった時にぶれない姿勢、そして必ず
現場を守る体制、そういったものが必要かと思っ
ています。…

本当はガイドラインのことを中心に話さないとい
けなかったと思いますが、その背景、それを実践
するためにはどうしたらいいのか、ということを
私なりに考えたものを、今日は話させていただき
ました。どうもご清聴ありがとうございました。
【座長】末岡先生大変ありがとうございました。
輸血療法の考え方についてまずお話し頂きまし

て、若い人は観察に欠けているのではないかとい
うのに僕はうなずいたりしました。データばかり
見ているなという気がしました。科学的根拠に基
づくガイドラインでは、これがどのようにして作
られたか、先生これは大変でしたよね。何百とい
う英語論文を確認していってほとんど夏休みが潰
れました。本当に膨大な作業のもとであれが作ら
れたということです。そして、患者さん中心の
PBMのお話について現場での安全適正な輸血療
法ということで佐賀の取り組みをお話ししていた
だきました。せっかくの機会ですので、ご質問、
コメント、ご意見など積極的によろしくお願いし
ます。
【岡田】ありがとうございました。輸血を始める
トリガー値の読みについてなるほどと思ったので
すが、MDＳ だとか Aplastic…anemia あるいは骨
髄線維症のような、いわゆる輸血依存性貧血の場
合のトリガー値が６～７g/dL という設定になっ
ていますけれど、あれも患者さんの動態というか、
前回はこれくらい今回はこれくらいの下がりしか
ないとか、あるいはヘモグロビンが６g/dL でも
ピンピンしている人とかをある程度、流れはどう
でも値だけで判断した方がいいよという意味合い
で捉えるのでしょうか。
【演者】ありがとうございます。この考え方とい
うのは、先生の仰るとおり基本的には患者さんの
病態を基本にすべきと思います。今回ガイドライ
ンを作るにあたって、基本的なエビデンスの基に
なった論文はほとんどが、赤血球に関してトリ
ガー値を基本として臨床研究をしてその結果「こ
うでした。ああでした。」ということからの判断
です。したがって、先生の仰るとおり、たとえば
７g/dL を超えたMDＳ の患者さんでもその方が
実は、「テニスをしたい。自分の人生のアクティ
ビティを上げるためにテニスを週１回とか2回と
かやっている。そしたら７g/dL だときついので、
もう少しあげたい。」という患者さんが居たとし
ます。それは、僕は許されるのだろうと思います。
そういう意味でその患者さんがどのような背景が
あるのかきちんと考慮したうえで、あくまでもこ
れは参考ではないかと思っています。ただこれを
金科玉条のようにルールだと捉えられると私たち
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にとっては非常に厳しいので、そういったところ
は先ほど言った病状詳記でまずは、きちんと説明
するという行為をしていきたいと思います。
【岡田】ありがとうございます。血小板について
以前は３万という漠然とした値がありましたけれ
ど。
【座長】１万ですね。海外のランダム化スタディ
で１万と2万を比べても出血症状が変わらないと
いうデータばかり出ていますので、基本的に１万
ですが日本では、１万を切って入れるとなると手
に入らないということがありますので１万を切ら
ない様に輸血をするというのが許されるという考
え方で設定したかと思います。
【岡田】ありがとうございました。
【座長】このガイドラインを作っていて、これは
あくまで観察研究、さらにランダム化スタディ、
メタアナリシスこういうもののデータを総合で使
うと確かにそういう風になるのだけれど、７…g/
dL と9…g/dL でデータに基づくと７g/dL だった
のですが、なんでそうなるのだろうと思うことが
あるのです。たとえば赤血球では、上部消化管出
血では７g/dL と9g/dL を比べて７g/dL の方が
よかったとか敗血症だったら７と 10 を比べたら
７がよかったとだから１Ａと付いたと、ただ、心
臓血管外科の手術だったら制限したのとリベラル
に好き勝手に輸血したのとどちらがよかったかと
いうと好き勝手にやった方がよかったとか出てく
るのです。この違いがなぜ起きるのかと思うので
すけれど、理論的に言えるのでしょうか。
【演者】理論的に言えるかどうかは別ですけれど、
論文の中身をよく見てみますと、たとえば胸部外
科の心臓の手術に関しまして、Hb ７g/dL とそ
れから9g/dL という二つの設定基準があって基
本的にはその二つをランダマイズして、この方は
最初から７g/dL を切らない限りは輸血をしない。
この方は9g/dL を切ったら輸血してもいいよと
いうように完全に分けた。プロトコルを作ったと
しても実は現場で9g/dL を切らない状態から輸
血をした人がいたり、逆に７g/dL を切っても輸
血をしなかったりというそれぞれの判断の違いが
論文の中に認められていて、そういった論文の質
というのがどこまで検証できるのかということに

関しては疑問です。
【座長】intention、そういうことを想定して輸血
を設定したのがランダム化スタディですけれど、
現場でそうすべきだということに当てはまるかと
いうことはなかなかその距離感というのはあるの
かもしれないと思いました。
【演者】去年だったと思いますけれど、ランセッ
トに出た論文は、実際にランダマイズした後の基
準の守られ方が、すごくきちんとしていてそれは
エビデンスレベルが非常に高いと判断されて、そ
れで７g/dL、9g/dL というのが認証されたよう
な形です。
【座長】Ht30％ Hb10…g/dL というのは根拠がない
ということで除かれたのですけれど、以前のガイ
ドラインを引っ張ってきたもので急性出血Hb６
g/dL を切ったら輸血は要るけれど 10g/dL を超
えたら要らないというのは、根拠あるのですか。
【演者】無いんじゃないでしょうか。
【座長】海外ではヘモグロビンを当てにしてはい
けないと書かれているものもあるので。
その他いかがでしょうか。現場での輸血の対応な
どもよろしいかと思いますけれど。よろしいで
しょうか。
ガイドラインがどのように作られていてどういう
ことを意味しているのか、よく理解して現場で利
用するときには、そういうことをベースとして患
者さんにもっともよい治療をどう提供するのかと
いう観点のもとからガイドラインを利用するべき
だという位置づけをご紹介いただけたと思いま
す。末岡先生大変ありがとうございました。
【司会】末岡先生、緒方先生ありがとうございま
した。これをもちまして特別講演を終了します。
【司会】最後に大分県赤十字血液センター岡田所
長から閉会の言葉を申し上げます。岡田所長お願
いいたします。
【岡田】
大分県赤十字血液センターの岡田でございます。
本日は講演いただいた先生方、座長を務めていた
だいた先生方本当にありがとうございました。特
別講演をしていただいた甲斐先生、末岡先生には
輸血治療の背景あるいは社会的背景、あるいは使
用指針についての知見を新たにすることができま
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した。本当にありがとうございました。
実は、お話ししたいのは、今この１月 20 日この
週ですけれども、毎年１年の中で今のこの時期が
血液の在庫が底をついている時期です。在庫率が
100％切ったりして、血液センター供給課の職員
は毎日ハラハラしながら供給を受け付けている状
況です。
そこで2時間あまりの講演のあとお疲れのところ
申し訳ございませんが、お手元にあるプリントを
参考に３分間だけお時間をいただき、供給課の小
野の方から本日輸血療法委員会合同会議にお集ま
りいただきました皆様方にお願いしたいことがご
ざいます。少しだけ、お付き合いください。それ
では小野課長お願いします。
“ 小野供給課長が別資料「輸血用血液配送出発時
間及び受注締切時間」について情報提供する。”
【司会】以上を持ちまして、平成 29 年度大分県合
同輸血療法委員会合同会議の全日程を終了いたし
ます。
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平成 ２9 年度第 2回大分県合同輸血療法委員会
次　第
日　時：平成30年2月27日（火）19：00～20：00
場　所：大分県赤十字血液センター　　　　　　

１　開会

2　あいさつ
　　　大分県合同輸血療法委員会　緒方　正男　委員長

３　新委員の紹介

4　厚生労働省通知
　　　「人血小板濃厚液の使用時の安全確保措置の周知徹底について」
　　　「輸血用血液製剤の使用時の安全確保措置の周知徹底について」

5　議題
　　（１）大分県合同輸血療法委員会要綱の改訂について　　　　　　
　　（2）報告事項
　　　　①大分県合同輸血療法委員会合同会議（出席状況・当日アンケート集計結

果）について
　　　　②アドバイザー派遣事業について
　　　　③看護師ワーキンググループについて
　　　　④輸血療法適正化説明会（大分由布地区、日田玖珠地区）について
　　　　⑤平成29年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業について
　　（３）平成30年度事業
　　　　①年間計画（案）について
　　　　②アドバイザー派遣事業について…
　　　　③平成30年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募について……………………………
　　（4）その他

６　閉会
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平成 29 年度　大分県輸血療法委員会合同会議　参加状況
１．年度別参加状況

　 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

通知施設数 81 85 259 259 234 226 220

出席施設・団体数 35 33 45 51 43 47 50

出席予定者数 79 68 91 91 92 109 108

出席者数 68 73 80 88 95 99 103

２．職種別　参加人数

医師 13

看護師 20

事務 4

薬剤師 5

臨床検査技師 57

臨床工学技師 4

合計 103
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平成 29 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議アンケート

１　職種別

医師 10

薬剤師 2

看護師 18

臨床検査技師 52

その他 4

２　日程

ちょうどよい 69

別の日程 * 3

無回答 1

＊別に日程
インフルエンザ流行期以外
開始時間をもう少し遅くし
てほしい

３　講演時間

長い 2

やや長い 13

ちょうどよい 66

やや短い 3

短い 0

４　一般演題
演題１
難しい 0

やや難しい 4

ちょうどよい 78

やや易しい 1

易しい 1
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演題２

難しい 6

やや難しい 29

ちょうどよい 50

やや易しい 1

易しい 0

【次回テーマの希望】
　・輸血副作用の実際、インシデント事例
　・救急病院での緊急輸血の実際
　・輸血情報共有のための輸血カードの運用について
　・輸血後感染症検査を実施している施設の状況が知りたい
　・輸血副作用について
　・望ましい輸血に関するカルテ記載
　・技師、看護師、研修医向け院内研修の取り組み紹介
　・血液センターに報告された副作用（大分県内）
　・自己血輸血について

５　特別講演
演題 1
難しい 0

やや難しい 6

ちょうどよい 72

やや易しい 7

易しい 1

演題 2

難しい 2

やや難しい 17

ちょうどよい 62

やや易しい 2

易しい 0
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【次回テーマの希望】
　・iPＳ血小板、iPＳ赤血球
　・輸血療法管理システムについて
　・輸血の医療安全について、輸血副作用の分類、対応、重篤度について
　・災害時に備えて血液センターと医療機関の合同マニュアルを作成された例（他県の例）

６　助言希望

７　意見等
・初めて参加させて頂きました。他施設の看護師さんの活動を伺いとても参考になりました。
・末岡先生（トリガー、エビデンス）輸血経験の少ない医療機関に対してマニュアル化は本当に可能
なのか。
・本日は大変すばらしい講演を聞くことができましたことに感謝します。有難うございました。
・当院では委員会のコアメンバーに看護師がいないため、今回は看護部長にお願いして１名参加して
もらいました。検査技師では限界を感じることもあり大変ありがたいです。
・大分県の活動としてはまだまだだと思います。今後の看護師、検査技師の育成についても考えてい
かなければならないと思います。大分県のレベルアップができればと思います。
・アンケート調査は「分析・課題」でとどまるのではなく「アンケートから生まれた活動、その後の
効果」に重点を当ててほしい。「県内の質が向上してきているのか」「我々が意識改革すべきとこ
ろ」などを年ごとのデータからアドバイスしてほしい。
・クリオ製剤のことなど初めて知ったので勉強になりました。
・認定看護師の方から見た輸血手順の見直しすべき項目などあれば知りたいです。
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議題（２）③　看護師ワーキンググループの開催について（予定）
　開催日時：平成 30 年３月 17 日（土）　10：00 ～ 11：30
　場　　所：大分県赤十字血液センター

議題（２）④　平成 ２９ 年度 輸血療法適正化説明会　開催結果
１．大分由布地区
　開催日時：平成 29 年 11 月６日（月）　19：00 ～ 20：00
　場　　所：大分県薬剤師会館　３階　研修ホール
　次　　第：
　　（１）薬務室長あいさつ
　　（2）「血液製剤の使用指針」及び「輸血療法の実施に関する指針」等について
　　　　　大分大学医学部附属病院　輸血部副部長　　　　　　　緒方　正男
　　　　　大分大学医学部附属病院　輸血部　主任臨床検査技師　立川　良昭　
　　（３）質疑応答

　出 席 者：大分市及び中部保健所由布保健部管内にある輸血を実施している医療機関の輸血業務関連
　　　　　　スタッフ
　　　　　　（医師７名、看護師８名、臨床検査技師 39 名、薬剤師３名、臨床工学技士4名）

合計 61 名

２．日田玖珠地区
　開催日時：平成 29 年 11 月 17 日（金）　19：00 ～ 20：00
　場　　所：大分県済生会日田病院　2階　会議室
　次　　第：
　　（１）薬務室長あいさつ
　　（2）「血液製剤の使用指針」及び「輸血療法の実施に関する指針」等について
　　　　　大分県厚生連鶴見病院　　血液内科部長　　　　　　　中山　俊之
　　　　　大分大学医学部附属病院　輸血部　主任臨床検査技師　立川　良昭　
　　（３）質疑応答

　出 席 者：西部保健所管内にある輸血を実施している医療機関の輸血業務関連スタッフ
　　　　　　医師2名、看護師 11 名、臨床検査技師 21 名、薬剤師１名、その他１名

合計 36 名
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議題（３）①　平成 ３０ 年度の年間計画（案）について

月 内容

4月 血液製剤使用適正化方策調査研究事業　企画書作成

5月～６月頃 血液製剤使用適正化方策調査研究事業　企画書提出

８月頃
九州各県合同輸血療法委員会関係者会（福岡県）
血液製剤使用適正化方策調査研究事業　採択決定通知

9月～１０月頃 第１回大分県合同輸血療法委員会

１０月頃 アンケート調査実施

１１月～１2月頃 輸血療法適正化説明会（2～３地区）

１月頃 大分県合同輸血療法委員会…合同会議

2月 合同会議当日アンケート結果等整理

2月～３月 第2回大分県合同輸血療法委員会（来年度計画）
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大分県合同輸血療法委員会要綱
（目　的）
第１条　本会は、県内の輸血療法委員会を設置する医療機関相互の情報交換及び研修等を実施すること

により、適正かつ安全な輸血療法の向上を図るものとする。

（名　称）
第2条　本会は、「大分県合同輸血療法委員会」と称する。…

（構　成）
第３条　委員会の委員は、大分県福祉保健部長が委嘱した別表１に揚げる者とする。…
2　委員会は、委員長、委員及び顧問によって構成する。
３　委員長は、委員の互選により定め、委員会を代表し、必要に応じ委員会を招集する。
4　顧問は、委員会の運営に必要な助言を得るため、委員の推薦により定める。
5　議長は、委員長が務めるものとし、委員長が欠席の場合は出席者の互選により決定する。
６　委員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。
７　委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任の残任期間とする。

（事　業）
第4条　 本会は第１条の目的を達成するため次の事業を行う。…
　　（１）大分県合同輸血療法委員会合同会議の開催
　　（2）研修会、その他の事業の会議の開催…
　　（３）上記（１）及び（2）を実施するための委員会の開催
　　（4）その他、本会の目的を達成するために必要な事業

（運　営）
第5条　本会の運営は、委員会により決定する。…

（大分県合同輸血療法委員会合同会議の開催）
第６条　 大分県合同輸血療法委員会合同会議は、次により開催する。
　　（１）大分県合同輸血療法委員会は合同会議を、年１回以上開催する。
　　（2）大分県合同輸血療法委員会合同会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
　　（３）委員長は、別表2に定める者のほか、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。…

（事務局）
第７条　本会の事務を処理するため、大分県福祉保健部薬務室に事務局を置く。

（その他）
第８条　本要綱の設置及び本要綱に定めるものの変更等については、委員会において協議し定める。
第9条　本要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会において協議し別に定める。…

　附　則　この要綱は、平成23年　12月　12日から施行する。　
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　附　則　この要綱は、平成24年　12月　10日から施行する。　
　附　則　この要綱は、平成25年　３月　29日から施行する。　
　附　則　この要綱は、平成26年　11月　17日から施行する。
　附　則　この要綱は、平成27年　10月　１日から施行する。
　附　則　この要綱は、平成28年　10月　19日から施行する。
　附　則　この要綱は、平成29年　4月　７日から施行する。
　附　則　この要綱は、平成30年　2月　27日から施行する。

別表１

別表2
１．輸血療法委員会を設置する県内医療機関
2．大分県医師会
３．大分県福祉保健部薬務室
4．大分県赤十字血液センター
5．その他必要と認められる者

団体名・施設名 職　名 氏　名 備　考

大分県医師会 常任理事 田　代　幹　雄

大分記念病院 名誉理事長 高　田　三千尋 顧 問

大分県厚生連鶴見病院 血液内科部長 中　山　俊　之

大分県厚生連鶴見病院 血液内科医師 菊　池　　　博

大分市医師会立アルメイダ病院 緩和ケア内科部長 大 野 栄 治

大分記念病院 副院長 佐 藤 昌 彦

大分県立病院 副院長 佐 藤 昌 司

大分県立病院 輸血部長 宮 崎 泰 彦

臼杵市医師会立コスモス病院 院長 下 田 勝 広

大分大学医学部附属病院 輸血部副部長 緒 方 正 男 委 員 長

豊後大野市民病院 院長 木 下 忠 彦

大分県臨床検査技師会 会長 佐 藤 元 恭

大分県臨床検査技師会 前移植検査部門長 葦　苅　　　巌

大分県看護協会 副会長 寺　沢　　　操

大分県看護協会 工　藤　美由紀

大分県赤十字血液センター 所長 岡　田　　　薫

大分県福祉保健部 薬務室長 芦　刈　光日出
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別紙１

平成 ２９ 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 29 年８月 29 日…
　　　医薬・生活衛生局長　殿

研究代表者

委 員 会 名 大分県合同輸血療法委員会

住　　 所 879…-559…大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地
所 属 機 関 大分大学医学部附属病院
フ リ ガ ナ オガタ マサオ
氏　　 名 緒方　正男
T E L ・ F A X TEL：097-549-4411　FAX：097-586-5119
E - m a i l mogata@oita-u.ac.jp

　平成 29 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…：血液製剤使用適正化のための支援及び看護師ワーキンググループの立ち上げについて

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：渡辺　芳文　　　所属機関：大分県赤十字血液センター　TEL：097-547-1151
　　　　ＦＡX：097-547-1141　　E-mail：yo-watanabe@qc.bbc.jrc.or.jp

３．合同輸血療法委員会組織（現時点では参加予定でも可）

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

緒　方　正　男 研究の総括 大分大学医学部附属病院：輸血学、血液内科 輸血部副部長

（研究代表者） （輸血認定医）（大分県内医療機関）

田　代　幹　雄 委員会活性化 大分県医師会：内科 常任理事

（医師）（大分県内医療機関）

高　田　三千尋 委員会活性化 大分記念病院：血液内科 名誉理事長

（医師）（大分県内医療機関）

中　山　俊　之 委員会活性化 大分県厚生連鶴見病院：血液内科 血液内科部長

（医師）（大分県内医療機関）
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菊　池　　　博 委員会活性化 大分県厚生連鶴見病院： 血液内科部長
輸血学、血液内科
（輸血認定医）（大分県内医療機関）

大　野　栄　治 委員会活性化 大分市医師会立アルメイダ病院： 緩和ケア内科部長
輸血学、血液内科
（医師）（大分県内医療機関）

佐　藤　昌　彦 委員会活性化 大分記念病院：血液内科 診療部長
（医師）（大分県内医療機関）

佐　藤　昌　司 委員会活性化 大分県立病院：産科 副院長
（大分県内医療機関）

宮　崎　泰　彦 委員会活性化 大分県立病院：輸血学、血液内科 輸血部長
（輸血認定医）（大分県内医療機関）

下　田　勝　広 委員会活性化 臼杵市医師会立コスモス病院 : 外科 院長
（医師）（大分県内医療機関）

木　下　忠　彦 委員会活性化 豊後大野市民病院：外科 院長
（医師）（大分県内医療機関）

葦　苅　　　巌 委員会活性化 大分県臨床検査技師会： 前移植検査部門長
臨床検査、輸血学
（認定輸血検査技師）（大分県内医療機関）

寺　沢　　　操 委員会活性化 大分県看護協会（看護師） 副会長

岡　田　　　薫 委員会活性化 大分県赤十字血液センター： 所長
血液事業・輸血学
（医師）（大分県内医療機関）

芦　刈　光日出 委員会活性化 大分県福祉保健部薬務室：薬務行政 室長
（薬剤師）（大分県庁）

渡　辺　芳　文 適正使用状況調査 大分県赤十字血液センター： 学術・品質情報
血液事業・輸血学 課長
（認定輸血検査技師）（大分県内医療機関）
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田　中　幸　代 適正使用状況調査 大分県福祉保健部薬務室：薬務行政 主任
（大分県庁）

4．研究の概要

研究の目的
　①アドバイザー派遣事業について
　大分県の医療機関における輸血療法の実態、血液製剤の使用状況を調査した結果をもとに、
使用実績が少ない小規模施設に対する適正使用のための支援を実施することで、安全な輸血療
法、血液製剤の適正使用を推進する。

　②看護師ワーキンググループ（以下、看護師WG）の立ち上げについて
　学会認定・臨床輸血看護師によるワーキンググループを立ち上げ、施設間を超えた情報共有
等を行うことにより、安全な輸血療法を推進する。

研究の背景
　大分県においては、昭和 62 年から毎年、血液製剤や院内血を含めた輸血療法全般の適正化を推
進するため、医療機関の医師等医療従事者を対象に輸血療法適正化説明会を実施してきた。
　また、平成 23 年に大分県合同輸血療法委員会を立ち上げる以前から、医療機関に対して、多数
の医療従事者に血液事業の現状や血液製剤の情報を伝達する方法として、懇話会を開催している。
　平成 23 年 12 月には、大分県合同輸血療法委員会を発足し、以降、血液製剤使用主要医療機関相
互の連携及び全県的な調査、情報共有等を行っている。

　①アドバイザー派遣事業について
《平成 25 年度》
　平成 23 年から行ってきた血液製剤使用量上位約 80 施設に対するアンケート調査に加え、使
用実績が少ない施設に対してもアンケート調査を行った。その結果、後者について、「輸血前
の患者の検体を保管していない」が最も多く 74 施設、「血液製剤の管理簿を作成していない」
23 施設、｢輸血前にまったく不規則抗体検査を実施していない｣ 14 施設など、適正使用に向け
た支援が必要な実態が判明した。
《平成 26 年度》
　アンケート結果のチラシを作成してアンケート実施医療機関に還元し、適切な検査を行うよ
う促した。
《平成 27 年度》
　使用実績が少ない医療機関等への支援を行うために、「適正かつ安全な輸血療法の実施等に
関するアドバイザー派遣事業」を立ち上げ、派遣申込みのあった３つの医療機関に輸血認定医
や認定輸血検査技師が出向き、個々の施設の実情にあった講義やアドバイスを行った。
《平成 28 年度》
　引き続き派遣を実施し、８施設からの派遣希望に対応した。派遣後、施設にアンケートを行
い、派遣内容の評価を行った。結果、７施設 11 名から回答があり、｢講演の内容は全体的に良
かったか｣ との問いに、全ての回答者が ｢良かった｣ と回答した。また、｢派遣後、どのよう
な点について今後取り組みますか｣ との問いに、６名が ｢マニュアル改定｣ あるいは ｢マニュ
アル作成の参考にする｣ と回答し、他にも ｢（院内の）輸血委員会で適正使用の啓蒙活動｣ ｢輸
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血後の管理について委員会で話し合いたい｣ との回答があった。

　②看護師ＷＧの立ち上げについて
　輸血療法における看護師の役割は重要であり、在宅輸血が増える中、ますます必要とされて
いるところである。
　大分県合同輸血療法委員会では、平成 28 年度に開催した ｢大分県合同輸血療法委員会合同
会議｣ において、学会認定・臨床輸血看護師として、また、合同輸血療法委員会として活動さ
れている先生（兵庫県）にご講演いただき、その重要性を再認識した。聴講者からも ｢学会認
定・臨床輸血看護師の仕事についてもっと知りたい｣ との要望があった。
　現状では、県内には学会認定・臨床輸血看護師が８名おり、個々に所属する施設で活躍して
いるところである。その知識と的確な看護能力をより多くの県内看護師に教授してもらい、患
者に還元していただくため、看護師ＷＧの立ち上げについて提案があり、平成2８年度第2回
大分県合同輸血療法委員会で承認を得、立ち上げに取りかかることとなった。

研究の方法、具体的内容
　①アドバイザー派遣事業について
　平成 29 年度はアドバイザー派遣事業を引き続き実施し、さらに、県内の医師会に対して医
師会会員へアドバイザー派遣事業の周知ができる場の提供依頼を試みる。

１　事業の体制整備等
　平成 29 年度アドバイザー派遣事業実施要領を作成する。
これまでの派遣施設からのアンケート回答を元に、派遣の感想をチラシに掲載するなど、派遣希望
施設が増えるよう工夫をする。

2　事業の周知方法
　大分県福祉保健部薬務室ＨＰ、大分県合同輸血療法委員会が行う各種アンケート送付時、大分県
合同輸血療法委員会合同会議、輸血療法適正化説明会等の機会を利用し、事業について周知する。

３…アドバイザー派遣申請受付方法
　申請の受付窓口は大分県赤十字血液センターとする。

4…派遣申請への対応（事前協議及び施設訪問）
　申請者の派遣希望理由をもとに、申請者と対応方針を協議し、施設長の許可のもと、施設訪問を
行う。申請者の希望に合わせ、輸血認定医師や認定輸血検査技師等による講習会の実施、輸血の管
理体制の具体的な助言、他の施設に検査を委託することを提案するなど、適正使用に向けた支援を
行い、成果として輸血前の患者の検体保管、管理簿の作成、不規則抗体検査の外部委託などに繋げる。

5…アンケートの実施
　派遣終了後、申請者に今後のアドバイザー派遣事業に活かすためのアドバイスをいただく。

６…派遣結果の還元
　支援内容及びアンケート結果について分析し、今後の活動に活かす。　
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　②看護師ＷＧの立ち上げについて
　大分県看護協会の協力を得ながら、県内の学会認定・臨床輸血看護師による看護師ＷＧの開催
準備を行い、年度内に看護師ＷＧを開催する。
　　１）看護師ＷＧの代表となる学会認定・臨床輸血看護師の決定
・大分県合同輸血療法委員会委員長及び看護協会副会長（大分県合同輸血療法委員会委員）等
の協議により、代表者の選定。

　　2）代表者との打合せ（看護師WGのメンバーについて、看護師ＷＧの活動について等）
・代表者と大分県合同輸血療法委員会委員長、看護協会副会長、血液センター、行政が集ま
り、顔合わせ及び今後の方向性について話し合う。

　　３）看護師WG立ち上げ検討会の開催
・学会認定・臨床輸血看護師及び看護協会副会長、血液センター、行政が集まり、顔合わせ及
び今後の方向性等について話し合う。

　　4）平成 29 年度第１回大分県合同輸血療法委員会で進捗状況等を報告する。
　　5）看護師ＷＧ開催
　　６）平成 29 年度第2回大分県合同輸血療法委員会で進捗状況等を報告する。

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

大分県合同輸血療法委員会の開催状況
　平成 23 年度　大分県合同輸血療法委員会……（平成 23 年 12 月 12 日）
　　　　　…・輸血用血液の供給状況について
　　　　　…・血漿分画製剤の国内自給について
　　　　　…・血液事業の広域運営について
　　　　　…・血液製剤使用実態等について
　　　　　…・アンケート調査について
　　　　　…・平成 23 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について

　平成 24 年度　第１回大分県合同輸血療法委員会……（平成 24 年 12 月 10 日）
　　　　　…・輸血用血液の供給状況について
　　　　　…・血漿分画製剤の国内自給について
　　　　　…・「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について
　　　　　…・東日本大震災における東北ブロック血液センターの報告について
　　　　　…・アンケート調査について
　　　　　…・施設相互査察について
　　　　　…・平成 24 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
　　　　　…・災害に備えたネットワーク作りについて

　平成 24 年度　第2回大分県合同輸血療法委員会　（平成 25 年３月 28 日）
　　　　　…・合同輸血療法委員会合同会議の結果報告
　　　　　…・平成 25 年度の年間計画（案）について
　　　　　…・平成 25 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業に向けた企画等について
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　平成 25 年度　第１回大分県合同輸血療法委員会……（平成 25 年 10 月 28 日）
　　　　　…・輸血用血液の供給状況について

・血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の全部を改正
する件について

　　　　　…・平成 25 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募結果について
　　　　　…・九州８県合同輸血療法委員会関係者会設立に向けての対応について
　　　　　…・アンケート調査について
　　　　　…・平成 25 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
　　　　　…・施設研修会について
　　　　　…・輸血療法適正化説明会について
　　　　　…・輸血ネットワーク作業部会（仮）について

　平成 25 年度　第2回大分県合同輸血療法委員会……（平成 26 年３月 14 日）
　　　　　…・合同輸血療法委員会合同会議の結果報告
　　　　　…・平成 26 年度の年間計画（案）について
　　　　　…・平成 26 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業に向けた企画等について
　　　　　…・災害に対するネットワーク構築について、継続して行うことを確認

　平成 26…年度…第１…回合同輸血療法委員会…（平成 26…年 11…月 17…日）
　　　　　…・輸血用血液の供給状況について
　　　　　…・平成 26…年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募結果について
　　　　　…・九州８県合同輸血療法委員会関係者会（仮称）の準備について
　　　　　…・災害時輸血ネットワーク分化会連絡会について
　　　　　…・アンケート調査について（平成 26…年5…月実施）の結果について
　　　　　…・疾患別、年代別輸血状況調査について
　　　　　…・平成 26…年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
　　　　　…・施設研修会について
　　　　　…・輸血療法適正化説明会について

　平成 26…年度…第2…回合同輸血療法委員会…（平成 27…年2…月 16…日）
　　　　　…・大分県合同輸血療法委員会合同会議の結果報告について
　　　　　…・平成 27…年度の年間計画（案）について
　　　　　…・平成 27…年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業に向けた企画等について

　平成 27…年度…第１…回合同輸血療法委員会…（平成 27…年 10…月１…日）
　　　　　…・大分県合同輸血療法委員会要綱の委員の変更について
　　　　　…・輸血用血液の供給状況について
　　　　　…・平成 27 年度九州各県合同輸血療法委員会関係者会について
　　　　　…・（公社）大分県臨床検査技師会の災害時の対応について
　　　　　…・アンケート調査について
　　　　　…・平成 27…年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
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　　　　　…・アドバイザー派遣事業について
　　　　　…・輸血療法適正化説明会について

　平成 27…年度…第2…回合同輸血療法委員会…（平成 28…年３…月７…日）
　　　　　…・平成 27 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
　　　　　…・平成 28…年度の年間計画（案）について
　　　　　…・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
　　　　　…・その他　献血推進事業について

平成 28…年度…第 1 回合同輸血療法委員会…（平成 28…年 10…月 19…日）
　　　　　…・大分県合同輸血療法委員会要綱の委員の変更について
　　　　　…・平成 28 年度九州各県合同輸血療法委員会関係者会について
　　　　　…・平成 26…年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募結果について
　　　　　…・アンケート調査について
　　　　　…・平成 28 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
　　　　　…・アドバイザー派遣事業について
　　　　　…・（公社）大分県臨床検査技師会の災害対応について
　　　　　…・輸血療法適正化説明会について

平成 28…年度…第 2…回合同輸血療法委員会…（平成 29…年 2…月 23…日）
　　　　　…・大分県合同輸血療法委員会合同会議の報告
　　　　　…・輸血療法適正化説明会の報告
　　　　　…・災害対応について報告
　　　　　…・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報告
　　　　　…・年間計画（案）について
　　　　　…・平成 29 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募について
　　　　　…・看護師ＷＧの立ち上げについて
　　　　　…・秋季シンポジウム市民講座の ｢大分県合同輸血療法委員会｣ の後援について
　　　　　…・委員長の改選について

大分県合同輸血療法委員会合同会議の開催状況
　平成23年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成23年３月24日…参加人数68名）
　　　【報告】　　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター　学術・情報品質課　重田　かおり）
　　　【一般演題】・当院の血液製剤使用状況について
　　　　　　　　　（大分市医師会立アルメイダ病院　輸血部長　大野　栄治）
　　　　　　　　　・院内輸血療法委員会の活動状況について
　　　　　　　　　（大分大学医学部附属病院　輸血部副部長　緒方　正男）
　　　　　　　　　・大分県立病院のI&Aについて
　　　　　　　　　（大分県立病院　輸血部　河野　節美、血液内科部長　佐分利　能生）
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　　　【特別講演】・福岡県合同輸血療法委員会の歩みと血液製剤の適正使用
　　　　　　　　　（福岡県赤十字血液センター技術顧問　佐川　公矯）

　平成24年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成25年2月10日…参加人数73名）
　　　【報告】　　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター　学術・品質情報課　重田　かおり）
　　　【一般演題】・当院における輸血療法の院内監査について
　　　　　　　　　（大分県立病院輸血部　主任臨床検査技師　森　弥生）
　　　　　　　　　・I&A受審への勧めと災害時での思案
　　　　　　　　　（大分県済生会日田病院臨床検査部　主任　葦苅　巌）
　　　　　　　　　・当院における災害対策―輸血について―
　　　　　　　　　（大分市医師会立アルメイダ病院救急科部長　秋月　登）
　　　【特別講演】・「非常事態での病院機能と輸血安全対策」
　　　　　　　　　（福島県立医科大学　医学部長　大戸　斉）

　平成25年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成26年2月9日…参加人数80名）
　　　【報告】………　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター　学術・品質情報課　重田　かおり）
　　　【一般演題】・廃棄血ゼロに向けての取り組み
　　　　　　　　　（大分県厚生連鶴見病院　中央検査部臨床検査科　　寺田　和美）
　　　　　　　　　・適正使用を目指して－血漿交換療法における使用量削減の取り組み－
　　　　　　　　　（大分市医師会立アルメイダ病院　臨床検査部　　関　恵美）
　　　　　　　　　・当院における血液製剤使用動向についての検討
　　　　　　　　　（大分県立病院　血液内科部　　井谷　和人）
　　　　　　　　　・災害時における輸血ネットワークの構築に向けて…
　　　　　　　　　（大分県臨床検査技師会　　葦苅　巌）
　　　【特別講演】・「本邦における輸血療法の現状と国内自給について」
　　　　　　　　　（国家公務員共済組合連合会…虎の門病院…輸血部長…牧野…茂義）

　平成26…年度…大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成27…年１…月31…日…参加人数88…名）
　　　【報告】　　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター…学術・品質情報課…渡辺…芳文）
　　　【一般演題】・2011…年以降当院の血小板輸血が増えている理由？
　　　　　　　　　（大分県厚生連鶴見病院…血液内科部長…中山…俊之）
　　　　　　　　　・当院における輸血後感染症検査の実施率向上への取り組み
　　　　　　　　　（大分県立病院…輸血部…富松…貴裕）
　　　　　　　　　・当院における災害時の輸血体制
　　　　　　　　　（大分市医師会立アルメイダ病院…臨床検査科…佐藤…まゆみ）
　　　【特別講演】・「血小板輸血の指針と最新知見」
　　　　　　　　　（慶応義塾大学医学部研究科…輸血・細胞療法センター教授／センター長…半田…誠）
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　平成27…年度…大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成28…年１…月16…日…参加人数95…名）
　　　【報告】　　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター…学術・品質情報課…吉武…成彦）
　　　【一般演題】・県立病院における輸血部安全管理体制の変遷
　　　　　　　　　（大分県立病院…臨床検査技術部…河野…節美）
　　　　　　　　　・当院における臨床輸血看護師の役割について
　　　　　　　　　（大分記念病院　工藤美由紀)
　　　　　　　　　・産科危機的出血の対応に関する県内分娩取扱機関の対応
　　　　　　　　　（大分市医師会立アルメイダ病院統括産科婦人科部長兼産科部長）
　　　　　　　　　・地域周産期母子医療センター長…馬場…眞澄)
　　　【特別講演】・福岡県合同輸血療法委員会における自己血輸血の取り組み
　　　　　　　　　（福岡大学病院…輸血部長…熊川…みどり）

平成28年度…大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成29年1…月21…日…参加人数99…名）
　　　【報告】　　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター…学術・品質情報課…吉武…成彦）
　　　【一般演題】・当院における外来患者の輸血実施状況及び輸血情報カードの運用について
　　　　　　　　　（大分県立病院　輸血部　富松　貴裕）
　　　　　　　　　・在宅輸血について
　　　　　　　　　（やまおか在宅クリニック　院長　山岡　憲夫）
　　　【特別講演】・合同輸血療法委員会における看護師の役割について
　　　　　　　　　（神鋼記念病院　松本　真弓）
　　　　　　　　　・在宅輸血・中小医療機関の輸血療法への取り組みについて
　　　　　　　　　（青森県立中央病院　北澤淳一）

輸血療法アドバイザー派遣状況
《平成27年度派遣実績》
　施設①（東部医療圏内医療機関、一般病床16床）
　　派遣希望理由：輸血の体制の整備
　施設②（中部医療圏内医療機関、一般病床10床、療養病床9床）
　　派遣希望理由：輸血症例が増えているので、輸血に関する留意点や管理体制への助言を希望
　　講義等の内容：血液製剤の適正使用、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について講義
　施設③（西部医療圏内医療機関、一般病床26床、療養病床25床）
　　派遣希望理由：輸血の準備から実施についての講義を希望

《平成28年度派遣実績》
　施設①（中部医療圏内医療機関、一般病床40床）　
　　派遣希望理由：輸血に関する講義を希望
　施設②（西部医療圏内医療機関、一般病床19床）
　　派遣希望理由：…輸血実施方法の確認、検査方法の見直しのための講義を希望
　施設③（北部医療圏内医療機関、一般病床250床）
　　派遣希望理由：輸血療法委員会メンバーのスキルアップと医師の血液製剤適正使用の徹底…
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　施設④（南部医療圏内医療機関、一般病床72床）
　　派遣希望理由：…血液製剤の適正使用と安全な輸血両方についての講義を希望
　施設⑤（北部医療圏内医療機関、一般病床46床）
　　派遣希望理由：輸血が病院に届いてからの管理と注意点・輸血前中後の注意ポイント・
　　　　　　　　　輸血の対象患者と効果、副作用・他の輸液との関連など
　施設⑥（西部医療圏内医療機関、一般病床47床）
　　派遣希望理由：…血液製剤の使用にあたっての講義と輸血検査についての講義を希望
　施設⑦（中部医療圏内医療機関、一般病床49床、療養病床69床）
　　派遣希望理由：血液製剤の適正使用、血液製剤の取り扱いの研修
　施設⑧（北部医療圏内医療機関、一般病床93床）
　　派遣希望理由：輸血の適応基準、輸血に対する意識の統一

輸血療法適正化説明会の実施状況（近年の状況）
　平成17年度　　場所：臼杵、佐伯、豊後大野、中津
　平成18年度　　場所：国東、日田・玖珠、大分
　平成19年度　　場所：別府・日出・由布、竹田、宇佐・高田
　平成20年度　　場所：臼杵、佐伯、豊後大野・竹田、中津
　　　　　　　　講師：独立行政法人国立病院機構西別府病院院長　菊池　博
　平成21年度　　場所：日田・玖珠（３月３日　参加58名）、大分・由布（３月12日　
　　　　　　　　　　　参加126名、３月16日　参加89名）、国東（３月15日　参加27名）
　　　　　　　　講師：独立行政法人国立病院機構西別府病院院長　菊池　博
　平成22年度　　場所：別府（2月22日…参加人数144名）、宇佐・高田（３月10日…参加53名）
　　　　　　　　講師：西別府病院院長　菊池　博、大分県立病院輸血部長　大塚　英一
　平成23年度　　場所：中津（３月１日　参加人数57名）、臼杵（３月８日　参加人数43名）、
　　　　　　　　　　　豊肥地区（３月22日　参加人数52名）
　　　　　　　　講師：大分県立病院輸血部長　宮崎　泰彦
　平成24年度　　場所：日田・玖珠（2月25日　参加人数82名）、
　　　　　　　　　　　大分（３月１日　参加人数140名、３月６日　参加人数95名）、
　　　　　　　　　　　佐伯（３月4日　参加人数53名）
　　　　　　　　講師：大分県立病院輸血部長　宮崎　泰彦
　平成25年度　　場所：別府（2月24日　参加人数　29名）
　　　　　　　　講師：大分県厚生連鶴見病院　血液内科部長　中山　俊之
　平成26年度　　場所：中津（３…月11…日…参加人数…29…名）
　　　　　　　　講師：大分県立病院血液内科部長…佐分利…能生
　平成27年度　　場所：国東（2月10日　参加人数　25名）
　　　　　　　　講師：大分県厚生連鶴見病院　検体検査科　菊池　博
　　　　　　　　　　　大分県赤十字血液センター　渡辺芳文
　　　　　　　　場所：臼杵（2月25日　参加人数　29名）
　　　　　　　　講師：大分県立病院血液内科　佐分利能生
　　　　　　　　　　　大分大学医学部附属病院医療技術部　立川良昭
　平成28年度　　場所：豊肥（12月19日　参加人数　27名）
　　　　　　　　講師：大分県立病院血液内科部長…佐分利…能生
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　　　　　　　　　　　大分県赤十字血液センター　渡辺芳文
　　　　　　　　場所：南部（12月21日　参加人数　10名）
　　　　　　　　講師：独立行政法人　地域医療機能推進機構　南海医療センター　卯野規敬
　　　　　　　　　　　大分大学医学部附属病院医療技術部　立川良昭

懇話会の開催状況
　平成15年度　大分県輸血懇話会(平成15年８月７日　参加人数133名）
　　　血液新法並びに新興感染症等について
　　　　　　　　　（東京医科歯科大学大学院　医療管理学分野…教授　河原…和夫）

　平成17年度　大分県輸血懇話会(平成17年9月１日　参加人数141名）
　　　I&Aと安全な輸血療法について（久留米大学病院　臨床検査部　教授　佐川公矯）
　　　大分県立病院における輸血体制と輸血療法の実際
　　　　　　　　　（大分県立病院　血液内科部長　　佐分利能生）

　平成21年度　大分県輸血懇話会（平成21年9月19日　参加人数123名）
　　　ウイルス感染症と輸血　―新型インフルエンザ―
　　　　　　　　　（国立病院機構九州医療センター………………名誉院長　柏木征三郎）
　　　副作用報告体制と現状について
　　　　　　　　　（日本赤十字社血液事業本部　安全管理課長　百瀬俊也）
　
平成24年度　大分県輸血懇話会(平成24年9月７日　参加人数198名)
　　　輸血によるウイルス感染の現状と安全対策
　　　　　　　　　（日本赤十字社　血液事業本部　製造管理課　平　力造）
　　　がん化学療法後のB型肝炎ウイルス再活性化のリスクとその対策
　　　　　　　　　（名古屋市立大学大学院医学研究科　腫瘍・免疫内科学　講師　楠本　茂）

　平成25年度　大分県輸血懇話会（平成25年9月27日　参加人数187名）
　　　血液疾患に対する輸血療法　その問題点と対策
　　　……………………………………………………………（大分大学医学部附属病院　輸血部　副部長　緒方正男）
　　　輸血による感染症と最近の話題（日本赤十字社　中央血液研究所　副所長　佐竹正博）
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