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第 9 回

埼玉輸血フォーラム
－安全で適正な輸血のために－

開　催　概　要

日時：平成 30年２月 17日（土）
　　　13：30～ 17：00

会場：埼玉会館　小ホール
　　　（埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-1-4）

共催：埼玉県合同輸血療法委員会
　　　埼玉県
　　　日本輸血・細胞治療学会…関東甲信越支部
　　　埼玉県赤十字血液センター

後援：埼玉県医師会
　　　埼玉県看護協会
　　　埼玉県病院薬剤師会
　　　埼玉県臨床検査技師会
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Ⅱ．第 9 回 埼玉輸血フォーラム開催報告

開会挨拶
　埼玉県合同輸血療法委員会　池淵　研二　代表世話人

　埼玉県保健医療部　　　　　奥山　　秀　副部長　　

Ⅰ　埼玉県合同輸血療法委員会報告
　　座長：山口　敦司　自治医科大学附属さいたま医療センター　心臓血管外科

　　　　　１．血球製剤の適正使用に向けて

　　　　　　　－埼玉県内施設へのアンケート結果の報告－（適正使用推進小委員会）　　

　　　　　　　演者：佐藤　謙　防衛医科大学校病院　内科

　　　　　２．輸血の実施に関する動画製作と教育活動－看護師部会活動報告－（輸血業務検討小委員会）

　　　　　　　演者：木村　秀実　埼玉協同病院　看護部地域連携看護科

　　　　　３．埼玉自己血輸血研修会の報告－明日から役立つ知識を獲得しよう！－

　　　　　　　“自己血、あるある”　こんな時、どうしますか？（自己血輸血小委員会報告）

　　　　　　　演者：村上　純子　埼玉協同病院　臨床検査部……………………………

Ⅱ　輸血に関わる看護師の役割
　　座長：樋口　敬和　獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

　　　　　１．当センターのインシデントと安全な輸血投与手順

　　　　　　　演者：亀森　康子　自治医科大学附属さいたま医療センター　医療安全・渉外対策部

　　　　　２．過去から現在そして未来へ～安全な輸血のために

　　　　　　　演者：遠山　信幸　自治医科大学附属さいたま医療センター　医療安全・渉外対策部

Ⅲ　教育講演
　　座長：石田　明　埼玉医科大学国際医療センター　輸血・細胞移植部

　　　　　小規模医療機関（在宅を含む）輸血ガイドラインの策定経過と実現に向けた留意点　　　　

　　　　　　演者：藤田　浩　東京都立墨東病院　輸血科　

閉会挨拶
　埼玉県合同輸血療法委員会　世話人　埼玉県赤十字血液センター　所長　芝池　伸彰　

参加者数
　137名（医療機関：101名、赤十字・行政・メーカー等36名）

証明書発行数
　日本医師会生涯教育講座3単位　取得CC7,10,12,80　　　　　　……………………2 枚

　日本輸血・細胞治療学会各種認定制度申請用の参加証明書発行　　　57枚

　埼玉県病院薬剤師会生涯研修センター　（G15）認定単位　　　　　　…5枚
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第 9 回　埼玉輸血フォーラム

開会あいさつ
埼玉県合同輸血療法委員会　代表世話人　　池淵　研二　

みなさんこんにちは

本日は土曜日の午後、おくつろぎのところ埼玉

会館まで埼玉輸血フォーラムにご出席いただきま

して誠にありがとうございます。実り多い講演を

用意しておりますので、きっと来て良かったなと

思っていただけると期待しております。昨年は大

阪府血液センターの谷先生から iPS 細胞の今後の

血液事業における役割について非常に先駆的なお

話をいただきました。北海道ブロック血液セン

ターの高本先生からは日本の輸血事情ということ

で、いままで輸血医学と血液事業がたどってきた

経緯を、最近の若い方にも分かりやすく丹念に掘

り起こして解説していただきました。私は昭和

53 年に研修を始めましたが、当時は輸血を行う

と今では死語となっている non…A…non…B 肝炎が約

10 数パーセントの率で発症するという時代でし

た。当時は B型肝炎の検査以外はなかったので、

その他についてほとんど検査できなかったので

す。その後、今に至るまで検査の高感度化が進み、

製剤に関しても血液センターで保管前に白血球除

去をおこなうようになり、採血時に初流血除去を

実施することで細菌感染予防効率が高まり、洗浄

血小板の登場が実現し、検査と製剤ともに非常に

安全性が高くなってきたことを高本先生に講演い

ただきました。このように、検査、製剤等は革新

的に進歩してきましたが、それを受付ける現場、

人、設備、施設について、もう一度クローズアッ

プさせていくべきであろうと考えて今回のフォー

ラムのテーマに繫がっていったと思います。

まず初めは、埼玉県の中でどのような医療機関

がどのように輸血を実施しているのか、防衛医科

大学校病院の佐藤先生にアンケート調査をしても

らい発表していただくことになりました。佐藤先

生には大規模や中小規模の施設向けのアンケート

調査で大変苦労されたと思いますが、今後も埼玉

県内医療機関の状況を把握していきたいと考えて

おります。それから、医療機関が受審する病院機

能評価や保健所の医療機関立入検査において、常

の重要でターゲットとなる部門として医療安全が

あります。人的なミス、操作ミス等々について、

輸血や医療の領域について安全な医療を実現させ

ようと取り組まれている自治医科大学付属さいた

ま医療センターの遠山先生と亀森看護師長に来て

いただいております。それから、大きな病院では

普通の輸血業務かも知れませんが、小規模、中規

模施設で検査技師がいない場合、どのようにクロ

スマッチ検査をおこなっているか、血液製剤をど

のように保管しているか、輸血実施中に患者の体

調管理をどうしているのか、など中小規模施設で

の輸血の実態に詳しい東京都立墨東病院の藤田先

生をお招きしました。そのような施設での安全な

輸血のサポート体制、さらに在宅輸血についてご

紹介していただく予定です。本日参加していただ

いた埼玉県で輸血に興味をもっている方や、輸血

を実践で行なっている方に非常に大きな情報を提

供していただけると思っております。ということ

で、５時までとても有意義な講演会となりますこ

とを願っております。どうもありがとうございま

す。
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開会あいさつ
埼玉県保健医療部　副部長　　奥山　秀　

皆様、こんにちは。
ただいま御紹介いただきました、埼玉県保健医

療部副部長の奥山でございます。高いところから
僭越ではございますが、開会に当たりまして一言
御挨拶をさせていただきます。
本日、ここに「第9回埼玉輸血フォーラム」を

開催しましたが、休日のお忙しいところにもかか
わらず、このように多くの方の御参加いただき誠
にありがとうございます。
また、このフォーラムの開催に向けて御尽力い

ただいた関係者の皆様に、心から感謝を申し上げ
ます。
本日御参加の皆様には、日頃から本県の保健医

療行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り、こ
の場をお借りして厚く御礼申し上げたいと思いま
す。
さて、埼玉県の高齢化は全国で最も早いスピー

ドで進んでおります。団塊の世代が75歳以上の
後期高齢者に移行する2025年には、121万人と
2015年からの10年間で比較すると1.6倍に増加
すると予想されています。
このような少子高齢社会を迎え、今後医療現場

において、血液製剤の需要量の増大に供給が間に
合わない状況になるのではないかと懸念されてい
るところでございます。
そこで埼玉県といたしましては、血液製剤を長

期かつ安定的に確保するため、日本赤十字社の協
力のもと、若年層向けのキャンペーンや、400mL
献血及び成分献血の推進など、献血者の確保に努
めているところでございます。
中でも、教育委員会など関係機関と連携して、

将来を担う高校生の献血の推進に力を入れていま
す。その結果、平成28年度の本県の高校生献血
者数は9,165人に上り、平成19年度から10年連
続日本一の状況となっております。
これは今後も持続すべき、本県が全国に誇れる

記録であると知事も常々申しております。

このような取組もありまして、埼玉県では、昨
年度225,922人の方に献血に御協力いただき、医
療機関において必要な血液製剤を不足なく供給す
ることができました。
これも、本日御参加の皆様方をはじめ医療従事
者の方々の大変な御協力の賜物であると改めて深
く感謝の意を表する次第です。
引き続き、増大する血液需要に応えるべく、御
協力を賜わりますようお願いいたします。
一方、安定的に血液製剤を確保するためには、
医療機関の皆様による、更なる適正な血液製剤の
使用に関する取組みが必要不可欠でございます。
今後とも731万県民が、必要な時に必要な医療
が安心して受けられますよう、引き続き御支援、
御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
埼玉県では、埼玉医科大学国際医療センターの
池淵先生をはじめ、県内の医療従事者の方々で組
織される埼玉県合同輸血療法委員会で、輸血用血
液製剤の安全かつ適正使用について、先進的かつ
具体的な御検討、御実践をいただいており、大変
心強く思っております。
本日のフォーラムにおきましては、この委員会
で行われました調査検討に関する御報告や教育に
関する講演が予定されております。
このフォーラムを通じまして、県内の医療機関
における輸血の安全対策がより一層推進され、血
液製剤の適正使用が進むことを期待しているとこ
ろでございます。
結びになりますが、埼玉県合同輸血療法委員会
の益々の御発展と本日御参会の皆様の御健勝を心
から御祈念申し上げ、簡単ではございますが私の
挨拶と代えさせていただきます。本日はお世話に
なります。どうぞよろしくお願いします。
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埼玉県合同輸血療法委員会報告

　座長：山口　敦司　先生　自治医科大学附属さいたま医療センター　心臓血管外科
　　

第 1 部

報告 1　赤血球製剤の適性使用に向けて
－埼玉県内施設へのアンケート結果の報告－

（適正使用推進小委員会報告）

演者：佐藤　謙　防衛医科大学校病院　内科

スライド1 スライド2

　埼玉県合同輸血療法委員会では、赤血球の適正
使用の推進のために、適正使用推進小委員会を設
置しました。今回、埼玉県内で輸血を行なってい
る施設の輸血の体制について、調査しましたので
報告します。…2015 年 1月から 12月の 1年間に
血液センターに血液製剤の発注のあった埼玉県内
の 408 施設に調査用紙を送付し、その回答を解
析しました。…

　調査用紙を送付した 408 施設のうち、184 施
設から回答をいただき、回収率は 45.1％でした。
アンケート記入者は、2／ 3が検査技師で、その
ほか、看護師、医師、薬剤師の方々が記入されて
いました（スライド 1）。施設の内訳は、約 3／
4が病院で（スライド 2）、病床数が 100 床未満
の施設が半数以上を占め、約 8割が 300 床未満
の施設でした（スライド 3）。年間輸血単位数は、
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100単位未満の施設が約4割、500単位未満が約
6割と使用単位数の少ない施設が多くを占めまし
た。1万単位以上の施設は 3施設のみでした（ス
ライド4）。

　輸血療法の実施に関する指針によれば、輸血の
管理体制として、輸血療法委員会の設置、責任医
師の任命、輸血部門の設置、担当技師の配置が求
められています（スライド 5）。そこで、輸血の
管理体制について調査を行いました。輸血療法委
員会が設置されている施設は、約 56％で、半数
近くの施設で輸血療法委員会が設置されていませ
んでした（スライド 6）。輸血療法委員会は、病
床数が 100 床以上の施設では設置されている施
設が多く、20床未満では、ほとんど設置されて
いませんでした（スライド 7）。輸血単位数が年
間 1000単位以上の施設では、ほぼ全施設で輸血

スライド3

スライド4

スライド5

スライド6

スライド7

療法委員会が設置されていました（スライド 8）。
輸血部は9施設にしかなく、輸血管理は検査部や
看護部が行なっている施設が多いことがわかりま
した（スライド 9）。病床数別では、500 床以上
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スライド8

スライド9

スライド10

スライド11

の施設では輸血部が設置されている施設もありま
すが、多くは検査部が輸血管理をしていました。
病床数が少ない施設では、看護部が中心となって
輸血管理を行っていることがわかりました（スラ
イド 10）。輸血療法委員会は、輸血部門が輸血管
理をしている施設のほとんどで設置されていまし
た。検査部門が輸血管理をしている施設の約半分、
看護部門が輸血管理をしている施設の約1／ 4に
設置されていました（スライド11）。
　輸血療法の実施に関する指針では、輸血時の検
査として、ABO／ Rh血液型および不規則抗体検
査を行うことになっている（スライド 12）ため、
検査体制について調査しました。血液型検査が院
内で実施可能な施設は約 2／ 3（スライド 13）、
不規則抗体検査が院内で実施可能な施設は約1／
3でした（スライド 14）。病床数別でみると、20
床以上の施設の多くは院内で血液型検査が可能

スライド12

でした（スライド 15）。年間輸血単位数別では、
100単位以上輸血している施設のほとんどが院内
で血液型検査が可能でした（スライド 16）。不規
則抗体検査は、病床数 100 床以上では院内で検
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スライド13 スライド16

スライド14 スライド17

スライド15 スライド18

査が可能な施設が多く（スライド 17）、年間 500
単位未満の輸血施設では、院内で検査を行ってい
ない施設が多いことがわかりました（スライド
18）。交差適合試験が院内で実施されていたのは、

約 3／ 4の施設（スライド 19）で、病床数の少
ない施設（スライド 20）や輸血単位数の少ない
施設では、院外で検査が行われることが多いこと
がわかりました（スライド21）。
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スライド19

スライド20

スライド22

スライド21

スライド23

　次に、適正使用についての取り組みについて調
査しました。血液製剤の使用については、厚労省
から「血液製剤の使用指針」が出され、それに準
拠して使用するのが一般的です。回答戴いた8割
強の施設で「血液製剤の使用指針」は周知されて
いるとしています（スライド 22）。「血液製剤の
使用指針」の周知率は、輸血管理部門がどこかに
より異なり、輸血部管理の施設では 100％、検査
部門や薬剤部門では約 80％、看護部門や管理部
門なしでは約 70％でした（スライド 23）。実際
の輸血が「血液製剤の使用指針」に基づいてなさ
れているかという質問については、「いいえ」と
「どちらとも言えない」が、約 40％あり、実施に
は問題のあることが窺えました（スライド24）。
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　「血液製剤の使用指針」に基づいた輸血は、輸
血部門で管理している施設で実施率が高く、看護
部門や管理部門なしの施設で低いという結果でし
た（スライド 25）。使用単位数が多い施設でも少
ない施設でも、指針に基づいた輸血には大差が見
られませんでした（スライド 26）。適正使用への
取り組みを行っている施設は約2／3と少なく（ス
ライド 27）、輸血部門が設置されている施設での
取り組み率が高く、管理部門がない施設で最も少
ないという結果でした（スライド 28）。輸血単位
数別に見ると、ほぼ輸血単位数と取り組み率は相
関していました（スライド29）。

スライド24

スライド25

スライド26

スライド27

スライド28



第 9 回　埼玉輸血フォーラム

28

スライド29

　以上より、
●埼玉県では、比較的小規模施設での輸血が大半
を占め、輸血量も少ない施設が多い。
●輸血療法委員会が設置されている施設は約半数
のみで、施設の規模や輸血量と設置率に相関が
見られる。
●輸血管理は検査部門が管理している施設が多
く、輸血部門が設置されている施設は 184 施
設中 9施設のみであった。

●輸血検査の院内実施率は、施設の規模や輸血量
と相関が見られる。
●「血液製剤の使用指針」の周知率は高かったが、
周知率と比較すると「指針に基づいた輸血」が
行われている施設は少なかった。
●「指針に基づいた輸血」が行われている施設は
輸血部門が設置されている施設で多かったが、
輸血量との相関は見られなかった。
●適正使用に対する取り組み」は約半数の施設で
しかされておらず、取り組み率と管理部門や輸
血量との間に相関が見られた。
という結果が得られました。
　「血液製剤の使用指針」は多くの施設で周知は
されていましたが、その実践については課題が残
されていることがわかりました。「血液製剤の使
用指針」に基づいた輸血は輸血部門のある施設で
実施率が高く、また、「適正使用に対する取り組み」
率が高い事から、適正使用を推進する上で輸血管
理部門の果たす役割の重要性が示されました。血
液製剤の適正使用をさらに推進するためには、輸
血管理部門が積極的に適正使用に関わっていくこ
とが大切であると思われます。



第 9 回　埼玉輸血フォーラム

29

スライド1

スライド3

スライド2

報告 2　輸血の実施に関する動画政策と教育活動　
－看護師部会活動報告－

（輸血業務検討小委員会報告）

演者：木村　秀実　埼玉協同病院　看護部地域連携看護科

本日は輸血業務検討小員会の看護師部会の活動
として2017年に行った輸血の実施に関する動画
制作と教育活動について報告させていただきます。

そこで、2017 年は安全な輸血を広めるという
ことをテーマに活動を行いました。2016 年の埼
玉輸血セミナーのアンケート結果から、参加理由
として「基礎を知りたい、再確認したい」という
ものが最多でした。
そこから看護師がベッドサイドで抱く疑問を解
決する場の提供を目的として今年度も埼玉輸血セ
ミナーでの講師活動をさせていただきました。
また、2つ目の活動として、輸血の手順書を動
画で確認できるものはあまりありません。看護手
順を学べ、看護師の不安軽減ができるツールを作
ろうということで輸血看護に関する動画制作を行
いました。

看護師部会は 2016 年には埼玉輸血セミナーで
の教育活動を行いました。今年は看護師部会とし
て何ができるかということを考え、2017 年は安

全で適正な輸血を実現するために、まずは私たち
看護師の教育をしてこうとなりました。
そのためのステップとして、正しい取り扱いで
輸血が実施できるように安全な輸血を学び、その
次にその輸血が適正な使用かを判断できる能力を
育てていく必要があります。
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スライド4 スライド6

スライド7

スライド5

1 つ目の埼玉輸血セミナーでは、9月と 10 月
に「ベッドサイドにおける輸血実施の Q＆ A」、
防衛医科大学校病院の島村さんより「看護師によ
る輸血過誤防止への取り組み」という内容で開催
しました。

看護師向けの輸血セミナーの参加者は 180 名
でそのうち看護師系の参加者が 166 名でした。
アンケート結果から参考になったとの回答が
94％で、参加者からの意見としては
◦普段、気になっていることがQ&A方式だっ
　　たので理解しやすかった。
◦同意書の有効期限、加温の必要なし。手技の
　　再確認が出来た。
◦取り扱い方・副作用等あらためて再確認の意
　　味で参考になった。
◦医師にも伝えたい内容だった。
◦チーム医療の重要性が理解できた。具体例が
　　よかった。などの意見が寄せられており、学
　　習効果はあったと考えられます。

ベッドサイドにおける輸血実施のQ＆ Aでは
●同意書の有効期限はあるの？
●血液型検査はなぜ 2回検査をするのか？
●内容量は何mLですか？
●何時間以内に終了すれば良いの？
●輸血副作用はどのようなものがありますか？
●観察のタイミングは？
●どんな症状に注意すれば良い？などの日頃か

　　ら看護師が抱く疑問について Q＆ A方式で
　　講義をしました。

次の活動として看護師がベッドサイドで押さえ
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ておきたい看護手順を学べる動画を制作しまし
た。
これは間違い動画から正しい輸血の看護手順を

学べるように制作しています。今回が初公開とな
りますのでご覧ください。

スライド8

スライド9

スライド10

いかがだったでしょうか？
今後この動画を「自己血採血動画マニュアル」

のように誰でも閲覧できるように埼玉県合同輸血
療法委員会のホームページで公開予定ですので、
活用していただきたいと思います。

今後の課題と展望ですが、今回輸血看護に関す
る動画制作をしたのですが、それを知ってもらう
ための宣伝活動をしていかないといけません。
また、動画の有効性等を評価していく必要があ

るかと思います。

私は、看護師が輸血医療の最後の砦だと考えて
います。2018 年も活動を継続し、安全で適切な
輸血医療の推進に寄与していきたいと考えていま
す。
ご清聴ありがとうございました。

今後の展望としては、現在行っている輸血セミ
ナーなどの教育活動を継続して行きたいと思いま
す。そして、2018 年は看護師だけでなく医師・
検査技師ともコラボレーションをして活動を広げ
ていきたいと考えています。
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スライド1 スライド2

スライド3

報告 3　埼玉自己血輸血研修会の報告
明日から役立つ知識を獲得しよう！

“自己血、あるある” こんな時、どうしますか？
（自己血輸血小委員会報告）　
演者：村上　純子　埼玉協同病院　臨床検査部

池淵研二先生代理報告
村上先生が体調不良とのことでピンチヒッター

として報告させていただきます。
埼玉県自己血輸血研修会とは、埼玉県合同輸血

療法委員会の自己血輸血小委員会の活動を紹介さ
せていただく場として開催しています。今まで6
回開催しました。
自己血輸血について是非教えて欲しいという病

院に、医師、看護師、検査技師、血液センターの
スタッフが訪問して約2時間、現場でディスカッ
ションし、そして質疑応答にこたえる訪問勉強会
活動をしていますが、その活動で得た体験、ある
いは実際に受けてもらった施設からの改善報告
等々を施設担当者に、この研修会で発表してもら
います。そして日本自己血輸血学会の理事長の脇
本先生から最近のトピックスについて情報伝達を
していただき、その後、自己血輸血あるある、こ
んな時どうしますか？をQ&A方式で質疑応答に答
えて進んでいきます。

会場は埼玉医科大学かわごえクリニックです。
毎回約120～ 130名が参加して下さいます。

会場の方に賛否を問うスタイルで赤い紙と白い
紙を用意し、参加者に意見を求めます。会場参加
型の企画をモットーにしています。
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スライド4

スライド5

スライド6

スライド7

Q&A方式と解説スタイルでは①自己血採血時
の注意点と EPOの使い方について、②採血後の
シーラーについて、③製剤の保管・管理方法につ
いて、④VVRと補液について等々を紹介してきま
した。EPO製剤はヘモグロビンの数値によっては
採血前の週から使えることや採血予定量が800ｃ
ｃの場合に保険適応があること。シーラーについ
ては充電型のハンドシーラーは抜針前に使用でき
るので採血後の輸液が楽にできること。血液バッ
グは縦置きにして上清に溶血がないか確認するこ
と。VVRの予防として採血量と相当量の点滴をお
こなったほうが良い等を説明してきました。

さらに、①採血困難者の対応と穿刺時・採血中
のトラブル、②採血後の補液と体調監視、③自己
血保管と点検、④輸血（返血）時のトラブル、凝
集塊による詰まりと対応等々を我々の考えと方針

自己血採血スペースは独立したところが望まし
いと推奨させてもらいました。

ラインを軽くクランプして、針先を抜いたとき
に針先から空気がバッグ内に混入するのを防止し
て欲しいと紹介しました。

に沿って説明しています。
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スライド8 スライド10

スライド9

スライド11

シーラー時にラインを引っ張るとシーラー部が
切断されてしまうので、水平にラインを置いてセ
グメントをつくるなど指導しています。

採血後は、自己血採血量相当の生理食塩液を急
速投与し、患者が冷感を訴えたらホットパックを
のせて対処すること。点滴中の約10分間と、抜
針後の止血に必要な5分はベッド上で安静が保て
ますので、点滴は帰宅前に循環系の不均衡症候群
の回避対策になっていますと紹介しています。

一番の関心事は、採血の途中中断で、何ｃｃ以
上採血できればバッグが使用できるのか？中断を
したときにどのような工夫で回避できるのか？
と相談があり、ここではバッグ規定量の半分以

上採血できれば有効であることを紹介しています。

自己血輸血小委員会での演劇部の活動がスター
トしていきました。
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スライド12 スライド14

スライド13

スライド15

ここでは委員会の方に医師役、看護師役、患者
役として登壇してもらいます。日常で起こる会話
や、ときには悩ましい内容も取り入れて、こんな
とき貴方ならどうしますか？を答えていただいて
います。

埼玉協同病院では、このようなチェックリスト
を作っておこなっています。

自己血輸血の禁忌は日本自己血輸血学会で決め
られていますが、ちょっとした下痢、抜歯した後、
抗生剤を飲んだ場合等々に当たった際に、看護師
さんや現場のスタッフは採血をおこなってよいの
か判断に苦慮することもありますので、そのよう
なことをテーマに行いました。

村上先生に進行役をしていただき、患者役、看
護師役に登壇してもらい、このような形式で進ん
でいきました。
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スライド16 スライド18

スライド17 スライド19

平成28年では、症例として40代の女性、人工
膝関節全置換術のために自己血貯血を2回行うこ
とになっている模擬患者を想定し、禁忌事項につ
いて質問していきました。

薬は飲んでいませんか？心臓に異常は？普段息
切れはありませんか？患者が「飲んでいません」「あ
りません」となれば採血をおこなっても良いとい
うことで進んでいきます。

何もない時の楽勝な問診の例です。下痢は？熱
は？おたふく風邪は？の全てに「はい」や「かかっ
てません」と回答であればすべてOKとなります。

埼玉協同病院の1問目では、抜歯後72時間以
内では採血を止めようとなっています。
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スライド20 スライド22

スライド21

スライド23

悩ましい問診例では、3日以内に歯医者にかかっ
ていますか？の問いに対し「手術を控えているか
らわざわざ歯医者に行ってきました」。
歯を抜きましたか？について「歯石除去とクリー

ニングをおこないました」。
出血するような処置でしたか？「うがいの水に

血が混ざっていた」。
ということで、このようなとき皆さんはどうし

ますか？と会場に投げかけます。そこに医師役と
して、私、佐藤先生、岡田先生が質疑応答に答え
る役を行いました。
演劇の台本は当日にならないと渡されません。

皆さん難しい場面には回答に苦慮していました。
抜歯後72時間以内は、献血でも日本自己血輸血
学会でも採血禁忌となっていますので、採血日程
に余裕があれば採血日を延期する対応となるだろ
うと答えました。会場の方々も納得してもらった
と思います。

下痢はしていませんか？との質問に「はい、し
ていません」と回答してくれたら簡単に進みます
が、「おとといの晩から軟便でした」「おとといの
晩は3回、昨日は午前中に2回で、それ以降はあ
りません」「おとといの3回はまあ、下痢だったか
も」このような場合には、採血は困難です。エル
シニア・エンテロコリチカ菌という下痢を起こす
細菌は低温保存でも増殖すると言われていますの
で、献血でも自己血でも下痢があると採血はしな
いほうが良いとされています。
このとき患者役の方は大変上手に演技され、便
の硬さ、便意の激しさをどっちつかずの回答で上
手くはぐらかし会場を沸かせていたので、会場か
らの意見も面白いものがでていました。

熱については、36度 7分なので問題ないと思わ
れたのですが、この患者さんは「普段は35度台で
す」と始まって平熱はこうなので、どうでしょう
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スライド24

スライド26

スライド25

スライド27
ウイルス感染症でおたふく風邪のような症状を

模擬患者が訴えてきたので、おたふく風邪なのか、
ただ痛いだけなのか判断できない場面設定でした。
自然治癒したのか、以前の検査結果はあまり覚え
ていないようで、こんな時どうしましょう？と皆
さんで考えました。この例は一番困りました。

献血の場合には、献血者の血液を患者に輸血し
ますので、輸血を受ける患者さん側を保護するこ
とを第一に考えます。
献血は3週間以内、1か月以内、6か月以内の
各種ウイルス性感染症を除外項目としています。
自己血は自分の血液を戻すので、返血時には患者
さんにはウイルスに対する抗体が産生されており
大丈夫、採血してもOKだという意見が多く出さ
れました。

薬についてはスライドにあるような薬（痛み止
め、胃薬、ビタミン等）なら良かったのですが、
風をこじらせない為に抗生剤を出して貰いました、
とさらに場面を難しくしました。このように悩ま
しい患者さんに遭遇して普段どうしているのか、
クローズアップさせてそのQ&Aを演劇部で演じて
もらいました。

か？と会場を盛り上げてくれました。対応として
複数回計る、走ってきましたか？と質問して、そ
の場合は落ち着いてから再検する、室内温度が高
くないかチェックする、など案を出して会場内で
質疑応答しました。参考値としてCRPや白血球数
を計り、数値が低かった場合は感染症でないので
採血しても良いのではとの意見も出ました。
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スライド28 スライド30

スライド29

スライド31

平成29年度のシナリオは村上先生がインター
ネットで、「子宮筋腫奮闘記」を見つけられ、それ
を元に書いてくれました。

病院のチェックリストにそって実施していきま
す。
柚子さん、水分補給のためにジュース持ってこ

られましたか？採血を始めますので途中で気分が
悪くなったら言ってください。と、ここまではOK
です。

あと少しで200cc採れそうな時に「胃のあたり
が気持ち悪いですが、我慢できます」と柚子さん
が訴えます。しかし、もう少し経過すると「吐き
気がします。気持ち悪いです」となります。さらに、
血圧が94の 56、脈拍が50となりVVRらしい症
状が現れました。

このような場合、あなたなら実際に採血して
良いと判断しますか？医者はどうすべきだったの
か？を会場で質疑応答しました。
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スライド32 スライド34

スライド33

スライド35

会場の方に向かって勤務されている職場の実情
について質問します。患者さんには水分補給を勧
めていますか？今回例に出した症例のVVRは軽症
ですか？中程度ですか？責任医師は直ぐに駆けつ
けられる場所にいますか？どの時点で、看護師の
判断で採血中止が出せますか？

医師は電話でどのように指示を出せばよかった
と思いますか？1回VVRを起こした患者は2回目
の採血をしても大丈夫ですか？
VVRの症状が遷延する場合の対処を決めてあり
ますか？薬品や物品は手元にあって、すぐに使用
できますか？実際に薬品を投与した経験はありま
すか？を会場と一緒に意見交換しました。

採血困難事例については、埼玉県赤十字血液セ
ンター熊谷駅出張所の小嶋さんに実際に献血ルー
ムでどのような工夫をされているか実技で示して
紹介してもらいました。
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ということで、演劇部の活動は今年も引き続き
行いたいと思います。現場で悩まれている方々の
実際の声を聞きながら、その場で医者役の私共が
どのように考え、そして現場で自己血輸血看護師
がどのように答えるかを会場で意見交換する機会
を設けていきたいと願っています。

スライド36

スライド38

スライド37

こちらは埼玉県赤十字血液センターのウェブサ
イトですが、ここから埼玉県合同輸血療法委員会
をクリックしてもらいます。

こちらに自己血採血動画マニュアルがあります。
このような活動を埼玉県合同輸血療法委員会の自
己血小委員会がおこなっていますので、興味をもっ
てもらい、お声がけをよろしくお願いします。
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 質  疑  応  答

○座長… 池淵先生、どうもありがとうございました。今日は実際に演劇を見られると思っていま
したが、ないのですね。

○回答… 村上先生が講演されていたら、舞台に数名登壇し実演できたのですが、本日はお見せで
きませんでした。

○座長… 池淵先生が急遽ピンチヒッターでおこなっていただきましたが、ロールプレイや演劇な
ど実際に見てもらうと、先ほどの動画もですが、とてもわかりやすいですね。

… 皆さんに見てもらうチャンスが広がると良いとおもいます。

○回答… はい、そうだと思います。
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輸血領域の医療安全

　座長：樋口　敬和　先生　獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部
　　

第２部

報告 1　当センターのインシデントと安全な輸血投与手順

演者：亀森　康子　自治医科大学附属さいたま医療センター 看護部

スライド1 スライド2

　先生、どうも過分なご紹介をありがとうござい
ました。自治医大さいたま医療センターの亀森で
ございます。こんにちは。

　当センターの輸血のインシデント報告画面にな
りますが、電子媒体になっています。これが輸血
のインシデントの報告画面になっているわけです
が、発生場面は輸血というところで、輸血の検査
と実施。発生内容の方は、輸血でカテゴリーがい
ろいろ分かれています。
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　インシデントの項目としましては、検体の取り
違え、クロスマッチの間違え、結果入力の間違え、
放射線の過剰照射、未実施、患者間違い、輸血製
剤の取り違え、過剰持ち出し、返却について。あ
とは不適切な輸血方法、血液型ベルトの未着用、
アレルギー、説明・同意書などの管理方法、その
他というようなカテゴリーで、インシデント項目
が分かれております。電子媒体でチェックをして、
実際の内容については、テキスト入力で入れてい
ただくかたちを取っております。

スライド3

スライド4

　当センターは、毎年２万件以上のインシデント
報告数がございますが、その中で、一昨年は約
246件が輸血に関しての報告でした。大きな項目
につきまして、カテゴリー報告があったものにつ
いて、これからちょっとご紹介させていただきた
いと思います。

　未実施につきましては、これはレベル０です。
ほとんど輸血に関しましては、レベル０か１のヒ
ヤリ・ハットの報告になっております。未実施に
つきましては、先生から指示が出ましたが夜勤帯
で、マニュアルでは先生からの指示として看護師
に声を掛けていただく、あと電子カルテ画面でも
実施してくださいよというサインがあるんですけ
ど、そこがうまく伝わらなかった。少しタイムラ
グがあり、結果的には輸血の実施はしましたが、
すぐに気付いて実施できなかったということで、
レベル０の報告になります。
　不適切な輸血方法では、先ほどの看護師の動画
でもございましたが、ルートを適正に選んでいる
かどうかというところもありまして、そういうこ
とに関しての報告もあります。
　あとは、血液型ベルトの未着用、血液製剤の取
り違え、患者間違い、説明・同意書の管理、過剰
持ち出し、あと返却についてというところが大き
な項目で、報告があります。

スライド5

　患者間違いで、このタカハシさんにつきまして
は、架空の名前になっておりますので、ご了承い
ただきたいと思います。
　タカハシチヨコさんとミエコさんという方が同
一病棟にいらっしゃいました。タカハシチヨコさ
んの輸血伝票が届くのを看護師は待っていたわけ
ですが、この患者さんを含めて、２名分の輸血伝
票が輸血部から届きました。
　１名を確認した後に、残りがタカハシチヨコさ
んのものだと思い込んだのですが、よくよく確認
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致しますと、タカハシミエコさんの伝票であるこ
とが判明致しました。タカハシミエコさんに関し
ましては、翌日、透析室で使用予定の輸血伝票で
あったわけです。
　同姓、または類似名患者の注意ということで、
こちらの方もニュースレター等で、当センターで
は注意喚起を致しました。

スライド6

スライド7

　血液型ベルト未装着ということで、血液内科の
病棟で急性骨髄性白血病の患者がいらっしゃった
わけですが、外泊に行かれまして、外泊時には一
時的にベルトを外します。帰室したときには、ま
た患者さんに確認をして、患者識別ベルトを装着
するわけですけれども、それを忘れておりました。
さて輸血をすることになり血小板輸血の前処置の
際に、ベルトの未装着に気付くということで報告
がありました。
　真ん中の写真が、ちょっと分かりづらい写真で
大変恐縮なのですが、当センターの輸血ベルトに
なっております。
　どのような理由でありましても、患者認識ベル
トを外した後は、その後に速やかに装着するとい
うのがマニュアルになっておりますので、こちら
もマニュアル違反の事例でした。

　過剰持ち出しと返却については、中央手術部の
看護師から報告がございました。僧帽弁置換手術
を施行した患者さんなのですが、術中にＦＦＰ
10単位とＲＢＣを持ち出しておりましたが、10
単位中６単位を使用して、４単位がまだ冷凍庫の
中に残っておりました。
　手術が終わりましたら、速やかに輸血製剤の返
却をすることになっています。手術室のみが返却
を認められています。というのは、きちんとした
冷蔵庫とか冷凍庫の適温で保管がされているから
です。輸血は、手術が終了しましたら、残ってい
たものは速やかに返却することに決まっており、
そちらがきちんとできていなかったということ
で、やはりこちらもマニュアル違反というかたち
で報告がありました。

スライド8

　輸血製剤の取り違えに関しましては、ＰＣ 10
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スライド9

スライド10

　いままでは輸血の実施側の医師や看護師からの
レポートだったのですが、これは輸血部内、臨床
検査技師さんからのレポートでした。
　血液内科の病棟からＡＢ型プラスのＰＣ製剤の
依頼を受けまして、輸血部は血液センターへ発注
しました。血液センターへの発注はオーダーナン
バーで行うそうですが、血液製剤の患者割り付け
操作時、オーダーナンバー 982627 で、下３桁
627 の患者の製剤を、下３桁のところが 827 の
患者さんに貼り付けたということでした。ＡＢ型
プラスの患者さんにＢ型プラスの製剤を割り付け
たために、システム上、血液型不一致のハザード
が点滅し気付くことができたという報告でした。

　この報告を受けたときに、まずはどのように輸
血が血液センターに発注されるのか。私自身も
ちょっとお恥ずかしいお話ですが知りませんでし
た。個人情報の視点から氏名では発注しないとい
うことも知りませんでした。
　実際に、輸血部に話を聞きにいったら、個人情
報の視点で、FAXで誤送信があり、個人情報保護
の観点から、いまはオーダーナンバーで行ってい
るという話をお聞きしました。
　医療安全管理者としては、ここがやはり結構リ
スクが高かったのではないかなと思っておりま
す。数字の記載間違い、入力間違いは起こりやす
い間違いです。また、臨床検査技師さんが割り付
け操作時には、昼休みの人手の足りないところで、
輸血のオーダーがかなり入ってきたということも
ありましたので、輸血部全体のシステム、あとは
仕事の割り振りとか、そのようなところの見直し
をする課題が、このインシデント報告から抽出で
きました。

　不適切な輸血方法というところでは、集中治療
部で出血性ショックの患者さんがおりまして、貧
血と凝固異常のために連日輸血、該当日もＲＢＣ
４単位を投与中で、カルシウムが低値のために、
点滴でカルシウム補正を実施しました。
　看護師は、投与ラインが見つからなかったため
に、輸血ラインからカルシウム製剤を同時投与を
してしまい、医師がベッドサイドに行ったときに、
輸血ラインからカルシウム製剤が投与されている
ことに気が付きました。

単位と、ＲＢＣ２単位の輸血が急きょ決まった患
者さんで、輸血が届き次第、ＰＣから投与をして
くださいという先生の指示がありまして、リー
ダー看護師から、受け持ちの看護師は輸血伝票を
受け取り、看護補助員に輸血の受け取りを依頼し
ました。
　ところが、届けられた輸血製剤はＲＢＣ、リー
ダー看護師から受け取った伝票がＲＢＣの伝票で
あったことに気付いて、実は、ＰＣとＲＢＣの輸
血伝票２枚ありましたが、そちらをリーダー看護
師も、受け持ちの看護師も、きちんと確認してい
ませんでした。
　そして、看護補助員への依頼時にも、患者さん
の名前だけで、輸血製剤名と単位数を伝え忘れて
いました。こちらも手順をきちんと守っていな
かったという事例になります。
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　この投与方法では、輸血製剤バッグの中で凝固
を招くんだよということを、医師の方から看護師
が指摘を受けて、初めてそこで看護師が知ったと
いうことで、輸血は単独でできるだけ投与すると
いうことで、ハットしたという事例で報告があり
ました。

スライド11

スライド12

　輸血実施の患者と血液製剤の取り違えの予防手
順ですが、先ほどご紹介いただきましたが、私は
医療安全管理者なので、医療の質・安全学会とい
う学会にはいっています。その中で、私たち医療
安全管理者が集められまして、ネットワーク会議
というのが年に数回行われております。
　昨年の学会のネットワーク会議で、実は、患者
さんと血液製剤の取り違えの予防手順が、医療の
質・安全学会側から、このような推奨手順という
かたちで出されました。これに基づきまして、医
療安全管理者は自分の、自施設の輸血の投与手順
をということになっています。ここの手順に載っ
ているものに、自施設をまるっきりはめるという
ことではなくて、ここはきちんと手順のポイント
を踏んでいるな、ここが足りないなというところ
の見直しをしましょうということで、これが推
奨手順として出されましたので、それについて、
ちょっとご紹介をさせていただきます。
　輸血実施前に、輸血を投与する患者が輸血の指
示がある患者だということを確認して投与。血液
製剤がその患者のものであることを照合確認をし
て投与というかたちになっております。

　具体的にまいりますと、輸血について患者の同
意を同意書で確認。看護師は患者さんの投与する
血液製剤を受け取りましたら、患者情報、フルネー
ム、ＩＤ番号、または生年月日と、血液製剤情報
が記載されている適合票を血液製剤に貼付する。
　ここで、適合票と出てきますが、当センターで
結び付けていきますと、うちの場合は、交差適合
試験合格書という名前になっております。
　ですので、皆さんのご施設で、医療安全管理者
が、ここの出てくる言葉が自分の施設では何に当
たるのか、そこの確認も大切になってくるかと思
います。
　そして、医師又は看護師は患者への血液製剤投
与の指示を確認し、受け取った血液製剤が指示さ
れた血液型、製剤の種類、単位数であることと交
差適合試験結果、投与日時を確認する、原則とし
ましては、輸血は単独ルートで投与する。
　先ほどの動画の方でもありましたが、必ず患者
さんのベッドサイドで輸血ルートを確認して、バ
イタルサインの測定を行う。これはもちろんのこ
とですが、そこもきっちり行うということが、手
順の中にも盛り込んであります。
　看護師二人、または、医師、看護師と二人で、
輸血投与直前に患者のベッドサイドで患者確認と
血液製剤の確認を次の手順で行う。
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　１患者ごとに１バッグずつ、投与直前に確認を
行い投与する。患者氏名の確認は、患者さんから
フルネームを発信してもらって、適合票のフル
ネームとの一致を照合確認する。患者が名乗るこ
とができない場合には、リストバンドまたは診察
券のフルネーム、適合票のフルネームと一致して
いるかどうかを照合確認。
　二つ目の患者情報でありますＩＤ番号または生
年月日の確認は、リストバンドまたは診察券のＩ
Ｄ番号、または生年月日を確認し、適合票のＩＤ
番号または生年月日と一致しているかどうかを照
合確認。
　この照合確認で下に書きましたが、何と何をど
のように照合するか、これがポイントになるわけ
です。

スライド13

スライド14

スライド15

　血液型が一致しているかどうかを下の四つで照

合確認。適合票の血液型、血液製剤の血液型、指
示書、カルテの血液型、患者に言ってもらえた血
液型、これは患者さんが言える場合ですが、血液
製剤番号が一致しているかどうかを適合票、血液
製剤の製造番号で照合確認をする。
　有効期限、最終有効年月日についても、血液製
剤バッグの表示を見て、期限内であることを確認
する。放射線照射が行われていることを確認する。
製剤バッグの外観に破損、変色、凝集塊等の異常
がないかを確認するとなっております。

　適合票に確認を行った確認者がサインをする。
バーコード照合システムがある場合は、患者側の
リストバンド、または診察券のバーコードを読み
取り、血液製剤の３本のバーコード、血液型コー
ド、製剤コード、製造番号を読み取り、照合が成
功したことを確認する。
　こちらが当センターのベルトと診察券となりま
す。照合したときに、エラーメッセージが起きた
ときに、必ず血液製剤を投与せずに、エラーメッ
セージの内容を確認し、エラーの原因を検討し、
解決する。
　このようなことが全て終わってから輸血投与の
開始になるわけですが、右下は、当センターは外
来で輸血をする場合にはベルトではなく、患者さ
ん情報が入ったものを打ち出しまして、患者さん
の首からぶら下げていただいて、バーコード認証
をしているという方法をとっています。
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スライド16

スライド17

スライド18

　要するに、確認に用いるツールを明確にすると
いうことです。交差適合試験報告書はこの写真の
とおりで、交差適合試験合格書は真ん中のもの、
血液製剤はこれというかたちで、手順に記載する
言葉の定義を明文化しておく。これをマニュアル
にしっかり盛り込むことが大切になるかと思いま
す。

　当センターの手順をこれに照らし合わせてみて
きましたが、当センターではＰＤＡを利用してお
りますので、医師または看護師の２者で声を出し
て、ＰＤＡを併用して確認し、交差適合試験報告
書の確認欄へチェック印を付けることになってお
ります。
　血液製剤と交差適合試験報告書、患者氏名、血
液型、製剤名、製剤単位数、製造番号、使用期限、
放射線照射の有無、製剤バッグの性状で、破損、

感染の有無の確認です。
　ＰＤＡによる照合ですが、交差適合試験報告書
のバーコードの読み込み、血液製剤のバーコード
の読み込み、照合者登録ボタンのクリック、確認
する２者がそれぞれ職員ＩＤ番号を入力して、照
合者登録を行うことになっております。

　さらに、ベッドサイドなどでの確認に関しまし
ては、患者自身に氏名と血液型、外来では生年月
日も名乗っていただきますが、実施前には、血液
製剤と交差適合試験報告書の患者氏名や血液型、
製剤名、製剤単位、製剤番号、使用期限、放射線
照射の有無、あと血液製剤の性状を、必ず声に出
して確認して、ＰＤＡを併用し、２者で確認する
というかたちになっております。
　ＰＤＡによる実施登録につきましては、患者識
別ベルトの、患者ＩＤのバーコードの読み込み、
交差適合試験報告書のバーコードの読み込み、血
液製剤のバーコードの読み込み、実施日時、場所、
輸血量の設定、実施者登録ボタンのクリック、実
施者と確認する２者がそれぞれ職員ＩＤを入力
し、実施者登録を行う。このようにマニュアルと
して、当センターでは入れております。
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スライド19

スライド20

　連携、そしてフィードバックとなるわけですが、
輸血を準備する側の臨床検査技師さん、輸血を実
施する医師、看護師両方からインシデント報告が
上がることによりまして、事例の全体像が把握で
き、レベル０、１の段階でも、これから重大な事
故にならないように、全体像が把握できることに
よって手順やシステムの見直しができる。これが
重要なことになっていくと思います。
　当センターの輸血部でも、積極的にインシデン
トレポートを報告していただいておりますので、
何か分からないことがありましたら、輸血部にも
確認にいって、全体を把握するように、医療安全・
渉外対策部として対応をしています。
　手順を作成すると、当センターでもそうなので
すが、つくりっぱなしというわけではないのです
が、往々にして、変わらないとそのままというか
たちになってしまいます。

　手順の作成と改定のところですが、輸血に関し
ましての、手順の作成の役割と責任は、輸血部門
および輸血療法委員会、医療安全管理部門にある
と思います。遵守と監視が大切で、輸血部門およ
び医療安全管理部門は、職員の手順の遵守状況と
調査方法を検討する。
　順守状況は、インシデントレポートでも分かり
ますし、実際に輸血を実施しているところや、あ
とは輸血を準備されている、臨床検査部の輸血部
門のところに、実際にモニタリングに行ったりと
か、そのようなことが含まれると思います。
　そのようなところを検討しまして、定期的に調
査をして、院内の状況を把握するとともに、調査
結果を輸血療法委員会や医療安全管理委員会で検
討して、改善のためにフィードバックを行ってい
くことが、どの施設でも大切かと思われます。
　当センターも小児外科が数年前から始まりまし
て、小児の輸血に関しては、またいろいろな手順
を決めなくてはいけない問題が起きました。ただ、
そのときにも輸血部と臨床現場と両方の方たち
に、いろいろ協力していただきまして、安全な輸
血のためにというかたちで、手順もしっかりする
ということができました。
　今後も安全な輸血が、実施できますように、医
療安全管理者として頑張ってまいりたいと思いま
す。先ほどの、輸血療法認定の看護師さんの活動
を伺いまして、ぜひ医療安全管理者とともにタッ
グを組んで、こういう活動を広げていけたらいい
かなと思っております。
　ご清聴どうもありがとうございました。
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 質  疑  応  答

○樋口… どうもありがとうございました。ただいまのご講演に関しまして、フロアの方から何か
ご質問やご意見等はございませんでしょうか。よろしいですか。

　… では、私からちょっと一つ伺いたいことがあります。フィードバックについてなんです
けども、ニュースレターということはおっしゃったのですが、それ以外に何か有効な
フィードバックのようなものがあったら、教えていただきたいということと。

　… それにちょっと関連しますけれども、おそらく新入職員のオリエンテーションをされて
いると思うんですけれども、その後の再教育と言いますか、再研修と言いますか、その
ようなことはやっていらっしゃるのでしょうか。

○亀森… フィードバックの仕方は、ニュースレターもございますが、委員会でとか、あとは医療
安全推進担当者会議には、臨床検査部から輸血部門とか、臨床検査部だけでも４部門か
ら、うちは参加してくださっています。

　… あとは、臨床検査部門でも、インシデントの医療安全管理者研修というところで、管理
者だけではなくて、医療安全のヒヤリ・ハットとか、ＫＹＴの研修をやってくださいと
いうこともございますので、こちらからも出張して、実際に臨床検査部として、このよ
うなインシデントが出ていますよ。

　… あとは、このように検査部の方がインシデントを出してくださって、逆に病棟から出て
いない場合には、こちらも必ずフィードバックして確認に行っています。こういう結果
でしたよというかたちを返していますので、一方通行でないように、それを心掛けてお
ります。お答えになっているでしょうか。

○樋口… いや、結構です。

○亀森… あとは、新入職員のオリエンテーションでもしていますが、１年目の研修が主に多いの
で、それが看護部の教育委員会の中でも多いので、その中の最後の 10分間、時間をい
ただいて、実際にこういうインシデントが起きましたので注意しましょうというかたち
で呼び掛けたりとか、部署に実際に出向いて研修を行ったりしております。なるべく
フェーストゥフェースで行うかたちを取ってございます。

○樋口… どうもありがとうございます。

○亀森… ありがとうございました。

○樋口… はい、どうぞ。
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○石田… 埼玉医科大学国際医療センターの石田と申します。非常に勉強になる内容を教えていた
だきまして、どうもありがとうございました。

　… そちらの施設で出る輸血関連のインシデントですけれども、看護師さん、検査技師さん
が出されることが多いと思うんですけれども、どういう職種の方が、どのぐらいの頻度
で、あるいは割合で、出されておられるかということを教えていただきたいのが１点、
取りあえず、お願いします。

○亀森… 私の後に、私の上司である遠山から、そこの割合についてはこれから話があるのですが、
一番多いのはやっぱり看護師です。その後に臨床検査技師さん、あとは医師というかた
ちになっています。

　… 医師の方からは、やっぱり同意書の確認が足りなかった。いざ輸血をしようと思ったら、
同意者が、同意は取ってあったけどサインをもらっていなかったりとか、そのようなこ
とでの報告がございますが、一番多いのはやっぱり看護師です。その次に臨床検査技師
さんで、医師というかたちになっております。

　… 報告の割合は、私の後の遠山の方からも報告がございますので、そちらを聞いていただ
ければと思います。よろしいでしょうか。

　… では、私の上司である遠山にバトンタッチをしたいと思います。ご清聴どうもありがと
うございました。

○樋口… どうもありがとうございました。

（亀森氏終了）
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スライド1 スライド2

スライド3

報告 2　過去から現在そして未来へ ～安全な輸血のために

　　　演者：遠山　信幸　自治医科大学附属さいたま医療センター　副センター長
　　　　　　医療安全・渉外対策部 部長　総合医学講座Ⅱ（一般・消化器外科）

よろしくお願い致します。自治医大さいたま医
療センターの遠山です。今日は題名を考えるのに、
ちょっと壮大な題名を付け過ぎてしまったかなと
いう気がします。「過去から現在、そして未来へ」
ということで、輸血に関わる安全と、それから医
療安全全般に関わることも少しお話ししたいと思
います。
私は先ほど樋口先生からご紹介いただいたとお

り、もともとは消化器外科医で、肝胆膵外科の方
をやっていましたが、今はほとんど医療安全に専
従に近いかたちでコミットしているという状態で
ございますので、本日はそちらの話を中心にした
いと思います。

私は消化器外科をまだバリバリにやっているこ
ろ、2006 年と書いてありますが、輸血に関する
研究も少しやっておりまして、特に、自己血輸血
であったり、あるいは、肝切除後の輸血治療です
ね。肝胆膵外科はかなり出血が多いのですが、そ
ういったことも学会発表させていただいたりしま
した。
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スライド4

スライド5

スライド6

スライド7

当時は、大宮医療センターと呼んでいましたけれ
ども、その後、2007年にさいたま医療センターと
名前が変わりました。そこでも同じように、自己血
輸血をどのように進めていくか、あるいは、合併症
をどのように抑えるかということで、結論は、ちょっ
と小さな字で申し訳ありませんけども、輸血に関し
てはいろいろなミスがあるということ、それを押さ
えるリスクマネジメントが重要であるということで
す。出血量の減少だけでなくて、術後の出血、胆汁
量、その他の確実な肝切除の手技も大事であると。
それから、可能な限り、自己血輸血で対応をして、
安易な同種血輸血はやっぱり避けるべきであると
いうこと。これもデータでお示ししました。
それと、一番大事なことは、事前のインフォーム
ド・コンセントですね。こういったコミュニケーショ
ンといったことも非常に重要であるというような内
容で学会発表もさせていただきました。

さて、輸血療法ですが、これは釈迦に説法で、
皆さま方にお話しするのは申し訳ないのですが、
非常に有効な、有用な治療法です。特に、外科系
では本当に輸血をして命が助かるということはた
くさんあるわけです。
ただ、リスクの高い治療法でありますし、ＩＣ
が極めて重要だということが、これも後々分かっ
てくるわけです。重要性と危険性ということで、
てんびんにかけながら、おそらく輸血をするとい
うかたちになると思います。

ただ、輸血関連の医療事故は、決してゼロに
はなりません。５年前、10年前、その前からで、
つい最近もございましたけれども、医療事故がゼ
ロにならないのと同様に、輸血関連の事故報道も、
これも毎年のようにあがってくるわけです。
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スライド8

スライド9

これは、先ほどご説明しましたけれども、マス
コミで報道されているような輸血の事故です。本
当にたくさんあります。これは 2017 年、昨年の
年末の 12 月 30 日に配信された記事です。大阪
の吹田徳洲会病院で、血液型を誤って輸血するミ
スが 10月以降、２件発生したということが明ら
かになったということです。そのうち１件は、３
日後に死亡していますが、関連は分からないとい
うことです。60 代の女性で、10 月 17 日に動脈
解離でＡ型の血液を 280mL 輸血したということ
ですが、もともとＢ型の女性でした。この件です
が、私は病院のホームページを探したんですけど
も、残念ながら、病院のホームページにはこう
いった記載はなかったんですね。最近も見たので
すが、ありませんでした。おそらく新聞社、マス

コミ等で言っていて、内部ではまだ検証中なのか
どうなのかちょっと分かりません。これ以外にも
もう１件、12 月５日にＯ型の患者に対して、Ａ
型の輸血をしてしまったということで、２件続い
たといったことがございました。

さらに、昨年の７月ですが、これは皆さんご存
じだと思うんですけども、かなり大きな報道があ
りました。山梨県立病院で、男性が死亡したとい
う記事です。緊急の記者会見を行いまして、左側
にあまり見たくないような、医療従事者側の謝罪
する、頭を下げている場面がもう写真に載ってし
まったんですね。救命救急センターに搬送された
60 代の男性に異型輸血を行ってしまったという
ことで、院長自らが頭を下げているということで
す。交通事故で外傷性の出血でショックになった
男性に対して異型輸血ということで、Ｏ型の男性
だったのですが、輸血の総量 5680cc の中に、Ｂ
型の血液 840cc が含まれていたということです。
２者確認ということになっていて、看護師と医
師で行ったということなんですけれども、残念な
がらこういったことが起きてしまったということ
で、この場合には、山梨県立病院のホームページ
の中に対応が公表されているというかたちになっ
ております。

これは日赤のホームページからですが、輸血に
関連した過誤の原因と過誤防止ということで、そ
もそも輸血に関連した、輸血前、中、後に発生す
る好ましくない、または意図しない事象を総称し
て「有害事象」ということです。これは、広義な
意味での有害事象ということで、このような副作
用の他に、人的な「過誤および手順の逸脱」と、
わざわざ括弧付けで書いてあるのですが、これの
過誤も含まれるということで、間違った製剤の輸
血、患者・製剤の照合間違い、不適切・不要な輸
血、この不必要な輸血というのも、輸血に関連し
た過誤に入るようです。過剰輸血、過小輸血・失
血死、保管管理の間違いということが日赤のホー
ムページでは書かれてございます。
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スライド10

スライド11

スライド12

さらに、これも皆さま方で知らない方はいらっ
しゃらないと思いますが、ＮＴＴ東日本関東病院
の異型輸血ということで、術中に、血液型Ｏ型の
患者に、誤ってＢ型の血液製剤を輸血するという
医療事故（異型輸血）が発生しましたということ
です。これも事故調査報告書が公表されておりま
す。

概要ですが、もう日時までちゃんと書いてある
んですね。平成 28 年７月 11 日に上行結腸切除
術中に、Ｏ型の患者に誤ってＢ型の血液製剤を輸
血したということです。ほぼ同じ時刻に、二つの
手術室から緊急の輸血オーダーで、Ｏ型とＢ型が
あって、手術室に届いたＢ型の血液製剤がＯ型の
患者の手術室に運ばれて、麻酔科医と看護師の２
者確認、この２者確認が果たしてどのような確認
だったのかちょっと分かりませんが、輸血ライン

に接続されて、１本目の輸血が終了して、２本目
をつなぐときに初めてこれに気付いたと。ただ、
患者氏名が異なっていたことに気付いたときに
は、もう１本目が輸血されていたということなん
ですね。

この原因と要因ですが、ナースステーション、
手術室に届けられた赤血球製剤が誤った部屋に運
搬されたとのことです。運ばれた赤血球が外回り
看護師に渡されなかった。ダブルチェックにおい
て、異なる血液型製剤だということに気が付かな
かった。機器による血液製剤の確認が行われてい
なかった。つまり、目視と言いますか、人間の目
だけで行われていたということです。
それから、業務の引き継ぎ体制の不備、輸血療
法に関する体制の不備という、総論的な問題です
ね。職員教育体制の不備、病院管理体制の不備と
いうことで、このようなことが原因と要因として
検討されていました。
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スライド13

スライド14 スライド15

このようなかたちで、異型輸血となりますと、
どうしてもセンセーショナルでマスコミに報道さ
れることが多いと思います。財団法人の日本医療
機能評価機構でも複数回、医療安全情報として各
医療機関に届けられています。これは 2007 年、
もう 11年前になりますけれども、誤った患者へ
の輸血ということで、この時点で、2004 年から
2007 年までの３年間で、輸血療法施行時に患者
を誤った事例が８件報告されています。これは、
医療機能評価機構に届けている医療事故というこ
とですので、おそらく日本で起きている一部分だ
と思います。この報告書ですけれども、報告事例
のうち６件は輸血用血液製剤を接続する際に、患
者と使用すべき製剤の照合を最終的に行わなかっ
たということで、８件中の６件がこういった原因
であったということです。

事例１、事例２とありまして、これも詳細に書
いてありますけれども、患者Ａの輸血用血液製剤
実施の指示を出したと。看護師は、輸血部から輸
血用血液製剤を持ってきた他の看護師とともに、
ナースステーションで伝票の患者氏名、血液型の
照合等を行った。その後、看護師は、患者Ｂのベッ
ドサイドに行って、その患者が患者Ａであるかを
照合せずに接続した。ですから、これは患者の間
違いと言いますか、異型輸血になったわけです。
主治医が２時間後にベッドサイドに行き、指示し
ていない血液製剤が接続されていることに気が付
いた。これが１例目です。２例目も同様なのです
が、患者ＣとＤの二人分の準備を行っていたとこ
ろ、他の処置に呼ばれたと。30 分後、主治医が
患者Ｃに輸血を行おうと、患者Ｄの輸血用血液製
剤をトレーに入れて、Ｃの病室に行ったと。これ
は主治医が持っていったみたいですね。輸血用血
液製剤が、患者Ｃのものであるかを照合せずに接
続し、その後、主治医は患者Ｃの輸血用血液製剤
が投与されずに残っていたために、誤ってつない
でしまったことに気が付いた。これは医師が行っ
ていることなんですね。いずれにしましても、患
者照合をしっかりしていなかったということで、
この機関での取り組みですけれども、院内の輸血
マニュアルを順守し、輸血用血液製剤を接続する
際には、患者と使用すべき製剤の照合を最終的に
行うと。もう当たり前のことだと思うのですが、
これがなされていなかったというのが、こういっ
た事故のもとになっているわけですね。
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スライド16

さらに、これはつい最近ですけれども、2016
年１月にも、やはり医療機能評価機構から医療安
全情報が、第２報として出されています。これは、
前回の 2007 年以降ですけれども、2015 年 11
月までということで、約８年間について、17 件
の輸血がらみの医療事故が起きていると。これが
報告されているということで、決して減ってはい
ないということなのです。輸血用の製剤を接続す
る直前に、患者と使用すべき製剤の照合を行わな
かった事例が再び報告されています。うち 13件
は、照合に用いる認証システムがあったにもかか
わらず、使用していない、あるいは、使用したが
適切ではなかったという事例ということで、何と
17 件中の 13 件がヒューマンエラーであったと
いうことなんですね。こちらに内訳がありますけ
れども、結局、使用した、使用しなかった。ある
いは、このような適切でなかった理由が書いてあ
りますけども、人間がやることですので、マニュ
アルが決まっていても、それが現場で果たして最
終的にやられているかどうかということは、なか
なか難しい場合もございます。

これが、具体的な事例ですけれども、２例ほど
出ています。医師が輸血部から患者Ａの RCC-LR
（Ａ型）が届いた際に、伝票と製剤の照合に続い
て開始入力を行った。しかし、ＦＦＰを輸血中で
あったため、看護師Ｘに RCC-LR を保冷庫に保管
するよう伝えた。看護師Ｘはベッド番号を記入し
たトレーに RCC-LR を入れて保冷庫に保管し、「開
始入力済」であると看護師Ｙに申し送ったと。看

護師Ｙは、患者Ａの RCC-LR を準備する際に、ト
レーの番号を見誤り、患者の取り違えですね、患
者ＢのＡＢ型の輸血製剤を取り出して、点滴棒に
かけた。その後、看護師Ｙは看護ケア中にＦＦＰ
が終了することに気付いて、点滴棒にかけていた
患者Ｂの RCC-LR を照合しないまま接続したと。
ここも間違いですね。患者Ｂの輸血がないと報告
があったために確認したところ、患者Ａに患者Ｂ
の製剤を投与した。このようなかたちで、複数の
職種、人間が関わっていると。システムはあるの
ですが、それを照合しないというかたちで、まさ
にスイスチーズモデルを擦り抜けて起きるという
ことですね。２例目に関しましても、患者Ａ（Ａ型）
にＦＦＰが投与されていたと。看護師は次に投与
するＦＦＰを準備する際に、冷凍庫から患者Ａの
ＦＦＰを取り出すつもりで、引き出しが上下に隣
接しており、残数も同じＯ型のＦＦＰを取り出し、
確認しないまま解凍器にセットした。最終的にこ
れが行ってしまったということですね。医療機関
の取り組みとしてマニュアルの順守を、必ず取り
組みとしてしましょうと言うのですが、先ほどの
１本目もそうですけども、なかなかこれが現場で
100％できていないということが、こういう事故
が起きるもとになっているわけです。ただ、言う
ことは、同じようなことを言わざるを得ないわけ
なんですね。照合は、投与直前に患者のそばで行
いましょう。認証システムにエラーやアラートが
出た際は、手を止めて原因を確認しましょうとい
うことで、これもやはり努力義務と言いますか、
頑張ってやりましょうということで、なかなかこ
れが 100％、事故が防止できない理由だと思い
ます。
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スライド17

スライド18

スライド19

ちょっと話が変わりますが、これも 12年前で
す。医師の国家試験に輸血に関する医療安全の問
題が出ました。それをそのまま引っ張ってきたの
で、たまたまトオヤマと書いてありますけども、
本当にトオヤマという名前が書いてありました。
患者はトオヤママルオさんという 48歳の男性

で、出血性胃潰瘍で緊急輸血が必要になり、Ａ医
師によりＯ型 Rh(+) ＭＡＰ、６バッグが輸血部に
オーダーされた。交差試験後に、病棟に届いた６
バッグのうち４バッグがすぐに輸血され、２バッ
グが病棟の保冷庫に保管されたと。その後、患者
の血圧が低下し、Ａ医師の指示で輸血が追加され
ることになり、看護師が輸血バッグを冷蔵庫から
ベッドサイドに運び、Ｂ医師が輸血ルートにつな
げたと。10 分後にＡ医師が輸血されている輸血
バッグが、Ｏ型 Rh(+) であるものの、「（エンドウ
さん）」と示されていることに気が付いた。

問題が、この事項において、もっとも重要な過
誤はどれかということで、１択の国家試験の試験
問題だったんですね。私からすると、この五つの
選択肢は、いずれも実は大事なと言いますか、一
つだけ選べということ自体がなかなか難しいこと
なのですが…。余分な輸血バッグを病棟で保管し
たことがいけなかったのか。冷蔵庫の内部を血液
型ごとに分けたのがいけないのか。持ち出す際に
名前を確認しなかったことがいけなかったのか。
輸血を指示した医師と、実際につないだ医師が異
なったのがいけなかったのか。バッグをルートに
つなぐ際に、名前を確認しなかったのがいけな
かったのか。学生には一つだけ選ばせるというこ
とで、これは一番最後の、最終確認の問題と言い
ますか、答えが一番重要な問題であるということ
で、これが正解になっているんですね。
おそらく、いま国家試験にこのような問題はた
ぶん出ないのではないかと思うんですね。

さて、院内の有害事象報告、これは医療安全全
般に関わることですけども、インシデント報告シ
ステムというようなかたちで言われることが多い
んですね。これが今日の題名の、一つの私が付け
た理由ですけれども、過去から学んで現在、そし
て将来に生かすというのが、このインシデントの
報告システムなのです。決して後ろ向きな報告シ
ステムではなくて、将来に生かすというための、
これは報告システムの利用なんですね。安全文化
の実践ということで、四つの重要な安全文化の要
素が言われているのですが、こちらの写真にある
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スライド20

スライド21のが、ジェームズ・リーズンという、安全文化の
四つの大事な要素を提唱した先生なのですが、公
正な文化、報告する文化、柔軟な文化、学習する
文化ということで、この四つを提唱しています。
まさにＰＤＣＡサイクルの活用ということで、
こういったことをぐるぐる回して、安全に生かす
ということで、質の改善から安全の確保というか
たちになります。

このうち、医師からの報告数がこのようなかた
ちで、だいたい１千件ぐらいです。昨年度は 956
件ということで、ちょっと減ってしまいましたけ
ども、だいたい１千件前後で、医師からの報告数
が１千件を超えている病院は、おそらく日本では
さいたま医療センターだけだろうと言われていま
す。

その理由の一つには、医師にはこのように30項
目の報告義務事項というのを決めています。当然、
異型輸血の中には、ヒヤリ・ハット報告も含めて
全部出すようにというかたちで、臓器障害とか、
予期せぬ再手術とか、ハリーコールとか、いろい
ろなかたちで事項を決めていて、医師に報告を促
しています。最終的には、有害事象報告、インシ
デント報告は診療行為の一環だというかたちで、
私たちは考えて教育をしているところなのです。

これが、さいたま医療センターのインシデン
ト報告数の、年度別の内訳になります。この 12、
13年分のデータです。このころはまだ400床で、
いまは 625 床まで増えましたけれども、ここ数
年はだいたい２万４千、５千件ぐらいで推移して
いるということで、ベッド数×年間 40 件ぐら
いですね。皆さま方の医療機関のベッド数を 40
倍していただければ、だいたいうちのインシデン
ト報告数のアクティビティーと同じになります。
レベル 0と 1が８割から９割方、レベル２まで
含めると、ほとんど９割５分、95％が、レベル０、
１、２のヒヤリ・ハットに近いようなかたちの報
告ということになります。９割方が看護師さんか
らの報告になります。

スライド22



第 9 回　埼玉輸血フォーラム

61

スライド23 スライド24

これが、輸血関連の報告がどのくらいかという
ことで、先ほどご質問があったと思いますが、平
成 27年度が２万４千件の総数のうちの、輸血関
連が 236 件。だいたい１％ぐらいでしょうかね。
平成 28年度が２万 3853 件ありましたが、輸血
関連が 246 件。同数ぐらいで、だいたい１％前
後です。その内訳は、全体の報告数としては、看
護師さんがだいたい９割方、医師が１千件、薬剤
師さんが 400 件、放射線技師が 300 件、検査技
師さん、工学技士さんがそれぞれ 100 件の後半
ぐらいで、栄養士さん、リハビリというかたちな
のですが、輸血関連に関しましては、看護師さん
が 210 件、検査技師さんが 32 件、医師からが
４件というかたちになりました。内容は、先ほど
もお話にありましたけれども、看護師さんの報告
では、血液内科の病棟からの報告が圧倒的に多
かったです。うちは血液内科のアクティビティー
が高いんですけれども、70件ぐらい出ています。
レベル別で見ますと、ほとんどが０、１です。こ
れでもうだいたい百数十件以上になります。レベ
ル３、レベル３ｂなんていうのもありますけれど
も、平成 29年度の上半期、６カ月間では、報告
数が約１万５千件で、輸血関連が 127 件という
ことで、ちょうどこの倍をすると、１年分ですの
で、だいたい輸血関連が 240 ～ 250 件ぐらいと、
たぶん件数は変わらないと思います。つまり、ゼ
ロにはならないということがお分かりかと思いま
す。

医師の報告をいくつかご紹介します。数は少な
いのですが、医師のインシデント報告というのは、
非常に読んでいると飽きないんですね。論文みた
いなかたちで、３千字ぐらい書かれる先生もいれ
ば、本当に１行、２行で終わってしまうような報
告もあります。2015 年からこの２年半の間に出
した報告から、ちょっとピックアップしてきまし
た。十二指腸潰瘍からの出血で救急部に入院し、
輸血２単位を処方したと。ただし、ＩＣＵについ
ての記載がありませんと、緊急だったものですか
ら。翌日、救急部から消化器内科に転科、転棟し、
主治医も交代したと。再出血とヘモグロビンの低
下が見られたため、さらに２単位の輸血を追加施
行したと。看護師からの指摘によって、書面での
同意を、実は初回から取っていなかったというこ
とが判明したんですね。後日、本人と来院してい
た家族に説明して、同意書を取得したというかた
ちで、緊急性があったからかもしれませんが、少
なくともカルテには記載しておく必要がある。こ
れが医師からの報告です。
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スライド25

スライド26

スライド27

もう一つは、急性骨髄性白血病に対して同種血
幹細胞移植を執行したと。血液内科が、血尿によ
る血小板減少があって、あらかじめ血小板を 10
単位オーダーしておいたら、当日の採血で、血小
板輸血が必要ではないということが判明し、輸血
部への連絡が遅れて、血小板輸血を中止すること
ができず、本来であれば、緊急性のない輸血を施
行したということです。これも、不適切な輸血と
いうかたちになって、事故報告で私たちの方では
報告がありました。

これは、卵巣腫瘍の術中に輸血が必要になって、
４単位準備されて、麻酔科指導医の２単位輸血を
という口頭指示のところを、２袋と聞き違えて、
４単位施行してしまったと。結果的に、４単位輸
血は必要となり、事無きを得たのですが、聞き間
違いですね。この辺りの口頭での指示を聞き間違

えていて、これも医師からの報告がありました。

これは、ＭＲＳＡ菌血症で転院搬送されて、感
染性心内膜炎による大動脈弁の破壊があって緊急
手術ということで、術前の血小板が 50万あった
ということです。ただし、緊急手術で何があるか
分からないために、取りあえずという、括弧付き
でしょうかね、血小板輸血をオーダーしたと。大
動脈弁置換術のみで、結果的には終了となり、血
小板は残念ながら破棄となった。麻酔科医にかな
り怒られたが、緊急であり、そこは理解してほし
いという。ちょっとリポートで読むと、思わず笑っ
てしまうようなことなのですが。確かに、何があ
るか分からないような大手術で、血小板が必要な
ときに届かないと、それも不安かと思うのですが、
このようなかたちで無駄に使われてしまうという
ことも、これも一つ問題かなと思います。

スライド28
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これは、急性進行性の糸球体腎炎で、腎生検を
入院の翌日に予定していたんですね。凝固系の延
長があって、腎生検の直前に新鮮凍結血漿投与の
方針ということで、これを解凍して、病棟で準備
もしていたのですが、当日、午前中のチームのカ
ンファレンスで、大出血の可能性があるならば、
他の検査方法で代用するとの方針に、急きょ変更
になりました。もう解凍していたんですけども、
腎生検は中止としたということで、結局この血漿
が破棄になったというかたちです。これも無駄な
輸血です。うちの病院は、どちらかというと、無
駄な輸血によるインシデント報告というかたちが
多くなる傾向があります。

スライド29
スライド30

幸い異型輸血による死亡事例というのは、経験
はしていないのですが、先ほど来、マニュアルを
つくるとか、あるいは、バーコード運用、あるい
はシステムですね。器械を使ってやるということ
で、防ぎましょうということですけれども、大阪
大学で医療安全をやっていらっしゃる中島先生と
いう先生が、これはちょっと古いんですけども、
３年ほど前のm3.comで、ちょうどこのとき異型
輸血の事故が何件かございまして、コメントをし
ているんですね。非常に複雑な現場、業務の中で、
スイスチーズモデルのようなかたちになります
が、異型輸血が行われてしまって、結局これも繰
り返し、ゼロにはならないというかたちになりま
す。システムや機械が導入されても、付随した業
務の流れとか運用がちょっと変わっただけでも、
思わぬところで予想しないような状況が発生し、

現場の業務の複雑さに加えて、将来起こり得るこ
とを予測して、これを整備する方法を医療従事者
としては考えなければいけないと。理想はおそら
くこういうことなのでしょうね。例えば、電子カ
ルテを含めた日常業務の環境の中で、いつものス
タッフとシミュレーションを行って、マニュアル
にある机上の仕事のやり方（work-as-imagined）
と、実際の仕事のやり方（work-as-done）の違い
を観察し、ギャップを小さくすると考えるという
ことで、確かに正しいことだと思うのですが、で
は、実際にこれをどうするかということは、私も
残念ながらよく分かりません。

繰り返しになりますが、最初の話のとおり、有
用性と危険性というものを兼ね備えた、極めて有
用な治療法の一つが輸血療法です。この輸血にか
かわらず、医療事故を防ぐためには、やはりいく
らシステムを開発しても、あるいは器械を導入し
ても、最終的には、先ほどのビデオ等にもござい
ましたけども、現場レベルで看護師さんも含めて、
私たち医療職がしっかりとした自覚を持って、緊
張感を持ってこれをやる必要がある。
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スライド31 スライド32

まさにプロフェッショナリズムなのです。大事
なことは、テクニカルスキル、その専門領域の知
識の向上、取得も大事ですけども、ノンテクニカ
ルスキルも身に付ける必要があるのではないかと
いうことです。具体的には、状況の認識力であっ
たり、意思の決定であったり、コミュニケーショ
ン能力、あるいは、チームワーク、リーダーシップ、
ストレス管理、あるいは個々の疲労対処などの能
力、こういったノンテクニカルスキルを身に付け
ることも重要であろうと考えています。これを研
鑽して、従事者は、いまはもうチーム医療ですの
で、一人でいろいろな事項、あるいは医療行為を
するということはありません。医師、看護師、技
師さん、あるいは薬剤師さん、事務、その他、総
力を挙げて、最大限に発揮して、医療安全に関し
ても取り組むということがもう必須ですね。まさ
に手術室の手術とまったく同じですけれども、大
事なことは、職種間を越えて、間違いや疑問点を
声に出して指摘することができると。おかしいな
と思ったら、必ず聞く、確かめるといったことが
重要だろうと思います。

理想的には、皆さんは病院に、「医療法」上の
問題もありまして、必ず医療安全管理室とか、医
療安全管理者とか、委員会とか、たくさんあると
思うのですが、医療安全は安全管理室に任せてお
いていいでしょうというかたちには、ぜひしない
でいただきたいのです。インシデントを報告して
おしまい、これも絶対にしないでいただきたいん
ですね。自分たちは、あとはもう関係ないんだと
いうようなことではなくて、まずは自分たちで考
えて、自分たちで行動すると。原因やその対策、
評価、ＰＤＣＡサイクルの活用等についても、そ
の手助けを安全管理部門がするというようなかた
ちが、私は理想だと思います。やらされ型の医療
安全というのは、決して長続きしないと考えてい
るのですが、そのためには、どうしてもやはり一
人一人の医療安全力、そういう言葉があるかどう
か分かりませんけれども、個人個人の安全力の向
上、安全文化の啓蒙が重要で、その一つとして、
インシデント報告を十分に活用していただくとい
うことが、私は非常に大事なことだろうと思いま
す。このボトムアップも、初任者研修もそうです
けれども、全ての職種の方々にこういった能力を
付けていただくということが非常に大事なことだ
ろうと思います。以上です。ご清聴ありがとうご
ざいました。
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 質  疑  応  答

○樋口… 遠山先生、どうもありがとうございました。また、私事で恐縮なんですけれども、５年
間自治医大に在職中、インシデントレポートを１回だけ書きまして、先ほど拝見したら、
医師１人当たり、年間複数回レポートされているということで、非常に素晴らしいレポー
トの文化が出来上がっていることに感銘致しました。どうもありがとうございました。

　… フロアの方から、いまのご講演に関しまして、ご発言、ご質問等ございませんでしょう
か。どうぞ。

○石田… 埼玉医科大学国際医療センターの石田と申します。非常に勉強になるお話をどうもあり
がとうございました。

　… 医療安全対策室はほとんどの病院にあるんですけれども、それから大きな病院では輸血
部もあるんですけれども、私はいままで経験した医療機関では、医療安全対策室と輸血
部が必ずしも非常に密にコンタクトを取って対策を考えているとは思えないところもあ
るかと思うんです。

　… 実際に、病院での医療安全対策室と輸血部と、どのようにコミュニケーションを取って、
その都度、解決するかと。

　… もっと大きい視野に立つと、例えば、医療安全対策学会ですか、学会と輸血学会ですね。
どのように、そのような問題に取り組んでいくか。

　… あるいは、先ほどの小さい、小規模の医療施設については、なかなか輸血部がないとか、
あるいは検査部、あるいは薬剤部が輸血を管理しているというところもあるんですけど
も、どのように関わっていけばいいかというようなことを、少し先生のご意見を伺えれ
ばと思いまして、ご質問させてください。

○遠山… ご指摘のとおりで、大きな病院ですと、どうしても職員の数も増えますし、輸血の件数
も多くなりますし、輸血に関するいろいろなトラブルもたくさん起きると思うんですね。

　… 当然、組織もしっかりして、人もたくさんいて、対策も立てやすいと思いますが、逆に
リスクは高まることも多い。

　… 逆に、中規模あるいは小規模の医療機関さんの方が、全員の顔が見えて、そういったこ
とを周知徹底しやすい。マニュアルについても守りやすいということがあるのかもしれ
ません。

　… 私は医療安全部門というのは、特殊な部門ではないと思っていますので、先生が先ほど
おっしゃったとおり、いろいろな輸血部門をはじめ、輸血以外の医療安全に関しても、
積極的に現場の人たちと関わりながら、手を携えていって、Win-Win で行くというこ
とが大事だと思います。

　… 当然、マクロレベルの学会レベルでも、そういった横のつながり、情報を、先ほどの医
療機能評価機構であったり、あるいは、ＰＭＤＡであったり、いろいろなことで情報が
縦割りではなくて、横につながるような方法で何とかいければ、輸血以外の医療安全に
関しても、同じようなことで取り組みができるのではないかと考えています。
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○石田… もう１点、よろしいですか。
　… 先生のところで、医師からのインシデント報告が非常に多いというお話に、非常に感激

したんですけども。　
　… 実際に医師の、いわゆる輸血に関する知識はあるんですけども、輸血に関するインシデ

ントの知識が非常に欠けているという部分は、私の過去の経験からもあるんですけども。
実際にこれがインシデントだから報告しなければいけないというように、医師の意識を
高めるということに、先生のご施設でどのようなことをやられておられるのか、ご意見
を伺えればと思います。

○遠山… 当然、専門の血液内科の先生であったり、麻酔の先生であったり、外科系のベテランの
先生方というのは、そういったことはよく分かっていると思うのですが。特に大学病院
ですと、初期研修医や、他の病院さんから移ってこられたような若手の先生方には、特
に研修期間中に、安全部門が積極的に関わって、講習会、講演会、あるいは、その他の
方法を使いながら、若手の先生方に対する教育に力を入れていって、それが屋根瓦式に
育っていくというかたちで、期待してやっております。

○石田… では、インシデントも若手の先生が非常に多いということでしょうか。

○遠山… はい、それもそうなのですが、うちは経験のある、20年以上の医師からも３桁の、百
数十件の報告があるんですね。教授職の先生方からも、実は半数以上からレポートが出
ています。

　… ですので、トータルで１千件ですけれども、上から下までと言いますか、満遍なく出て
いて、医師 330 名中、うちは八十数％の先生から、年間に１件以上の報告があるとい
うことですので、むしろ報告しない先生が少ない、まれな病院ということでご理解くだ
さい。

○石田… 勉強になりました。どうもありがとうございました。

○樋口… 他にご発言等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
　… では、先生、どうもありがとうございました。

（セッション終了）
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　小規模医療機関（在宅を含む）輸血ガイドライン
　　　　　　　　　　の策定経過と実現に向けた留意点
　　　座長：石田　　明　埼玉医科大学国際医療センター　輸血・細胞移植部
　　　演者：藤田　　浩　東京都立墨東病院　輸血科

教育講演

スライド1

スライド2

スライド3

　座長の石田先生、大変あしたぽっくり逝っても
いいぐらい褒めていただきまして、ありがとうご
ざいました。池淵先生、今回講演の機会を与えて
いただきまして、ありがとうございます。

た経緯について、時間がありましたら、島嶼輸血、
厚労科学研究の内容についても触れていきたいと
思っております。

　さて、今日は最初に、十分自己紹介を石田先生
にしていただいたので、５分ぐらいさせていただ
きます。その後、本論である小規模医療機関にお
ける輸血について、45分程度考えております。
　東京都での活動で、マニュアルの作成・周知し

　東京都は細長い地域でありまして、３カ所の血
液供給所があって、墨東病院は東京都東部に位置
し、主に辰巳供給所から血液を受けております。
東京都の血液センターは一部埼玉県の病院にも供
給しているということであります。
　東京都の特徴として、人口が多く、高齢者人口
が多いので、輸血人口が増加しております。また、
伊豆諸島や小笠原諸島、奥多摩のように遠隔地医
療を行うことから、ドクターヘリなどの活用上、
血液搬送に留意しなければいけないということも
特徴であります。
　血液搬送は、他の道府県と異なり、血液事業団
という別の組織で行っているところが東京都の特
徴です。
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　墨東病院は、区東部にありまして、主に救急診
療ですね、救命センター、スーパー周産期を担っ
ておりまして、輸血部に医師２名で、検査技師６
名、認定技師５名、看護師さんは週１回ですけど
も、自己血専門看護師が３名で、輸血管理体制で
やっております。

スライド5

スライド6

スライド7

スライド4

　また、もう一つの主役ということで、最近、
血液搬送装置ということで、Active…Transfusion…
Refrigerator（ＡＴＲ）という、赤血球液ですと５
本、10単位の血液製剤を適切な温度管理をする、
血液搬送する冷蔵庫が売られております。２種類
あって、高い方は 50万円で、安い方は 35万円
ぐらいするそうですけども、いまこういうものが
市販されております。時々この冷蔵庫が出てきま
すので、覚えておいてください。

　墨東病院は、輸血の中で主に研究業務業績、実
績を紹介しますけど、救急医療を中心としており
ます関係上、どうしても止血用の製剤、クリオプ
レシピテートを院内で使って、外傷患者さんの予
後を改善させたり、先ほどのＡＴＲを輸血部に置
いて、救命の初療室に緊急出庫するときに使用し
ます。Ｏ型の緊急輸血のことを class ０と、われ
われは呼んでおりますが、Ｏ型赤血球を出庫する
ときは、このＡＴＲで出庫して、幸い使用しなかっ
た場合、かつ同型輸血が間に合った場合、これを
引き上げて、返品再利用するというような活用方
法もしております。

　また、そのクリオですけど、やはり産科の大量
出血にも有効で、これは、止血目的の子宮全摘術
の割合が、クリオを使うと減っているという、一
つの代表的なデータです。周産期医療の中では新
生児輸血に関して、輸血学会で血液製剤の院内分
割マニュアルの作成に携わっております。
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スライド8

スライド9

スライド10

スライド11

スライド12

　これは、クリオプレシピテートの説明ですけれ
ども、フィブリノゲン製剤はフィブリノゲンだけ
含有しているのに対し、クリオはⅩⅢ因子も含ま
れております。XIII 因子が内因的なアンチプラス
ミンと作用して、線溶系を抑制し、その結果、子
宮平滑筋弛緩や血管透過性亢進を抑えるというこ
とで、救急領域の頭部外傷や、産科出血に効いて
いるということを理解していただきたいと思いま
す。
　後ほど、産科のクリニックのところで、産科出
血のお話が出てきますので、豆知識として、凝固
と線溶のカスケードを頭に入れていただければと
思います。

　さて、いままでは墨東病院の、輸血の研究業績
の一部を紹介させていただきましたけども、本日
は「小規模医療機関における輸血」ということで、
最初に社会背景なり、文献紹介から、東京都の取
り組みをご紹介します。

　この図は、もう皆さん、ご案内のとおり、日本
の人口で高齢者人口が増えてきまして、いまや人
口の 25％が高齢者であるという、総務局のデー
タであります。

　また、東京都の福祉保健局の統計調査で、高齢
者の受血者、70 歳以上の受血者が平成 27 年度
調査で増えていまして、男女共に３万５千人ずつ
いらっしゃるということです。最近 70歳以上が
増えてきたので、70、80、90 と分けた方がいい
のではないかということで、次年度は、高齢者の
年齢を細かく分類して、アンケート調査をする予
定になっています。
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　その高齢者の、70 歳以上の受血者の占める割
合が、平成19年では51％を占めていたのですが、
年々増えてきまして、平成 27 年度では 57％、
全体の輸血の患者さんも増えているのですが、や
はり高齢者の輸血を受ける患者が増えているとい
うことも、東京都の統計調査でも分かるとおりで
あります。

スライド13

スライド15

スライド14

　そのようなことから、高齢者人口が増えて、輸
血を受け入れますと、やはり大病院だけでは、外
来輸血の飽和状態が来てしまいますので、どうし
ても病診連携を通じて、中小規模医療機関に患者
さんをお願いすることになるかと思います。
　ただ、大病院ですと専門医が診ていますが、小
規模医療機関では専門家もいますけれども、おお
むね総合診療医のことが多く、輸血をお願いする
にしても、なかなかうまくいかないところもある。
大病院で行った輸血検査情報というものを、どの
ように小規模医療機関に反映させるかという課題
があります。なかなか情報共有のルールが決まっ
ていないというところに、現在の問題点があるか
と思います。

　また、昨年「医療法」と「臨検法」が改正され
て、検査に関する制度管理が非常に求められる時
代になってきましたので、中小規模医療機関にお
ける検査体制に多大な影響を受けることも予想さ
れて、今後どうなっていくのだろうという不安は
あるかと思います。
　また、輸血に関して、輸血の場所によって分類
する方法があります。輸血を病院でやる場合、病
院輸血といい、入院と外来輸血です。病院輸血の
体制では、血液使用指針や実施指針を順守できる
環境下で輸血ができるわけであります。
　病院、診療所以外の輸血ということで、救急輸
血は別として、病院外輸血の代表としては、自宅
である在宅輸血、あと特老介護施設などを病院外
輸血と称します。どうしても検査がその場ででき
ないことも多いということで、臨床判断で輸血決
断をしなければいけない。あるいは、検査体制の
あるクリニックですと、ＰＯＣＴで、ベッドサイ
ドで検査をするところも、少ないですがあります。
このような環境下で、小規模医療機関に対して、
どう適正使用を推進するかというのも課題になっ
てきます。

　輸血学会の調査結果を示します。東京都の調査
では小規模医療機関と言うと、20 床未満のこと
を指しています。
　輸血を実施している施設の中で 20床未満の割
合は、全国で 40％を占めておりまして、その外
来輸血に関しましても、19％の施設が小規模医
療機関で行われているというのが、輸血学会の
データであります。
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スライド16

スライド17

スライド18

スライド19

　また、病院外輸血の医療形態ですけども、関連
施設と連携して行なっているのが６割で、小規模
医療機関独自で検査し、関連病院がない状態で
やっているのが約４割というのが、日本における
現状であります。
　従いまして、関連施設があるところは、関連施
設で輸血検査をしていただく環境があると想像さ
れますが、残りの４割は独自で、クリニックで輸
血検査を行うか、外注検査をするかということに
なります。

　病院外輸血の、ほぼ一番多い理由として、在宅
療養中、終末期医療、体の具合が悪くて移動が困
難などの理由でございます。

　私自身も在宅輸血の理由について考えたことが
あるのですが、在宅診療中がもっとも多くて、脳
卒中で、寝たきりで在宅しているときに貧血に
なってしまったとか。あるいは、小児で脳性まひ
の方がずっと在宅でいて、抗痙攣薬の副作用であ
る血小板減少に対して、血小板輸血をしたり、そ
ういうように在宅診療中に貧血、血小板減少を合
併するような場合が相当あります。
　あるいは、もともと外来で通院していたのです
が、年齢的な理由とか、通えなくなってしまった
場合もあります。
　あるいは、２番目に多いものとして、がん診療
ですね。がん診療で終末期に輸血する。終末期の
医療の考え方が変わってきたということもあっ
て、おうちで最後、死を迎えたいという方も増え
てきているということがあって、在宅輸血が増え
てくるということを考えております。

　これは、「プラハ憲章」という緩和ケアの考え
方をまとめたものです。人権として認めるという
ことと、患者自身だけではなく、家族の症状も緩
和の対象であるというところが特徴です。もとも
と緩和の対象が痛みを中心に考えていたかもしれ
ませんが、呼吸困難、貧血の方は呼吸が苦しいと
いう症状が出ますけれども、そのような痛み以外
の症状も取ってあげるというのも、緩和の対象と
なっているというのが「プラハ憲章」で示されて
いることであります。
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スライド20

スライド21

スライド22
　そういうことで、終末期輸血について、そのこ
とを考えてみますと、血液使用指針では、終末期
の患者の投与は、患者の意思を尊重しない延命処
置は控えるという考え方が、輸血療法でも例外で
はないという考え方であります。一方、貧血の症
状が苦しくて、呼吸困難などの症状を緩和するた
めに輸血するのは、必ずしも不適切な使用ではな
くて、患者さんの症状を取るためのものであるの
で、「プラハ憲章」にのっとった輸血の仕方と解
釈できます。
　また、延命のための輸血はしない方がいいとい
う考え方がある一方で、血圧低下がない場合でも、
介護する家族から苦しそうで輸血をしてほしいと
の気持ちが伝わると、緩和の観点から輸血適応と
なる解釈です。
　終末期の考え方が患者、家族の個人個人で、あ
るいは、お医者さんの考え方もいろいろな方があ
りまして、在宅における終末期の輸血も存在して
いるということを理解していただけるかと思いま
す。

　小児の場合、東京都でも在宅での小児輸血も少
ないですけどあります。日本はもともと小児がん

の終末期で、自宅で看取られる割合は１％程度で
す。ただ、欧米では７、８割自宅で小児を看取る
ということで、在宅で輸血をされる方も小児であ
るということであります。
　そのようなことで、日本も欧米化になってきま
すと、確かに東京で、徐々ではありますが、おう
ちで小児を看取るというご家庭もありまして、そ
ちらの方で輸血を頼まれるということもあります。

　そういう背景のもと、在宅医療学会でアンケー
ト調査をしたものをまとめたスライドでありま
す。平成…20…年の調査報告です。輸血経験がある
医療機関は…28…施設で、全体の…18％で、主に赤
血球液だけかと考えておりましたが、血小板や新
鮮凍結血漿も経験があるというお返事でした。
　未照射血を使用している回答がありました。こ
れは事実かどうか分かりませんけども、アンケー
ト調査ですので、誤解して回答した可能性は否定
できません。
　交差適合試験は、外注が半分で、自らする検査
というのが７・１％です。都内でも、ベッドサイ
ド・クロスマッチといって、患者さんの血液と輸
血用血液をベッドサイドで混ぜて、凝集しないと
オーケーというような病院もあると、これでいい
のか？というような個人的相談を受けることはあ
ります。自ら検査というのは、本当に適切な検査
なのか、先ほどの不適切な検査なのかはアンケー
ト調査では分からないというところもあって、課
題になっております。
　輸血中の観察は、医療従事者がベストなのです
が、家族に任せているのが…46％でした。輸血副
作用がゼロかと言うと、ある一定数はあるという
ことが日本在宅医療学会の報告でございます。
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スライド23

スライド24

スライド25

スライド26　そのようなことで、小規模医療機関における輸
血の課題として、適正使用、安全、あといままで
触れませんでしたけども、廃棄です。温度管理と
か、輸血の判断の甘さ、転用患者の少ないことに
よる廃棄について、大きく３点の問題点があるだ
ろうと考えました。

　そのようなことで、東京都としても、在宅な
り、小規模医療機関における輸血が多いというこ
とで安全対策をしなければいけないと考えており
ます。東京都の場合は、福祉保健局がその血液行
政の所管の局で、下部組織には推進協議会、適正
使用部会という組織体で、いろいろな外部有識者
も含めた会です。

　一方、右側の東京都輸血療法研究会というのは
専門家集団で、世話人会が構成されます。その代
表がいま私で、３代目になります。
　血液事業として、輸血状況調査を毎年１回やっ
ております。また、輸血療法研究会という、今日
の埼玉輸血フォーラムのようなかたちで、年１回
研究会を開催し、アドバイス事業といって、４名
の輸血医師が毎年…14…病院訪れて、訪問講演、ア
ドバイスをしております。

　小規模医療機関における輸血マニュアル策定の
経緯ですけども、平成…24…年度に、通常、東京都
は 20…床以上の医療機関を対象に輸血調査をして
おりました。このときは、20…床未満もやってみ
ようということでやってみたところ、回答の仕方
がやはり不自然というか、これは本当に大丈夫か
なということで、少々心配になったことから、一
度シンポジウムを開いてみようということで、都
庁で平成…25…年度に小規模医療機関における輸血
に関して議論をしました。
　いろいろ紆余曲折がありましたけど、とにかく
マニュアルを作ろうということで、平成…27…年度
に作成し、ホームページに掲載しました。
　平成…28…年度は、そのマニュアルが十分機能し
ているかどうかということで、検証するシンポジ
ウムを開いております。
　また、実際、アドバイス事業で、これは新宿の
Aクリニックという、在宅医療をやっているクリ
ニックに派遣してもらい、輸血の講義をしている
風景の写真です。現在、６クリニックに伺ってい
る状況であります。
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スライド28

スライド29

スライド30

　これは字が小さく映り、申し訳ございませんが、
東京都のホームページを示します。
　ここのところに輸血マニュアルが閲覧できるよ
うになっています。

　輸血検査に関しましては、東京都はもう臨床検
査技師がいないので、外部委託検査となります。
輸血学会の方は、自施設で年１回から２回実習、
外部委託検査ということで、自分のところでやる
というところを残してあります。
　交差適合試験は、外部委託検査とするが東京都
のマニュアルで、輸血学会の方は血液型検査と同
じように自施設実施であります。
　製剤種は、両方とも赤血球液が原則ですけども、
東京都の場合は、実際、血小板や血漿を使ってい
るクリニックがあることから、患者の理解度とか、
医師の経験に応じて考慮というかたちになってお
ります。

スライド27

　特徴は、マニュアルの他に帳票類を閲覧できま
す。同意書とか、いろいろな事務処理系の帳票類
が得ることができるというところです。
　また、東京都赤十字血液センターがつくった輸
血手帳というものが、こちらからダウンロードで
きるということが特徴になっております。
　東京都がつくったマニュアルと、昨年、輸血学
会で在宅輸血ガイドというのが発表されました。
それを比較してみたいと思います。
　まず、適正使用に関しまして、特に東京都の場
合は、対象医療機関として、臨床検査技師がいな
い小規模医療機関としました。学会の方は、在宅
輸血する医療機関です。
　対象疾患は、両方とも、血行動態が安定したも
ので、急性出血、活動性出血は対象外になってお
ります。
　学会の方は、終末期病態という言葉をはっきり
明記しております。

　副作用対策として、感染症検査に関しましては、
学会、東京都ともほぼ同じで、通常、皆さんが思っ
ているとおりのことであります。
　輸血観察は、輸血開始者が観察するのが東京都
で、学会は医療従事者という言語で表現しており
ます。学会の方は、輸血付添人という新たな名称
が出てくるのですが、その在宅にいらっしゃる介
護を担当している家族でない方、介護を担当して
いる方を輸血付添人と呼んで、輸血観察を担当し
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スライド31

スライド32

スライド33

スライド34

ていただくと記載されています。温度管理などに
つきましては、東京都は製剤別に示しております
けども、学会は赤血球液のみです。
　製剤搬送は、輸血学会の方は明記がないけども、
東京都では定められた温度管理で行うとしています。
　特記事項としては、輸血学会の方では、注目し
たのは、輸血カンファレンスの実施です。在宅輸
血カンファレンスはチーム医療の一つであります
ので、それを輸血学会の在宅輸血ガイドでは掲載
しているというところが特徴でございます。

　東京都はどうしても外部委託に頼るマニュアル
をつくったので、外部委託の実績を確認いたしま
した。B社では、血液型検査は１日に…1624…件あっ
て、不規則抗体が…546…件で、埼玉県の検査セン
ターで一括検査しているということで、これほど
のニーズが全国であるということになります。
　今後、先ほど言った「医療法」、「臨検法」の改
定の影響がそろそろ、法律が制定されて１年たち
ますので、今度の診療報酬改定がどうなるかとい
うことも含めて、中小規模医療機関の検査体制が
どう影響をするかということとともに、外部委託
会社への影響も今後注視していかなければいけな
いことだと思っております。

　それでは、小規模医療機関の輸血各論というこ
とで、主に供給実績とか、アンケート調査で、透
析、在宅、産科の順番でお話ししたいと思います。

　20…床未満の、平成…27…年度の東京都の供給実
績…311…医療機関がありました。そのうちのほと
んどが、98％が赤血球液で、マニュアルの対象
製剤になります。
　しかしながら、41…医療機関はＦＦＰ、血小板
濃厚液は…11％で、マニュアル上、特段理由がな
い限り対象外とされているものが、やはりそれな
りの数がありました。
　有床か無床かで見ると、有床は平均…46…単位
使って、無床の医療機関は、先ほどの発表で、埼
玉県のデータでもあったように、東京都でも意外
に多くて、245…医療機関の中で…80％を占めて、
平均…36…単位使っているということです。

　どこの区が多いかと言うと、面積が広くて、人
口が多いところです。ただ、新宿区や千代田区な
ど、面積が狭いところへの血液供給は、通勤、職
場が近く、通院先になるというのは、駅前クリニッ
クです。透析クリニックが多いところは新宿区、
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千代田区になります。
　診療機能別に多い順に、下から並べてしまいま
したけど、透析、内科、産科、在宅になります。
透析の特徴は、全体の…44％を占めて、赤血球は
平均…16 単位、ＦＦＰも使っていて、血小板濃厚
液も使っている。血小板濃厚液を使っている小規
模医療機関は、透析と在宅になります。
　産科クリニックは、赤血球よりもＦＦＰです。
ＦＦＰの小規模医療機関で使用している割合が多
いのが産科クリニックになります。
　在宅は、全体の９％で、赤血球は平均21施設で、
年間…28…単位使用しているということになってお
ります。

スライド36

スライド37

スライド38

スライド35

　これは、小規模医療機関における緊急供給数を、
献血事業団からいただいた１年間のデータです。
緊急出動をするのが年間…7325…回で、月…610…回、
１日に…20…件です。だいたい…20…床未満は、その
うちの…12％で、386…件ですけども、東京都全体
で緊急出動が多いのは、消化器と循環器の病気が
理由のものですが、20…床未満の医療機関で半分
を占めるのは、出産・分娩が理由のものでありま
す。

　輸血手帳についても検証をしました。いままで
は、輸血マニュアルがどう生かされているのかと
いうのを含めて検証しました。輸血手帳は、実際、
東京都で…163…施設に配布しています。その回答
率が…61％で、配布したけど使っていないところ
も多くて、利用率が…25…施設でありました。
　使っていないところは、やっぱり病院規模が大
きいところで、使っているところは病院規模が小
さいところでした。規模の小さいところで使って
ほしかったので、個人的にはやや満足している点
です。輸血手帳を使用している小規模医療機関は、
透析クリニックや在宅クリニック、無床クリニッ
クが主に占めておりました。

　東京都の小規模医療機関における輸血の検証と
して、慢性的な貧血、予定輸血をしている 211
施設は 85％ありますけども、それは東京都で作
成した輸血マニュアルで対応可能であろうという
ことで。ただ、供給情報だけなので、平成 28年
度は、輸血使用状況調査をしようということで、
次からのスライドで示します。
　15％はどう考えても緊急輸血であります。産
科クリニックの輸血などがそうなのですが、これ
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スライド39

スライド40

スライド41

スライド42

に関しては、マニュアルでは触れてなく、高次医
療機関に転院という言語１行だけなので、その辺
現場の医療機関では、緊急輸血のとき、どうした
らいいかという記載がないので、困っていらっ
しゃるという意見も聞いております。今後、改定
することを視野に入れて、いろいろな内容を組み
込みたいと考えております。

　それでは、平成 28 年度に東京都が実施した、
小規模医療機関に対する輸血状況調査の結果を報
告します。

　過去に、平成…24…年と…28…年に行われまして、
平成 24 年では、回収率は…64％でした。今回は…
72％に上がっています。このときに、アンケー
ト調査を配布するときに、マニュアルを送付して、
郵便で送って返答をいただいているので、少し回
答率が上がった理由としては、マニュアルを配布
したとかいうことで、意識付けができたのかなと
思っております。だいたい…300…医療機関が対象
になります。
　今回、主な病院の機能はという問い合わせもし
ていまして、供給実績とだいたい一致した結果に

なりました。透析が…51％、内科が…23％、訪問が
13％、産科が…11％という結果であります。訪問
の在宅は…26…施設で、年間…518…件の輸血をして
いることが分かりました。

　どのような製剤を使っているかと言うと、平
成…24…年度のときは、全血が…23…で、たぶんこれ
は赤血球液の間違いだと思います。そのことを鑑
みて赤血球液、血小板、ＦＦＰともに、平成…24…
年と…28…年を比べると、増えているという結果に
なっております。使用回数も、製剤が増えている
と同時に、回数も増えております。

　どのような疾患に、小規模医療機関で輸血され
ているかということで、平成…28…年度は、腎泌尿
器系に、透析も含むと明記した影響で、透析が増
えております。それは、平成24年度はどこにい
たかと言うと、たぶんその他の方に入っていたの
だろうと思います。悪性新生物、血液、循環器は
あまり変わらない。消化器は若干減りましたけど
も、透析や腎疾患が小規模医療施設で輸血を受け
ている基礎疾患であるということが分かりました。



第 9 回　埼玉輸血フォーラム

78

　悪性新生物の中で、何がどう変化したかと見ま
すと、ぱっと見た中で、結腸・直腸、この悪性腫
瘍は、もともと日本で絶対数が増えていますので、
都内でも、小規模で輸血を受ける患者さんが増え
ているということが分かりました。

スライド43

スライド44

スライド45

スライド46

スライド47

スライド48

　年代ですけども、これは男性ですけども、やは
り高齢者に多い。女性の場合、どうしても産科の
使用があるということで、20…代から…30…代の患
者さんが輸血を受けているということが特徴で
す。高齢者が多いのは男性と同じであります。

　アドバイス事業を通じての考察として、少し細
かく見ていこうということで、透析クリニックか
ら考えます。

　透析患者さんは、やっぱり年々増えていて、高
齢化も進んでいて、65…歳以上が６割５分であり
ます。新宿の Cクリニックに伺ったところ、透
析ベッドが…93…床あるところで、輸血検査は外注
が主でした。検査技師さんもいるのですけど、他
の業務で、一人ではやっていられないということ
で、外注になっております。

　緊急検査は、院長先生がやっているということ
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スライド49

スライド50

スライド51

なので、緊急検査はそれほど多くないのであれば、
検査技師さんがやるようにと指導致しました。
　透析クリニックへ行くと、必ずもう決まって聞
かれるのは、不規則抗体です。これを省略してい
いかと必ず聞かれるのですけど、透析クリニック
こそやらなければ駄目だということを言って、こ
の必要性をすごく説明します。
　あと、結果が返ってきても解釈できないという
不安もあるそうなんですけど、それを尋ねるとこ
ろも知らないというところもあるのですね。血液
センターの学術課に聞いてくださいということを
指導します。

　腎不全の貧血というのは、腎性貧血であること
が多いが、消化管出血を合併して、緊急に輸血を
しなければいけないこともありますし、血小板減
少する例もあるということであります。
　透析クリニックのアドバイスとしては、そうい
うＥＰＯ、鉄剤、輸血以外の治療法とか、最近で
はカリウム吸着フィルターが出たということで、
なぜか透析クリニックで、洗浄赤血球を頼むクリ
ニックもあって、少し知識不足かなと思うところ
もあるのですが、その辺、透析だからこそカリウ
ムは取り除けるわけですから、普通の赤血球液で
いいということとか、そういう基本的な話をしま
す。
　あと血圧低下時は、生理食塩液が第１選択で、
アルブミン製剤は第２選択であるなどのお話をさ
せていただきます。

　透析の図を示します。透析クリニックの先生は、
必ずしも腎臓内科の先生でないことも増えてきて
おりまして、カリウムを取り除くというのは誰で
も知っていることなのでしょうが、動脈側と静脈
側で、カリウムの取り除き方とか、加温の状態と
か異なりますので、その辺をもし透析の基礎知識
が不足している場合は、それを補うように指導し
ております。

スライド52

　次に、在宅クリニックです。在宅クリニックの
例として、新宿 Aクリニック、先ほど、写真を
示したところですね。ここの問題点はやっぱり温
度管理でした。医療用冷蔵庫がなかったというこ
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とで、記録できるようなものをするようにという
ことで、件数が少ないのであればＡＴＲでもいい
のではないかということを提案しました。

スライド53

スライド54

スライド55

　ただ、やっぱり当時…50…万円したので、導入に
踏み切れないということでした。冷蔵庫の他に、
クリニックから在宅に行く搬送バッグを、いまま
で釣り用バッグを使っていたんですけど、さすが
に釣り用バッグでは不潔なので、こういう少し小
さめの、安いものがありますので、血液搬送バッ
グを紹介して、購入していただきました。

　在宅の特徴としては、慢性的なもので、急性の
ものは、基本転院を原則とするということをお話
しします。

　あと在宅の患者さんは、どうしても体位で、偽
性貧血になっているということもお話をします。
新鮮凍結血漿、血小板濃厚液はやはりアレルギー
性の副作用がありますので、特段理由がない限り、
導入しないように注意を喚起しております。
　説明と同意は、在宅輸血に特化した説明で、利
点、欠点を示します。これは東京都のホームペー
ジに、在宅用の輸血同意書を用意してあります。
　温度管理ですけども、特に往診の順番ですね。
やっぱり一人一人、一度行って帰って、行って帰っ
てというのではなくて、何人かの患者さんを回り
ながら往診しますので、最後の方になると、温まっ
てしまうと言うとあれですけど、普通のバッグだ
とちょっと温度管理に不安を感じるので、輸血患
者は、最初に行ってもらうような計画を立てます。
　もう一つは、往診セットです。副作用で、使用
する可能性のある薬品を携帯していただく。いつ
も持っていく薬の他に、往診セットの中に、副作
用対策のお薬、抗ヒスタミン剤とか、ステロイド
とかを入れていただくということも指導していま
す。
　また、高齢者の特徴としては、やっぱり認知機
能が落ちていることもあって、その説明と同意に
配慮することも説明させていただいております。
認知症がない人は、普通どおり取ればいいのです
が、事前に取れる方は事前に取っておくし、家族
代行者に委ねる場合も、家族でない場合は、輸血
学会の在宅ガイドのような輸血付添人に当たる方
に同意を取る場合でも、しっかりカンファレンス
をして、記録を残しておくということもお願いし
ております。



第 9 回　埼玉輸血フォーラム

81

スライド56

スライド57

スライド58

スライド59

　先ほどの、偽性貧血のお話ですけども、この在
宅の世界では有名でありまして、寝ていると、間
質液がリンパ管や毛細管に移動して、血液が希釈
されておりますので、どうしても午前中のヘマト
クリットは低めに出てしまいます。こういう生理
現象というか、体位によって間質液が移動する現
象で、これは極端な例ですけども、症例報告にな
るぐらいなので、ヘモグロビン８ｇ /ｄ Lぐらい
の人が、ヘモグロビン３ｇ /ｄ Lぐらいで、再検
すると８ｇ /ｄ Lとなったとの報告です。
　だいたい体力の弱っている方で、高齢者で、朝
方、午前中取った採血で、すごい低い値が出て、
びっくりして輸血の準備をして、クロスマッチを
取ったら、いつもどおりのヘモグロビン、ヘトク
リットということを経験致します。
　在宅をやっていると、そのような症例も経験さ
れるので、慌てないで再検して、貧血の評価をし
てくださいというお話をします。

　これは、えびすＣクリニックの院長から写真を
提供していただきました。この方は膀胱がんで、
血尿が出て、貧血になって。終末期なので、がん
の傷の部分が治っていないわけで、もうどんどん

血が出てくるわけです。そういう姿を家族が見た
くない。家族が苦痛であるということで、輸血を
してほしいという要望があって貧血に対して輸血
をしています。もう何回も家族と議論をして、説
明とリスクの了解を得て、輸血をしているという
ことです。これは、おうちでの輸血の風景であり
ます。

　また、ＣＶポートですね。中心静脈に皮下埋込
型のポートを入れて、直角の針を刺して、輸液を
するということも、在宅では行われております。
そこから輸血をすることもありますので、輸血と
いうのは、こういう輸血ルートですが、感染のリ
スクが高まりますので、その注意事項として生理
食塩の前後のフラッシュなど、ポート内に輸血用
血液が残らないようにするアドバイスもしており
ます。

　在宅の先生と仲良くなりましたので、こういう
ＡＴＲとかネオシールドの血液搬送の研究をして
いきたいなと思っております。
　在宅でＦＦＰを使用するのは、少なからずある
ということで、ＡＴＲでＦＦＰを溶かして、３時
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スライド61
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間程度、凝固因子に変化があるかどうかというの
を見たのがこの図です。在宅でＦＦＰを使うべき
かどうかという議論はありますけれども、ＡＴＲ
という専門の冷蔵庫で搬送すると、融解したＦＦ
Ｐも安定した状態で移動できるということも示し
たものであります。

　さて、在宅輸血は地域の医療機関の影響を受け
ると書きましたけども、どうしても小規模医療機
関が在宅の中心となっていくわけです。検査委託
は衛生検査上、外注検査になりますが、地域によっ
てもこれがない場合があります。そのような場合
はどうしたらいいかという問題と、小規模医療機
関の先生方も高齢者になってしまう地域もあっ
て、在宅診療もできないという状態になっている
地域もあると聞いております。
　そのような中、やはり中核病院が在宅輸血を含
む、在宅医療をしなければいけない場所もあると
聞いておりますし、その中核病院が輸血検査を担
当して、小規模医療機関は輸血実施を担当すると
いうところもあります。
　中核病院もないところはどうするかというの
で、一部赤十字血液センターに依頼することも考
えなければいけない時代に、地域の医療過疎の状
態が進んでいる地域もあると聞いております。今
後、東京都は東京都の考え方がありますけど、埼
玉県は埼玉県の地域性もありますし、自分は鳥取
県にも行きましたけど、鳥取は鳥取でまた地域の
医療格差というのがありますので、その土地に応
じた在宅、小規模医療機関の輸血管理体制という
のを考えなければいけないかなと感じておりま
す。

　次は、産科です。都内の産科の医療機関は、ク
リニックが８割です。実際、子どもが生まれてい
るのは、30％がクリニックでお世話になってお
ります。

　そうしますと、絶対数は少ないですけども、少
なからず危機的出血の患者さんが発生します。も
ともと町田のあるクリニックに伺いましたけど
も、出血のリスクの高い症例は、事前に大きい病
院に紹介していますけども、弛緩出血既往程度は
自前で対応しているということです。
　ＦＦＰの保冷庫は買って、フィブリノゲン製剤
も置いている。赤血球液は期限切れになるので準
備していないとのことです。私の話を聞いてか
ら、自己血を採ってみようかなということをおっ
しゃっていました。
　町田市というのは、東京から遠くて、立川から
60…分ぐらいかかるところで、血液が届くまでに
母体搬送で入れ違いになることもあります。そも
そも血液製剤を頼んでおいて、いらなくなったか
らキャンセルしたい場合、到着するまでに断れば
キャンセルが利くのですけども、その方法も知ら
なかったという基本が分かっていないということ
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もありました。最近、都内のクリニックに行くこ
とで、輸血の知識とか、業務の知識の少ないこと
を思い知らせることを経験しております。

　産科でお話しするとしたら、なるべく赤血球を
使用しないで搬送できるようにできないかという
のを、常に考えてほしいなと思って、トラネキサ
ム酸とか、ＦＦＰとか、ＰＯＣＴを導入して、フィ
ブリノゲンの値に応じて、フィブリノゲン製剤を
使用する。赤血球液対策とか、自己血などはでき
ないか。また、ＡＴＲでの応用はできないかとい
うことを考えているわけであります。

　茨城県合同輸血療法委員会で、この幕張で報告
があったものを紹介しますと、茨城県もかなり産
科クリニックで血液供給に関してお困りの様子
で、今回は、30…床のクリニックで、帝王切開５
例の患者さんを対象にした研究報告でした。事前
に血液をＡＴＲで搬送しておいて、いざというと
きに使うということにし、使わなければ、返品し
ていたということです。幸い、使う人はいなかっ
たのですが、温度管理もしっかりできていて、使
用しなかった血液製剤は外観検査も問題がないと

いうことで報告がありました。

　あるいは、大量出血を予想して発注して、実は、
そうではなかったので使わないで廃棄になるケー
スがあります。

　そういうこともありましたので、今後、自分た
ちも臨床研究していく上で、どういう産科クリ
ニック対策をするかということを考えますと、大
量出血で母体搬送依頼があった場合、町田のよう
に血液供給前に、母体が移動してしまった場合、
在庫になってしまって廃棄になるとのことです。
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　いろいろなパターンで、血液製剤の廃棄も問題
になると思うのですけども、一つの案としては、
搬送先の病院が医療連携でもう決まっているので
あれば、ドクターカーで赤血球液を持参して、輸
血しながら、高次医療機関に戻すという、ＡＴＲ
の使用の仕方を一つ考えております。

スライド68

スライド69

スライド70

スライド71

スライド72

　提案２としては、血液センターからの赤血球液
をＡＴＲで搬送する。例えば、使うだろうという
４単位ぐらいは、普通の血液バッグで。10 単位
依頼があった場合、使わないかもしれない６単位
をＡＴＲで運んで、ふたを開けずに未使用であれ
ば、返品・再利用の対象にするなどのいろいろな
案が、いずれも廃棄をしないようにするための方
略を考えたわけであります。

　なにゆえ、廃棄血削減のために、そういうＡＴ
Ｒの使い方を考えるかと言うと、下は病床数で、
縦軸は廃棄量です。黒くなっているのが、赤血球
液の廃棄量ですけども、小規模医療機関ほど、赤
血球液の廃棄が、有効期限が…21日…と短いために、
多いということもあって、ＡＴＲの血液温度管理
がしっかりした状態であれば返品・再利用が可能

　それに関しての考察は、また最後に出てきます。
その間に、島嶼輸血というのを挟ませていただき
ます。

　東京都の島嶼輸血の、問題点の整理としては、
まず、八丈と大島以外は小規模医療機関です。大
島、八丈の場合は、院内在庫があるので、いろい
ろあるのですが、取りあえず、ＡＢ型の廃棄率が
高いというような問題点です。

ではないかというようなことを考えているわけで
あります。
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　逆に、小規模医療機関は、輸血管理体制がない
ので、ＭＤＳのような定期輸血をしている患者さ
んは、本土の方に船で通うという、交通で、かな
り負担をかけなければいけないという問題点があ
りまして、いろいろ頭を悩ましているのですが、
最近、神津島で輸血管理体制を診療所につくって
いただいて、定期輸血ができるようになりました。
特に、小笠原という、東京から１千キロ以上離れ
ているところに、血液供給をするというのは、か
なり至難の業でありました。

　取りあえず、小規模医療機関、島嶼のクリニッ
クに輸血のことを勉強してもらうということで、
都庁のウェブシステムを使って、平成…28…年 12…
月に輸血の講義をさせていただきました。特に何
を語ったかと言うと、普通の話の他に、島内採血
をすることがありますので、ＧＶＨＤの話とか、
異型適合輸血のお話をさせていただいておりま
す。

　島嶼緊急輸血で、まず二つの話、広尾病院と島
嶼の輸血の関係ですけども、広尾病院は、島嶼に
ドクターヘリで患者さんを迎えにいって、広尾病
院に戻すのですけど、そのときに、赤血球液を持っ
ていって、現地で輸血をするということを行って
おります。
　いままでは、このような血液搬送バッグで運ん
でいました。温度管理はしっかりしていたのです
が、未使用の場合は、やはり廃棄に至っていたと
いうことであります。

　そこで、広尾病院もＡＴＲを導入して、航空機
によるＡＴＲの影響は少ないという研究結果があ
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りましたので、実際に運用していきまして、各方
面にＡＴＲで血液製剤を運んで、幸い使用しな
かった場合、未使用のものを広尾病院の中で、返
品・再利用できたというのがあります。

スライド78

スライド79

スライド80

スライド81

スライド82

　また、小笠原村の話ですけども、小笠原はこん
なに遠くて、定期航路は船だけで、緊急時は、自
衛隊の航空機で患者搬送をするのが一般的です。
必ずしも患者さん、傷病者は少なくはないという
搬送に…10…時間かかることから、出血性疾患の場
合は輸血がないと困ってしまうという。先ほどの
ＡＴＲを小笠原に持っていったらどうかというこ
とで、気温の調査や温度の研究、あるいは血液の
質の変化があるかないかで、検討してみると、結
局なかったとの結果でした。ＡＴＲは優れている
ということが分かったので、小笠原ブラッドロー
テーションというものが３年前に始まっておりま
す。

　それをちょっと紹介しますと、東京都赤十字血
液センターから小笠原村に備蓄するために、Ｏ型
赤血球液２本をＡＴＲに入れて備蓄してもらいま
す。

　そこで使用する場合は、異型適合輸血で使用し
ていただいて、使わない場合は、また船で戻って
きて、有効期限内であれば、検品後、墨東病院で
使用するというのが、小笠原ブラッドローテー
ションであります。
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　いろいろありましたけども、２年間の業績を見
ますと、ここだけ見てほしいのですが、使用率は
３％、４人の患者さんに使っています。そうする
と、使わない…97％は、いままですべてが廃棄に
なっていたわけですけども、ＡＴＲで運んだこと
によって、再利用…85％することができました。
しかも、カリウムが高いから怖いかなと思ったら
そうでもないし、以外に副作用はありませんでし
た。
　廃棄は、台風で遅延したもので…12％でした。
したがって、97％が廃棄になる見込みが、12％
で済んだというのが、小笠原ブラッドローテー
ションの実績でございます。
　４人の患者さんで、３人が上部消化管出血で、
１名が血尿の慢性貧血でございました。この患者
さんは、小笠原の血液がなければ、もしかした
ら、何人かはお亡くなりになっていたかもしれま
せん。
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　このことから、温度管理された一時保管、搬送
したＡＴＲをご紹介しましたけど、小笠原が大丈
夫だったら、他の地域でも、検討しなくても大丈

スライド88
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　東京都の課題としては、だんだん最後の方のス
ライドになってきましたけども、高齢者が増えま
すので、輸血人口が増えて、輸血学会のガイドが
出ましたので、それとの擦り合わせを今後してい
こうと考えております。
　赤血球以外に、ＦＦＰと血小板濃厚液を輸血す
る施設が、やっぱり調査してみると多いので、そ
れに関してマニュアルへどう反映していくかとい
うこと、また、温度管理とか、外注検査へ頼って
いいのかとか、制度管理はどうなのかという、検
査の解釈、輸血指針の更新、教育などが課題です。
教育はどうしたらいいのか、頭が痛い。
　特に、在宅をやっているクリニックは、自前の
看護師さんもいるクリニックもあるけれども、
ナースステーションに頼んで、必ずしも自前の看
護師さんではないこともあって、看護師さん
の教育をどうしたらいいのかなんていうように、
ちょっと悩んでおります。

　そのようなこともありまして、東京医科大学の
田中先生が研究責任者で、「地域における包括的
な輸血管理体制構築に関する研究」が、厚生労働
省で今年度から始まっております。

　問題点としては、小規模医療機関で輸血が行わ
れている現状の中、安全性を確保するためにはど
うしたらいいか。血液製剤の廃棄率が高いことは
どうしたらいいかということで、座長の石田先生
をはじめ、いろいろな方に参加していただいて、
研究成果を出すべく日夜努力しているところでご
ざいます。
　本年度は、主に課題整理をして、研究班が話を
されて、今年度は 100 床未満に対してアンケー
ト調査をしようと。研究員在所の都道府県、青森、
埼玉、長崎、福岡、熊本、東京、北海道などで、
実際、供給したときにアンケートするということ
なので、ほぼ全数調査に近い、アンケートで返送
率が低いとか高いとかいう議論ではなくて、もう
全例調査しようということになります。

夫ではないのかなとか思うのですが、なかなかそ
ういうわけにもいかないようで、研究をしなけれ
ば、別の環境下で、条件でやらなければいけない
ということであります。
　ＡＴＲの運用は、院内運用として、手術室とか
ＥＲ、うちみたいに救急で使うとか、広尾病院み
たいにドクターヘリ、ドクターカー、血液供給で
備蓄病院とか、病院間利用に使用できるのではな
いかというように考えております。
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　東京都は、産科のシステムをつくらなければい
けないのですが、意外に産科よりも、循環器系の
方が大量供給依頼している病院があります、協力
してくれそうなところがありますので、先ほど産
科の例で言ったように、10…単位依頼があった場
合、４単位搬送バッグ、６単位ＡＴＲの搬送形態
で、返品再利用というか、廃棄量は減るか、減ら
ないか検討できたらいいと考えています。
　あるいは、先ほどの在宅で言いましたように、
ＡＴＲの血液製剤の一時保管としての有用性につ
いて、在宅の先生方と協力して、研究していきた
いなと思っております。
　以上が私の話で、今回、埼玉県で東京都の活動
を紹介することができて、大変うれしく思いまし
て、鳥取県に次いで２件目で、埼玉県の皆さま方
には、この東京都のいいところを、悪いところも
あるかもしれませんが、いいところを参考にして
いただければと思います。以上です。
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 質  疑  応  答

○石田… 藤田先生、どうも非常に貴重な話をありがとうございました。
　… 藤田先生の方からは、在宅輸血、それから小規模医療機関における輸血の課題と、東京

都あるいは学会の、それに対する取り組み。あるいは、東京都で実際のアドバイス事業
というようなものがどういうものかというお話を聞かせていただきました。また、ＡＴ
Ｒを活用しておられるというお話もしていただきました。

　… 最後は、実際に研究班で今後の課題をどのように取り組むかというお話もしていただき
ました。

　… ちなみに、埼玉県でも血液センターの方にいろいろご協力いただき、その研究班の研究
を現在続けているところであります。

　… 非常に貴重な機会ですので、フロアの方からご質問やご意見がありましたら、お願いし
たいと思います。どなたかございます。

　… 池淵先生、お願いします。

○池淵… 藤田先生、どうもありがとうございました。埼玉県が２件目だということで、非常によ
かったなと思いました。

　… 私も自己血輸血小委員会の方で、訪問勉強会というのをやっていまして、そのときに同
種血の輸血の体制についても、できたらアドバイスしたいと思って、言っているのです。

　… 先生のアドバイス事業について、非常に興味を持ったんですけれども、どのように、先
生は希望を募っていくのかとか、こちらから押し掛けるのではなくて、やはり心配だと
思っているところが手を挙げて、先生にぜひ来てほしいというような、そのようなルー
トをつくらないといけないと思います。

　… 自己血輸血小委員会の訪問勉強会に、毎年、複数応募があったんですけれども、今年は
残念ながら、ゼロに近くなってきて、徐々にそのピークが減ってきていますが、先生の
ところは、コンスタントに増えていっているのでしょうか。

○藤田… 平成 14 年からアドバイス事業と、輸血情報調査をしておりまして、輸血情報調査に協
力していただいた医療機関に、希望するかどうかということをお尋ねしているところを、
毎年 30ぐらい来て、そのうちのまだ伺っていないところを第一として、毎年 14医療
機関を回って。

　… 小規模に関しては、血液供給実績のあるクリニックに、平成 27年と 28 年の２年間だ
けですけど、私自身が伺うということで、特別な状態で伺う、希望したところに行くと。

　… 逆に希望したところは、先ほどの、前の発表にあったところに、やっぱり優良なところ
が多くて、アドバイスが少ないところが多いんですけど、逆に手を挙げないようなとこ
ろに、どうやって行くかというのが一つの課題で。いま根回ししているのが、そういう
クリニックを医師会の勉強会で集めてもらうとかいう方略を考えております。

○池淵… なるほど。ぜひ、先生、参考にさせていただいて、埼玉の中でもちょっと活動していき
たいなと思いました。ありがとうございます。よろしくお願いします。

○藤田… どうも。
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○石田… 他に質問やご意見はございますか。
　… 私の方から少しよろしいですか。
　… 実際には、東京都や学会で、いま小規模医療施設に対する輸血のいろいろな仕組みを検

討しておられますけど、だいぶ内容が違うというお話もいまあったと思います。
　… 例えば、検査は外部委託にするか、自施設でやるかとか。あるいは、輸血を観察するの

が輸血付添人という、学会ではかたちになっていたりとかいうことがありますけども。
　… 実際に、例えば、検査に関しては、外部委託は、先ほど佐藤先生の発表でも、小規模の

施設でも自施設でやっているところが結構あるようなのですが、埼玉県でこれをいろい
ろ整備していく上で、どのように外部委託と自施設というのを考えていったらいいのか。
あるいは、輸血を実施するときの観察は、どのような立場でやればいいのか。その辺に
ついて、埼玉で実際に進めていくとしたら、先生は、例えばどのようにお考えになりま
すか。

○藤田… 検査技師さんがいる施設は、小規模医療機関とはいえ、自施設で体制を構築していただ
きたいと。いないところは、輸血をしないか、輸血をするのであれば、きちんとした外
部委託、検査会社にお願いするということでないのかなと。

　… 今度の「医療法」、「臨検法」の改定で、医療機関および外部委託会社の検査体制に対す
る評価というか、制度管理など、求められることが高くなってきていますので、東京都
は心配していないのですが、地域の外部委託会社の体力がどこまで持つのかというのを
心配しております。

　… そこを担うのが、山形県の赤十字血液センターの先生が言っているように、一つの中核
病院が輸血検査をサポートするという考え方で、協力病院とか提携病院という名前で呼
んでいるのですが。そのようなところが小規模の検査を委託して、ちょっと保険診療の
問題があって、今すぐそれができることではないんですけども、将来的にはそういう仕
組みを考えなければいけないかなと考えています。

　… 患者観察に関しては、医療従事者が、輸血が終わるまでは、最低、看護師さんか医師か、
看護師さんのことが多いと思いますが、いていただくように。有料の在宅診療をしてい
るところは、看護師さんがたいていいます。

　… ただ、お忙しい先生、クリニックでは、家族に抜針をお願いしていたり、そういうこと
もあると聞いておりますので、その辺、それに代わるような連絡体制とか。

　… 八王子の方の医療施設だと、プライバシーの問題があるかもしれませんけど、お部屋の
映像がクリニックと繫がっていて観察しているとか。バイタルサインをシステム上、送っ
ているとかいうすごく先進的なクリニックもあるとは聞いておりますけども、患者観察
に関しては、まだまだ考えなければいけないところかなと思います。

　… 先生のご心配のように、急性肺傷害なんかは輸血の後に起こることも多い副作用ですの
で、その辺の対応について、輸血手帳に副作用の内容を書いてあって、注意しましょう
と書いてある冊子を渡し、何かあったら連絡をくださいということはしているところで
す。それ以外の方法で、もっと安全な方法はないのかというのは、何処も頭を悩まして
いるところだろうと思います。
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○石田… 確かに、先生のお話のように、例えば、アドバイス事業のときに、検査技師がいらっしゃ
るようであれば、医者ではなくて、検査技師が検査をするとか、個々の場面によって対
応が違うという、検査の方向では違うということですね。

　… それから、輸血に関しても、先生がスライドに書かれたように、実際に、患者さんの意
向を、副作用が出た場合に、病院に運んで見るのか。あるいは、自分の施設で全部見る
のかというようなところも、インフォームド・コンセントの中に加えて、そのあたりを、
個々の症例で見ていくということが、非常に重要だということでしょうか。

○藤田… そうでしょうね。いざというときに慌てないように、事前に想定されることは、事前に
話し合って対応する。こうなったらこうというように決めておくことが大事だろうと思
います。

○石田… 時間が迫っているのですが、もう一つ、輸血手帳というお話がありましたが、どういう
ものか少し教えていただけますか。

○藤田… 輸血手帳というのは、血圧手帳のイメージに近くて、温度板で血圧を記録するところも
ありますし、輸血の副作用の症状が書いてあって、患者さんというか、一般の方が読ん
でも分かりやすくなっています。

　… もちろん１ページ目には、ご自身の血液型なり、不規則抗体の情報があれば、情報も載
せるようになっておりまして、虎の門病院の牧野先生がつくられたものを、東京都でい
ただいて、東京都で配布しているということでございます。

　… 輸血手帳を行なっているのは、広島県もと聞いておりまして、全国的に広まる様相があ
る反面、逆に大病院のように、使わないところもあるので、できれば、そういうツール
は小規模医療機関に浸透していくような仕組みを、使っていただくように、血液供給と
一緒に手帳をお渡しするようなことをしております。

○石田… ありがとうございます。他にご質問等はございませんでしょうか。
　… 高齢化で今後、在宅輸血、小規模輸血が増えていくだろうと。その中で、これまでは輸

血を行なう施設をなるべく制限していくという動きで来ていたのですが、実際に、世の
中の流れからそれはなかなか難しいということで、さまざまな在宅、あるいは小規模の
輸血を今後、積極的にサポートしていかなければいけないということで、藤田先生が東
京都ではかなり活発に活動しておられるようですけれども。埼玉県でも、県や、あるい
は血液センター、中核病院などが協力して、そのような体制を築いていくということが
非常に大事ではないかということを感じました。

　… 今日は、藤田先生、非常に貴重な、ためになるお話を聞かせていただきまして、どうも
ありがとうございました。

　… 以上で、講演を終わりたいと思います。
（終了）
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Ⅲ．埼玉県合同輸血療法委員会　年間活動状況

平成29年 5月 10日（水）
19：00～ 20：40

平成 29年 7月 5日（水）
19：00～ 21：00

平成 29年 9月 7日（木）
19：00～ 20：30

平成 29年 9月 20日（水）
19：00～ 20：30

平成 29年 10月 4日（水）
19：00～ 21：00

平成 29年度　第 1回世話人会　開催
場所：ソニックシティ　806会議室
議題：1　世話人名簿等の更新について
　　　2　平成 29年度の活動計画について
　　　　（1）世話人会の活動
　　　　（2）輸血業務検討小委員会の活動
　　　　　　検査技師部会
　　　　　　看護師部会
　　　　（3）自己血輸血小委員会の活動
　　　　（4）適正使用推進小委員会の活動…
　　　3　その他

平成29年度　第１回輸血業務検討小委員会　検査技師部会
場所：さいたま赤十字病院　第4会議室
議題：1　検査技師部会について　
　　　　………今年度の活動メンバーについて
　　　2　2017年度の活動について
　　　　（1）2016年度血液製剤使用状況および廃棄状況
　　　　（2）赤血球抗体保有カードについて
　　　　（3）危機的緊急発注票について
　　　　（4）…アルブミン製剤管理について
　　　　（5）マニュアル分解班について
　　　　（6）ヒヤリ・ハット事例収集について

第1回　埼玉輸血セミナー
場所：ウェスタ川越　多目的ホールA・B

第 2回　埼玉輸血セミナー
場所：ウェスタ川越　多目的ホールA・B

平成 29年度　第 2回輸血業務検討小委員会　
検査技師部会　看護師部会
場所：ソニックシティ　805会議室
議題：1　各委員会で「何を」「何処まで」出来ているか
　　　2　輸血フォーラムの全体像
　　　3　インシデント解析班の方法
　　　4　その他（適正使用調査）
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平成 29年 10月 11日（水）
19：00～ 20：30

平成 29年 10月 19日（木）
19：00～ 20：30

平成 29年 10月 23日（月）
19：00～ 20：40

平成 30年 2月 17日（土）
13：00～ 17：00

第 3回　埼玉輸血セミナー
場所：ソニックシティ906会議室

第 4回　埼玉輸血セミナー
場所：ソニックシティ906会議室

第 2回世話人会　開催
場所：ソニックシティ　803会議室
議題：…1　第 9回埼玉輸血フォーラムのプログラムについて
　　　2　各委員会活動報告
　　　3　輸血関連過誤事例収集と検討について（再検討）
　　　4　その他

第9回埼玉輸血フォーラム開催
場所：埼玉会館　小ホール
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Ⅳ．埼玉県合同輸血療法委員会設置要綱

（設　置）
第１条　埼玉県内における適正かつ安全な輸血療法の向上を目指すため、「埼玉県合同輸血療法委員会」
　　　　を設置する。

（組　織）
第２条　本会は、次に掲げる者によって構成する。
　　　　(1)…埼玉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)…埼玉県赤十字血液センター職員
　　　　(3)…地方自治体の血液行政担当者
　　　　(4)…その他必要と認められる者

（役　員）
第３条　本会役員として、代表世話人、世話人及び顧問を置く。
　２　　世話人は、主として次に掲げる者とする。
　　　　(1)…埼玉県内主要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
　　　　(2)…埼玉県赤十字血液センター所長及び担当職員
　　　　(3)…その他必要と認められる者
　３　　代表世話人は、世話人の互選により定め、会を代表し、必要に応じ会議を招集し、議長となる。
　４　　顧問は、本会運営に必要な助言を得るため、世話人の推薦により定める。

（事　業）
第４条　本会は次の事業を行う。
　　　　(1)…世話人会の開催
　　　　(2)…埼玉県合同輸血療法委員会の開催
　　　　(3)…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　本会の運営は世話人会により決定する。

（会　議）
第６条　世話人会は、年２回以上開催する。
　２　　埼玉県合同輸血療法委員会は、年１回以上開催する。
　３　　代表世話人は、第３条に定める者のほか、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、埼玉県赤十字血液センター学術課に事務局を置く。

（その他）
第８条　本要綱に定めるものの変更等については、世話人会において協議し定める。
　２　　本要綱に定めるもののほか、必要な事項は世話人会において協議し、別に定める。

附　則　この要綱は平成21年 7月 28日から施行する。
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Ⅴ．「埼玉県合同輸血療法委員会」　役員

（順不同　敬称略）

医 療 機 関 所　属 役　職 氏 　名

代表世話人 埼玉医科大学病院 中央検査部／
輸血・細胞移植部 教授 池淵　研二

世話人 埼玉医科大学総合医療センター 輸血部 教授 山本　晃士

〃 埼玉医科大学総合医療センター 輸血部 主任 阿南　昌弘

〃 埼玉医科大学病院 輸血・細胞移植部 准教授 岡田　義昭

〃 埼玉県立がんセンター 検査技術部 輸血管理室 副技師長 伊丹　直人

〃 自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科 准教授 賀古　真一

〃 防衛医科大学校病院 内科 講師 佐藤　　謙

〃 防衛医科大学校病院 輸血・血液浄化療法部 主任検査技師 坂口　武司

〃 埼玉県 保健医療部 薬務課 課長 天下井　昭

〃 埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科 教授 関　　博之

〃 戸田中央総合病院 臨床検査科 技師長 塚原　　晃

〃 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科 教授 山口　敦司

〃 獨協医科大学越谷病院 輸血部 准教授 樋口　敬和

〃 さいたま赤十字病院 検査部 第一検査課長 岡本　直子

〃 埼玉協同病院 臨床検査部 部長 村上　純子

〃 埼玉医科大学国際医療センター 輸血・細胞移植部 教授 石田　　明

〃 埼玉協同病院 看護部地域連携看護科 木村　秀実

〃 埼玉県赤十字血液センター 所長 芝池　伸彰

アドバイザー 埼玉医科大学総合医療センター 客員教授 前田　平生

〃 関東甲信越ブロック血液センター 副所長 稲葉　頌一

… … … 平成 29年 4月 1日現在
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Ⅵ．埼玉県合同輸血療法委員会　輸血業務検討小委員会設置要綱

設　　置
　埼玉県合同輸血療法委員会内に輸血担当検査技師、看護師等で構成した輸血業務の検討会「輸血業務
検討小委員会」を設置する。

目　　的
　輸血業務検討小委員会は、輸血医療の安全性の向上を目的に輸血業務の諸問題について意見を集約し、
埼玉県合同輸血療法委員会に提言する。また、埼玉県合同輸血療法委員会の世話人会及び埼玉輸血フォー
ラム運営に協力する。

組　　織
　１　小委員長
　　　１）埼玉県合同輸血療法委員会世話人より選出する。
　２　部会

　小委員会には検査技師部会（委員5～ 7名）、看護師部会（委員5～ 7名）の２部会を設置する。
部会の下部組織として分科会を置く。
　構成委員は、下記のいずれかを満たすものとする。

　　１）埼玉県内（血液使用量上位１５施設程度および委員が推薦する施設）の医療機関の輸血管理
　　　部門の実務担当者及び看護師
　　２）埼玉県合同輸血療法委員会世話人
　　３）同代表世話人が指名する者
　　４）日本赤十字社埼玉県赤十字血液センターの職員
　　５）本小委員長が指名する者

　３　顧問は、本会運営に必要な助言を得るため、世話人または委員の推薦により定める。

任　　期
　１　委員の任期は2年とする。
　２　欠員が生じたときは、世話人または顧問が推薦できる。
　３　委員は再任されることができる。

開催・運営
　１　随時開催することができる。電子メールを使用した会合も行うことができる。
　２　事務、諸費用などは埼玉県合同輸血療法委員会で担う。

事業・検討事項
　１　適正で安全な輸血管理の実践についての検討
　２　輸血関連技術に関する情報交換および調査
　３　輸血管理部門の視点からの輸血用血液の安定供給に関する検討
　４　安全な輸血実施、患者観察、副作用対応などの検討

学会報告・公開
　学会等で事業報告を行うときは、世話人会の承諾を得るものとする。

附　則　この要綱は平成22年 6月 14日から施行する。
附　則　この要綱は平成27年 8月 6日から施行する。
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Ⅶ．「埼玉県合同輸血療法委員会」輸血業務検討小委員会役員 
（順不同　敬称略）

医…療…機…関 所　属 役　職 氏…　名

小委員長 防衛医科大学校病院 輸血・血液浄化療法部 主任検査技師 坂口　武司
委員

（検査技師部会）さいたま赤十字病院 検査部 第一検査課長 岡本　直子

〃 埼玉医科大学総合医療センター 輸血部 係長 大木　浩子

〃 埼玉県立がんセンター 検査技術部 輸血管理室 副技師長 伊丹　直人

〃 戸田中央総合病院 臨床検査科 技師長 塚原　晃

〃 北里大学メディカルセンター 検査部 係長 佐藤　隆博

〃 埼玉メディカルセンター 統括診療部 主任臨床検査技師 久保居　由紀子

〃 埼玉医科大学国際医療センター 輸血・細胞移植部 棚沢　敬志

〃 深谷赤十字病院 検査部 輸血・採血係長 野瀬　幸子

〃 自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床検査部 三ツ橋　美幸

〃 上尾中央総合病院 検査技術科 酒井　美恵

〃 越谷市立病院 臨床検査科 大塚　幸成

〃 埼玉協同病院 検査科輸血室 小林　真弓

〃 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 臨床検査科 細菌血清主任 菊池　智晶

〃 関東甲信越ブロック血液センター 品質部品質保証課 品質保証一係長 小野寺　由美

オブザーバー さいたま市立病院 中央検査科 主査 白石　智子

〃 メディカルトピア草加病院 検査技術科 科長 濱田　昇一

〃 埼玉医科大学病院 輸血・細胞移植部 玉栄　建次
委員…

（看護師部会） 埼玉協同病院 看護部地域連携看護科 木村　秀実

〃 防衛医科大学校病院 手術部 副看護師長 豊島　麻実

〃 防衛医科大学校病院 消化器外科病棟 主任 小杉山　めぐみ

〃 さいたま赤十字病院 看護部救急病棟 4 階 看護係長 山嵜　恵美子

〃 埼玉医科大学国際医療センター A 棟 6 階病棟 
（救命救急センター） 主任 小林　祥一

〃 埼玉医科大学病院 中央治療センター 主任 坂本　里恵

〃 埼玉協同病院 C3 病棟（産婦人科） 清水　美奈

委員 埼玉県赤十字血液センター 事務部学術課 事務副部長 神山　　泉

〃 埼玉県赤十字血液センター 事務部供給課 供給課長 太田　　勉

アドバイザー 埼玉医科大学病院 中央検査部 / 輸血・細胞移植部 教授 池淵　研二

〃 埼玉協同病院 臨床検査部 部長 村上　純子

〃 防衛医科大学校病院 内科 講師 佐藤　　謙

… … … 平成 29年 4月 1日現在
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Ⅷ .　輸血業務検討小委員会　検査技師分科会役員
  

（順不同　敬称略）

医 療 機 関 所　属 役　職 氏 　名

取りまとめ役 さいたま赤十字病院 検査部 第一検査課長 岡本　直子

委員 埼玉医科大学総合医療センター 輸血部 係長 大木　浩子

〃 埼玉医科大学病院 輸血・細胞移植部 玉栄　建次

〃 埼玉県立がんセンター 検査技術部 輸血管理室 副技師長 伊丹　直人

〃 埼玉メディカルセンター 統括診療部 主任臨床検査技師 久保居由紀子

〃 埼玉医科大学国際医療センター 輸血・細胞移植部 棚沢　敬志

〃 深谷赤十字病院 検査部 輸血・採血係長 野瀬　幸子

〃 自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床検査部 三ツ橋　美幸

〃 上尾中央総合病院 検査技術科 酒井　美恵

〃 戸田中央総合病院 臨床検査科 技師長 塚原　晃

〃 北里大学メディカルセンター 検査部 係長 佐藤　隆博

〃 越谷市立病院 臨床検査科 大塚　幸成

〃 埼玉協同病院 検査科輸血室 小林　真弓

〃 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 臨床検査科 細菌血清主任 菊池　智晶

オブザーバー 防衛医科大学校病院 輸血・血液浄化療法部 主任検査技師 坂口　武司

〃 さいたま市立病院 中央検査科 主査 白石　智子

〃 メディカルトピア草加病院 検査技術科 科長 濱田　昇一

… … … 平成 29年 4月 1日現在
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Ⅸ．埼玉県合同輸血療法委員会　自己血輸血小委員会設置要綱

設　　置
　埼玉県合同輸血療法委員会内に医師、看護師、輸血担当検査技師等を中心とした「自己血輸血小委員会」

を設置する。

目　　的
　自己血輸血小委員会は、自己血輸血の推進と安全性および品質の向上を目指す。

組　　織
１．小委員長

　　1）…埼玉県合同輸血療法委員会世話人より選出する。

２．構成委員は、下記のいずれかを満たすものとする。

　　1）埼玉県内の医療機関に勤務する医師、看護師、輸血管理部門の実務担当者等

　　2）埼玉県合同輸血療法委員会世話人

　　3）同代表世話人が指名する者

　　4）日本赤十字社埼玉県血液センターの職員

　　5）本小委員長が指名する者

開催・運営
　　1）随時開催することができる。電子メールを使用した会合も行うことができる。

　　2）事務、諸費用などは埼玉県合同輸血療法委員会で担う。

事業・検討事項
　　1）自己血輸血の推進

　　2）適正で安全な自己血輸血の実践と管理体制についての検討

　　3）自己血輸血関連技術に関する情報交換および調査

平成24年 3月 14日制定　
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Ⅹ．「埼玉県合同輸血療法委員会」自己血輸血小委員会役員 
    

… … … … （順不同　敬称略）

医 療 機 関 所　属 役　職 氏 　名

小委員長 埼玉医科大学国際医療センター 輸血・細胞移植部 教授 池淵　研二

委員 埼玉協同病院 臨床検査部 部長 村上　純子

〃 埼玉協同病院 看護部外科病棟 木村　秀実

〃 埼玉メディカルセンター 副院長 児玉　隆夫

〃 草加市立病院 泌尿器科 部長 鎌田　成芳

〃 松田母子クリニック 院長 松田　秀雄

〃 埼玉石心会病院 心臓血管外科 部長 木山　宏

〃 埼玉協同病院 C3 病棟（産婦人科） 清水　美奈

〃 埼玉医科大学国際医療センター A 棟 6 階病棟
（救命救急センター） 主任 小林　祥一

〃 埼玉メディカルセンター 統括診療部 主任臨床検査技師 久保居由紀子

〃 深谷赤十字病院 検査部 輸血・採血係長 野瀬　幸子

〃 戸田中央総合病院 臨床検査科 技師長 塚原　　晃

〃 埼玉協同病院 検査科輸血室 小林　真弓

〃 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 臨床検査科 細菌血清主任 菊池　智晶

… … … 平成 29年 4月 1日現在
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Ⅺ．「埼玉県合同輸血療法委員会」適正使用推進小委員会役員 
   

… … … … （順不同　敬称略）

医 療 機 関 所　属 役　職 氏 　名

小委員長 防衛医科大学校病院 内科 講師 佐藤　謙

委員 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科 教授 山口　敦司

〃 防衛医科大学校病院 輸血・血液浄化療法部 主任検査技師 坂口　武司

〃 戸田中央総合病院 臨床検査科 技師長 塚原　晃

〃 自治医科大学附属さいたま医療センター 臨床検査部 三ツ橋　美幸

〃 北里大学メディカルセンター 検査部 係長 佐藤　隆博

〃 埼玉県赤十字血液センター 事務部学術課 係長 田中　良

〃 関東甲信越ブロック血液センター 品質部品質保証課 品質保証一係長 小野寺　由美

〃 埼玉県赤十字血液センター 事務部供給課 係長 川口　ひろみ

… … … 平成 29年 4月 1日現在
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Ⅻ．資　　料
厚生労働省委託事業

「2016 年輸血業務・輸血製剤年間使用量に関する総合的調査（埼玉県分）」
－集計結果－

資料1
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