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Inspection ReportInspection ReportととInspectionInspectionの実際の実際



午前中のチェックリスト
点検と書類の確認

午後の病棟視察



秋田県合同委員会秋田県合同委員会によるによるI&AI&A

 秋田県合同輸血療法委員会では、各病院に
おける輸血療法委員会の設置や管理体制の
見直しなどの適正化を推進し一定の成果を
あげてきた。

 さらに充実することを目的に、「東北Ｉ＆Ａ
チェックリスト」による自施設の自己評価と合
同輸血療法委員会構成員（以下、視察員と言
う。）による点検により、改善すべき事項を協
議し、病院内における血液製剤の有効活用と
輸血による事故防止に役立てる。



秋田県輸血療法委員会合同会議秋田県輸血療法委員会合同会議
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実施方法実施方法

 点検を受ける病院は、事前に「Ｉ＆Ａチェックリ
スト」に基づき自己評価を行い、点検結果を
医務薬事課に送付する。

 視察員派遣の日程調整を行い視察日時を決
定する。

 点検を受ける病院の自己評価をもとに当該
病院の輸血療法委員会と視察員が合同で点
検を行い、改善すべき事項等を協議する。



点検結果の評価
Inspection  Report

 視察員は、点検結果について、改善すべき事

項等を、秋田県合同輸血療法委員会から、

点検を受けた病院の病院長、輸血療法委員

長に速やかに文書で助言する。



視察員（平成18年度予定者）

 秋田大学医学部附属病院 面川　進* （認定医）

 明和会中通総合病院 山内　史朗* （輸血認定技師）

 山本組合総合病院 村岡　利生* （輸血認定技師）

 雄勝中央病院 藤田　秀文* （輸血認定技師）

 秋田県赤十字血液センター 阿部　真*

 秋田県医務薬事課 藤村　高広

上記*５名は、日本輸血・細胞治療学会東北支部視察員受講者

 県内のI&A受諾施設から相互視察（若干名）
 Y総合病院（受諾済）

 N総合病院（受諾済）

 O中央病院（予定）



Ｉ＆Ａ視察スケジュール

 １０：３０~１２：００　書類等のチェック
 院内輸血マニュアル

 輸血管理台帳

 輸血副作用記録

 輸血療法委員会の開催状況の記録

 輸血の関係する診療録（３部くらい）

 ヒヤリハットの事例報告書などの関係書類

 １３：００~１５：００　院内視察
 病棟［内科系（できれば血液疾患）・外科系］

 手術室

 輸血管理部門

 検査室　など

 １５：００~１５：３０　査察員による打ち合わせ

 １５：３０~１６：００　視察結果報告・意見交換
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Inspection Report



A　管理体制　＜状況＞
 専門の輸血部はないが、臨床検査科内に輸血部門が
ほぼ独立してあり輸血関連業務全般を一括管理し、ほ
とんどの必須事項を満たしている。

 時間外体制は検査技師8名によるポケベル呼び出し
で、輸血専任によるバックアップ体制は十分である。

 院内には、輸血療法委員会が設置されており、輸血情
報の伝達、輸血手続きの整備などを行っている。しか
し、適正使用に関する議論が少なく、院内における輸
血療法の監査、指導にも関わっていない。

 インフォームド・コンセントがとられていることが輸血部
門で確認できない。



＜改善策＞
 　輸血の管理体制は時間外も含めおおむね問題無いと考える。

 　輸血療法委員会が設置されているが、輸血の適応、適正輸血
推進についての議論が少ないようである。個々の症例、各科別
の使用適正度に関し、集計されたデータを基に輸血療法委員
会で評価し検討する体制を構築することが望まれる。また、輸
血責任医師（輸血部門責任医師）を任命しておくことで、輸血に
関する問題発生時の対応が充分にできる管理体制をとってほし
い。

 　同意書があることが前提で動いており、医事会計でも同意書
の有無をチェックしていない。同意書を複写３枚綴りにし、医事
会計、または輸血部門でその有無を確認するか、輸血申込書
にその有無の記載を入れるかで、輸血実施時に輸血同意書が
確認できる体制を考えていただきたい。



総評

 輸血検査と製剤管理を一元的に行う輸血部門が整
備され、輸血業務、輸血の実際など、ほとんどの基
準を満たし全体としてよく管理運営されています。マ
ニュアルの整備も概ね問題ないと考えます。

 しかし、輸血療法委員会の適正使用に関する役割、
病棟での輸血時の患者確認、自己血輸血の採血と
自己血管理の問題は重要であり、早急に検討・改
善されることを望みます。その他、細部については
上述してあり、それぞれ検討していただきたい。

 今後とも、より適正で安全な輸血が実施されること
を期待します。



I&A受諾施設

 2002年
 市立秋田総合病院

 山本組合総合病院

 公立横手病院

 2003年
 大館市立総合病院

 秋田赤十字病院

 2006年（予定施設）
 Y総合病院
 O中央病院
 N総合病院



InspectionInspectionで改善指導した事項で改善指導した事項
ー管理体制ーー管理体制ー

一元的輸血管理体制、一元的輸血管理体制、2424時間輸血検査体制、時間輸血検査体制、
輸血療法委員会活動、インフォームド・コンセント輸血療法委員会活動、インフォームド・コンセント

A　管理体制
＜状況＞
専門の輸血部はないが、臨床検査科内に輸血検
査室としてほぼ独立し設置されており、輸血検査、製
剤管理など輸血関連業務全般を一括管理している。
時間外輸血業務（輸血検査及び製剤管理）は他の
緊急検査とともに1名体制で行われている。担当が
輸血専任技師とは限らないが充分な輸血業務トレー
ニングの後に対応している。ただし、輸血専任以外
が担当で、対応不可のときのバックアップ体制が明
文化されていない。
院内には、平成６年に輸血療法委員会が設置され
ている。随時開催とし、輸血の手続きについて検討
はしていた。しかし、平成９年から平成14年３月まで
の期間は、開催されていない。また、本年からは、輸
血療法委員会小委員会とし、委員7名での活動と
なった。輸血を実際行う診療科医師の参加がなく、
適正使用に関する議論も少ない。
　インフォームド・コンセントの際の説明書は準備さ
れている。インフォームド・コンセントがとられている
ことが輸血部門で確認できない。

＜改善策＞
　一元的に、輸血業務を行っており、ほぼ必須事項を満
たしている。しかし、時間外、輸血担当者以外の担当時
のバックアップ体制は不十分で、緊急時でも適切に連絡
が取れる体制にしていただきたい。
　輸血療法委員会が設置されているが、実質的にほとん
ど機能しておらず、問題が大きい。輸血療法委員会の役
割として、院内の輸血の手順、システム作りに加えて、院
内輸血療法監査が重要である。輸血の適応、適正輸血
推進についての議論を行っていただきたい。つまり、個々
の症例、各科別の使用適正度に関し、集計されたデータ
を基に輸血療法委員会で評価し検討する体制を構築す
ることが望まれる。そのためには、７名の委員では少な
く、輸血を実際行う機会が多い外科等診療科医師の参
加が必要である。後述するような、院内輸血マニュアル
作成や、輸血に関する院内取り決め事項の決定などにも
輸血療法委員会の役割は大きく重要であるので、その整
備を早急に行っていただきたい。
　同意書があることが前提で動いており、医事会計でも
同意書の有無をチェックしていない。同意書を複写３枚綴
りにし、輸血部門その後医事会計でその有無を確認する
か、輸血申込書にその有無の記載を入れるかで、輸血
実施時に輸血部門で輸血同意書が確認できる体制を考
えていただきたい。


