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2. チェックリスト項目別 
 

項目 状況 改善案 
A  基本理念   

 
B  輸血管理体制 と 
      輸血部門 
 B1.000 輸血管理体制 
 B2.000 輸血療法委員会 
（または同様の機能を有す
る委員会） 
 B3.000 輸血部門 
B4.000 院内監査、 
      記録の保管  
B5.000 同意書・イン 
       フォームドコン 
               セント 

 輸血療法委員会は５回開催で、
平成 18 年度で６回目の開催と
なる。 

 輸血療法委員会の議事録が整備
されている。 

 遡及調査依頼は、輸血部門から
臨床医に連絡し、患者さんの感
染症検査を依頼するが、手順化
された内容はない。 

 輸血療法委員会の規約はある
が、輸血部門で提示できず、総
務部門にあるとの回答であっ
た。 

 輸血療法委員会の構成員は、医
局は麻酔科、心臓外科他５名。
薬剤部から２名。看護婦長他検
査部を含め５名の構成である。 

 輸血療法委員会で決定した事項
の伝達方法は、議事録と資料を
いっしょに回覧する方法で、内
容の周知については、医局は科
長会議、病棟は看護師長会議で
周知している。議事録は院内の
管理会議で承認されている。 

 輸血管理は、検査課内で一元化。
アルブミンの管理も実施してい
る。 

 輸血部門での業務として、事故
防止対策と副作用の予防対策は
マニュアル化されていない。 

 副作用の発生時の対策はとられ
ているが、情報提供として、ニ
ュース発行、事例報告等が必要
である。輸血療法委員会の議題
として、副作用の情報提供がさ
れていない。TRALI 等は療法委
員会で情報提供している。 

 医療安全管理委員会と療法委員
会との情報交換はされている
か。薬剤長が共通の委員であり、
輸血に関するインシデントレポ
ートの情報交換は、医療安全室
から情報提供がされている。輸
血療法委員会では、ヒヤリハッ

重要事項は満たされている。 
輸血療法委員会の規定を輸血部門
で整備する必要がある。 
遡及調査依頼は、手順化する必要が
ある。 
輸血部門の専任医師は、輸血学会認
定医が望ましい。同様に、輸血検査
部門の技師代表は認定輸血検査技
師が望ましい。 
輸血療法委員会で決定した事項や、
副作用発生状況等の院内ニュース
を発行するなどの、院内への周知方
法を工夫する必要がある。輸血療法
委員会でもインシデント情報の情
報交換が必要で、さらなる医療安全
管理委員会との連携を望む。輸血事
故防止の観点からも、情報のダブり
は無駄ではないと考える。 
 
輸血部門での業務として、事故防止
対策と副作用の予防対策を早急に
マニュアル化する必要がある。 
同意書の取得状況は複写の保管あ
るいはそれに替わる方法で輸血部
門でも確認できることが必要であ
る。また、不足している同意書の説
明内容は補足する必要がある。 
同意書の取得間隔については院内
全体で取り決めておくことが望ま
れる。 
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B  輸血管理体制 と 
      輸血部門 
 B1.000 輸血管理体制 
 B2.000 輸血療法委員会 
（または同様の機能を有す
る委員会） 
 B3.000 輸血部門 
B4.000 院内監査、 
      記録の保管  
B5.000 同意書・イン 
       フォームドコン 
               セント 

 輸血療法委員会は５回開催で、
平成 18 年度で６回目の開催と
なる。 

 輸血療法委員会の議事録が整備
されている。 

 遡及調査依頼は、輸血部門から
臨床医に連絡し、患者さんの感
染症検査を依頼するが、手順化
された内容はない。 

 輸血療法委員会の規約はある
が、輸血部門で提示できず、総
務部門にあるとの回答であっ
た。 

 輸血療法委員会の構成員は、医
局は麻酔科、心臓外科他５名。
薬剤部から２名。看護婦長他検
査部を含め５名の構成である。 

 輸血療法委員会で決定した事項
の伝達方法は、議事録と資料を
いっしょに回覧する方法で、内
容の周知については、医局は科
長会議、病棟は看護師長会議で
周知している。議事録は院内の
管理会議で承認されている。 

 輸血管理は、検査課内で一元化。
アルブミンの管理も実施してい
る。 

 輸血部門での業務として、事故
防止対策と副作用の予防対策は
マニュアル化されていない。 

 副作用の発生時の対策はとられ
ているが、情報提供として、ニ
ュース発行、事例報告等が必要
である。輸血療法委員会の議題
として、副作用の情報提供がさ
れていない。TRALI 等は療法委
員会で情報提供している。 

 医療安全管理委員会と療法委員
会との情報交換はされている
か。薬剤長が共通の委員であり、
輸血に関するインシデントレポ
ートの情報交換は、医療安全室
から情報提供がされている。輸
血療法委員会では、ヒヤリハッ
ト情報の情報交換がされていな
い。 

 輸血療法委員会での適正使用の
監査はしていない。 

 療法委員会開催時は、血液セン
ターの学術担当等のオブザーバ
ー参加を招請していない。 

 輸血の同意書が輸血部門で保管
されていない。輸血の同意がさ
れていることを輸血部門で把握
されていない。 

 輸血前検体を３年は保管してい
る。 

重要事項は満たされている。 
輸血療法委員会の規定を輸血部門
で整備する必要がある。 
遡及調査依頼は、手順化する必要が
ある。 
輸血部門の専任医師は、輸血学会認
定医が望ましい。同様に、輸血検査
部門の技師代表は認定輸血検査技
師が望ましい。 
輸血療法委員会で決定した事項や、
副作用発生状況等の院内ニュース
を発行するなどの、院内への周知方
法を工夫する必要がある。輸血療法
委員会でもインシデント情報の情
報交換が必要で、さらなる医療安全
管理委員会との連携を望む。輸血事
故防止の観点からも、情報のダブり
は無駄ではないと考える。 
 
輸血部門での業務として、事故防止
対策と副作用の予防対策を早急に
マニュアル化する必要がある。 
同意書の取得状況は複写の保管あ
るいはそれに替わる方法で輸血部
門でも確認できることが必要であ
る。また、不足している同意書の説
明内容は補足する必要がある。 
同意書の取得間隔については院内
全体で取り決めておくことが望ま
れる。 
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E  輸血用血液の在庫・     
             返品管理        
 E1.000 製剤管理 
 
 E2.000 返品等の 
             取り扱い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E3.000 記録類の保管 

 血型別に、赤血球濃厚液は A６ 
O６ B４ AB２の院内備蓄を有
している。 

 使用しなかった場合は転用し、
返品された血液は他患者に転用
している。 

 病棟できちんと保管されていた
ことを前提に現状では転用可と
している。各病棟に血液専用の
保冷庫を設置しているが、撤去
する方向で検討している。 

 病棟に設置された保冷庫は、輸
血部門で月１回、点検を実施し
ている。 

 血液の搬送者は、看護師が搬送
する。 

 病棟で保管することは少ない。
当日使用分のみである。輸血部
門で朝、連絡し、３日が期限と
している。 

 輸血部門から病棟へ出庫し、手
術場にもっていく。患者と血液
の動線がが同じ。血液の払い出
しのフローはない。 

 院内の血液は、輸血部門で管理
されている。アルブミンは管理
しているが、アルブミン以外の
血漿製剤は薬剤部の管理となっ
ている。 

 輸血伝票の管理は、建築後 16 年
であるが、それ以前は管理され
ていない。20 年が確認できるも
のがあればよいが。今後、保存
するとの回答。 

 輸血部門で手術時の術式に関す
る情報を入手していない。 

 輸血の使用場所が不明な場合が
あり、病棟と外来での輸血の区
別が明確ではない場合もある。 

 １回の払い出し量は、当日分の
みである。最大で、病棟の場合
は２から４単位としている。 

 保管条件によるが、返品を受け
付けている。 

 在庫管理は 24 時間体制で輸血
部門にて一括して行われてい
る。 

 

重要事項は満たされている。 
輸血部門から出庫された製剤の返
品を認めているが、保管管理の面か
らの転用不可とするべきである。 
従来の血液の流れにとらわれてお
り、手術場に出庫するほうが管理面
で安全性が高いと考慮され、再検討
が必要である。 
MSBOS等でのデータの活用するな
ど、適正使用にむけて、術式を情報
として入手する方向がよい。 

F  輸血用血液の受け 
             払い管理 

 輸血用血液の申し込みはコンピ
ュータシステムを利用していな

重要事項は満たされている。 
輸血の使用場所を明確にし、払い出
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 F1.000 輸血用血液の 
                 発注                 
  
 
 
 F2.000 輸血用血液の 
                 搬出  
 
 
 
 
 
 
 
 
 F3.000 搬出後の血液の 
             取り扱い   

い。現在、輸血がオーダリング
対象となっていないことによ
る。 

 輸血時の使用場所の管理ができ
ない状況もある。 

 輸血の使用場所が不明なことか
ら、病棟と外来での輸血の区別
が明確ではない。 

 交差試験用検体には、採血者名
の記載がない。 

 １回の払い出し量は、当日分の
みである。最大で、病棟の場合
は２から４単位としている。 

 保管条件によるが、返品を受け
付けている。 

 

される必要がある。現状では、外来
で使用するのか、病棟なのか不明で
あることから、改善が必要。 
交差試験用検体には、採血者の氏名
もしくはサイン等が必要である。 
輸血部門から出庫した製剤は、原則
として再利用（転用）してはならな
い。輸血療法委員会で転用可否を規
定すること。 

G  適合検査 
 G1.000 目的 
 G2.000 検査室・採血室 
               の整備 
 
 
 G3.000 検査用試薬の 
             精度管理 
 
 
 
 
 
 
 G4.000 機器の精度管理 
 
 
 
 
 
 
 
 G5.000 血液型検査、 
        不規則抗体スク 
            リーニング 
 
 
 
 
 
 
 
 

 抗原陰性の確認はしていない。 
 血型はオートビューで実施、確

認の意味でダブルチェックの意
味で、血液型を確認している。 

 精度管理はおこなわれており、
記録もあるが、精度管理実施者
のサインがない。 

 恒温装置は、機器の表示温度と
は別の温度計で確認していな
い。 

 検査室に整備するべき、チュー
ブシーラーがない。 

 血液による汚染時の対応が迅速
に行えるよう、消毒用の備品を
整備していない。 

 輸血検査の緊急度に応じたマニ
ュアルはないが、緊急時対応マ
ニュアルは整備されている。 

 輸血療法委員会で O型を積極的
にしようする意向はない。緊急
時の輸血マニュアルが必要。検
査法のみではなく、療法委員会
や院内でのマニュアルが整備さ
れているべき。緊急時には、O
型をしようするなどの記載が必
要。緊急転院時も血型を確認す
ること。 

 血液の廃棄量は、療法委員会で
報告している。昨年の６月から
T&S を実施し、廃棄量削減で効
果的であった。 

 輸血部門の作業量が多くなっ
た。診療科により、手術時は、

重要事項は満たされている。 
自家製血球試薬について調整と精
度管理のマニュアルが必要である。
用手法検査の精度管理を行う必要
がある。精度管理マニュアルに試薬
の有効期限を確認することを記載
し改訂する必要がある。 
恒温槽は使用時ごとに水を捨てて
いるとのことであるが、FFP 解凍用
と検査用は分ける必要がある。また
温度管理を行う必要がある。 
ただし検査結果の報告までの行程
に手作業が多く、ミスを防止する対
策は取られているが改良が望まれ
る。 
不規則抗体検査の結果報告をより
判りやすくすることが望まれる。 
臨床的意義のある不規則抗体保有
患者には情報を提供することが望
まれる。 
マニュアルの改訂が必要である。マ
ニュアルの改訂時には、改訂番号を
付す等の版の管理をすること。 
精度管理等の記録用紙には、実施者
のサインもしくは押印をし、実施者
を明確にしておくこと。 
手術時の血液オーダーは、６単位が
多いとのことだが、適正使用の観点
からは、患者固有の背景を考慮した
SBOE の導入が望ましい。また、主
治医毎術式毎の準備量と使用量か
ら、MSBOS を導入するのが望まし
い。Ｔ＆Ｓ実施にもかかわらず、血
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 G6.000 交差適合試験 
 
 
 
 
 
 G7.000 緊急時検査 
 G8.000 大量輸血時の 
               適合血 
 G9.000 乳児の検査 
 
 
 
 
 G10.000 手術時の  
           血液準備量 
 
 
 
 
 G11.000 夜間，休日の 
  （輸血検査管理）対応  

10 単位をもっていく場合があ
る。手術時は、通常６単位のオ
ーダーが多い。 

 術式毎の C/T 比を把握するに
は。時間外の選択基準を口頭で、
日当直は輸血部門に顔をだして
連絡事項等を周知している。 

 期限や在庫数、病棟（消化器）
への持ち出し血の把握など。 

 検査スペースは十分であり、整
理して業務が行われている。24
時間同一場所で検査は行われて
いる。 

 オートビューの試薬・機器管理
は定期的に行われている。 

 検査機器の精度管理は適切に行
われている。 

 検査はマニュアルに沿って適切
に行われている。 

 T&S は導入されているが、
MSBOS、SOBE は設定されてい
ない。 

 マニュアルが整備されている。 
 問題発生時のバックアップ体制

がとられている。夜間であって
も、輸血部門の技師に連絡がと
れるように、連絡網が整備され
ている。 

 

液を準備、交差していることから、
Ｔ＆Ｓの実施方法等について、再
度、検討してみること。 

H  輸血実施 
 H1.000 輸血用血液 
             使用準備 
 
 
 
 
 
 
 H2.000 実施手順書 
 
 H3.000 輸血前の管理 
 
 
 H4.000 輸血中の管理 
 H5.000 輸血終了後の 
                 管理 

 輸血実施時の手順はマニュアル
化されているが、輸血療法委員
会で認知した院内の適正使用規
準は整備されていない。その結
果、高単位製剤の使用の促進が
十分とは言えない。赤血球製剤
での 200mL 採血由来の製剤が
多数を占めている。 

 病棟での手順。副作用がない場
合は、記載なし。５分、１５分
はベッドサイドで。院内での統
一は最近統一した。 

 院内の輸血マニュアルを作成
中。輸血前の血圧、体温等の記
録が必要。 

 副作用発生時は、コメント欄に
記載してくれる。 

 院内に指針を配布、病棟にも配
布しており、周知されている。
医師全員、医局、病棟に配布さ
れていた。 

重要事項は満たされている。 
血液センターに配慮してのことと
説明があったが、患者本位の輸血を
考慮し、高単位製剤の準備と使用促
進に努める必要がある。 
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 副作用は、軽微なものは報告さ
れていない。蕁麻疹等は報告し
ない。血小板を使用し副作用あ
りの患者は、報告し原因究明し
ている。 

 副作用の管理がされている。輸
血後の感染症の検査は輸血療法
委員会で検討していただきた
い。被害者救済の問題も。使用
後もバッグも。 

 副作用防止のために、高単位製
剤の使用を進めたい。奇数のオ
ーダーはたまにある。患者優先
の高単位使用を。 

 輸血の根拠に関する診療録への
記載がされている。 

 看護部で作成された実施手順書
がある。 

 
I  副作用の管理・対策 
 I1.000 副作用の 
           管理・対策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I2.000 輸血過誤防止、 
           再発予防策 
 
 
 I3.000 副作用モニター 
 
 
 
 I4.000 副作用予防対策 

 重篤な副作用発生時の対処マニ
ュアルは整備されていなかった
が、現在、作成中とのこと。 

 人為的過誤による事故発生時の
対応は、安全推進室との連携で
行われているが、輸血に関連ん
するインシデント事例等は、輸
血療法委員会での議題とされて
いなかった。 

 遅発性溶血性副作用に対するモ
ニタリングが不足している。 

 輸血後の感染症検査の一部が実
施されていない。 

 血液センターからの輸血後遡及
調査への対応方法が文書化され
ていない。 

 副作用発生時の報告義務と救済
制度について、文書化されてい
ない。 

 

重要事項は一部、満たされていな
い。 
検体保管の期間を設定し、実施すべ
きである。 
輸血部門が中心となり、副作用の管
理をするべきである。 
副作用モニターの時期、検査項目な
どを決定しておく必要がある 
 

J  自己血輸血 
 J1.000 理念 
 
 
 J2.000 採血前準備 
 
 
 
 
 
 

 自己血の採血は看護婦、採血場
所はそれぞれ、外来や病棟。院
内での緊急採血のキットで。麻
酔科外来の一角の準備。採血す
る場所にもってゆく体制であ
る。 

 自己血の分離・調製はやってい
ない。 

 消毒法は古いマニュアルで実施
されていた。チューブに凝固も
若干みられるとのこと。 

重要事項は満たされている。 
厚生省のガイドラインに基づき院
内で統一したマニュアルを作成し、
マニュアルに従って準備、採血、保
管が行われることが必要である。ま
たその際に輸血療法委員会が主体
的にかかわる必要がある。また伝票
も自己血輸血マニュアルに準じた
内容構成で整備すべきである。 
輸血療法委員会で方法を決定文書
化し、周知させることが必要であ
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 輸血検査室内での業務については、担当者の努力によりマニュアルも整備されており、検査や血

液の保管管理は概ね問題なく行われていた。輸血専任ではない日当直担当技師へのバックアップ体

制も十分機能しており、配慮が感じられた。 
 アルブミン製剤を含め、一元管理を行っており、輸血管理料１を取得している県内唯一の施設で

ある。但し、同意書が輸血部門で管理されていないこと、自己血を含めて院内全体に対する輸血部

門・輸血療法委員会の関与が不足していると感じた。また、医療安全との連携不足や、異常時の対

応の不足等があげることができる。 
 業務面では、院内の在庫血の量は適正と考えるが、病棟での保管時間が長いこと、検査部門の保

冷庫は、試薬用のショーケースであり、血液専用とするべきなど、詳細な部分では改善点が残って

いる。輸血申し込み伝票には、術式情報がなかった。さらなる適正使用のために、MSBOS 等のデ
ータを作成するベースとして、術式と使用量の管理は必要である。また、時間外の交差試験の記録

が無いことから、交差試験実施記録として残す必要がある。T&Sは直前の抗体スクリーニングで有
効とするべきと考える。T&S で３から４単位との記載がある。T&S は原則として、血液の準備は
不要と考える。最低の在庫量の把握が必要と考える。『よきせぬ出血のために、準備する。』では

T&Sの主旨が異なるのではないだろうか。交差試験と T&Sに対する再考が必要と感じた。 
 
 しかし、病院全体の輸血療法については輸血療法委員会あるいは輸血部門の積極的な働きかけに

より、さらに改善がなされると期待される。よりよい輸血療法のために、以下の改善点を挙げる。 

J  自己血輸血 
 J1.000 理念 
 
 
 J2.000 採血前準備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J3.000 採血 
 
 
 J4.000 保管管理 
 
 
 J5.000 実施と記録 

 自己血の採血は看護婦、採血場
所はそれぞれ、外来や病棟。院
内での緊急採血のキットで。麻
酔科外来の一角の準備。採血す
る場所にもってゆく体制であ
る。 

 自己血の分離・調製はやってい
ない。 

 消毒法は古いマニュアルで実施
されていた。チューブに凝固も
若干みられるとのこと。 

 自己血採血計画の輸血部門で把
握がされていない。 

 自己血と本体との照合、管理を
もう少しやってほしい。本体か
らはじめよう。 

 採血時の消毒は部署による。採
血時の血圧や採血量の記録も実
施部署による。 

 婦人科は医師が採血する。その
他の部門では、看護婦が採血す
る場合がある。 

 

重要事項は満たされている。 
厚生省のガイドラインに基づき院
内で統一したマニュアルを作成し、
マニュアルに従って準備、採血、保
管が行われることが必要である。ま
たその際に輸血療法委員会が主体
的にかかわる必要がある。また伝票
も自己血輸血マニュアルに準じた
内容構成で整備すべきである。 
輸血療法委員会で方法を決定文書
化し、周知させることが必要であ
る。 
自己血であっても、最低、ABO の
確認が必要。輸血オーダー時に患者
取り違えの予防で。輸血療法委員会
で規定するべき。 
自己血採血のマニュアルを作成し、
消毒法等の院内統一が望ましい。 
 

K  院内同種血採血 
 K1.000 院内血の管理 
 K2.000 受血者及び 
      供血者の安全確保 
 K3.000 採血 

 平成 17 年の 11 月 12 日に１回
のみ。心臓外科、B 型 Rh 陰性
で、血液確保に、マスコミで対
応した事例。 

 異型適合である解凍赤血球 O型
を使用した経験がある。 

 外傷が多いので、マニュアルは
整備されてある。 

 緊急時は連携が重要。 
 

重要事項は満たされている。 
輸血療法委員会として、院内採血は
原則しないことを明確に打ち出す
ことが必要と考える。 
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3. 改善すべき事項の要約 
 
１． 輸血療法委員会は、予定している輸血療法に関する監査委員会を設立し、院内監査を実

際に行う必要がある。 

２． 輸血に関する説明・同意書、自己血輸血の説明・同意書の不足している記載事項を追加
することが必要である。また同意書の取得状況について、写しを保管するなどにより、

輸血部門が把握できることが必要である。 

３． 検査機器の定期点検は計画的に実施することが必要である。特に、保管機器の警報装置
の確認は必須である。 

４． 血液保存庫のメーカーによる定期点検と関連部署も含めた異常時対応マニュアルは必
要である。 

５． 輸血用血液依頼書、T&S 依頼書の必須記載事項を追加することが必要である。特に、適
正輸血を実施する上で、術式による準備状況の把握は必要であり、現在、設定されてい

ない MSBOS や SBOE の導入が重要である。 

６． 交差適合試験用検体に採血者名を記載することは必要である。 
７． 自家製試薬、用手法試薬の精度管理マニュアルを作成し、実施する必要がある。 
８． 手術時の準備量について、T＆S の再設定と過剰申し込みから生じる廃棄血を減じる方策

が必要である。 

９． 輸血に関するインシデントアクシデントは、安全推進室と連携をとりながら、輸血部門
でも事例の検討をする必要がある。事例に対する改善案は、輸血療法委員会で承認され

実施すること。 

１０． 遅発性溶血性副作用が発生しても、認知できる体制にないことから、遅発性輸血副作用、
輸血後感染症のモニター体制を作ることが望まれる。 

１１． 自己血輸血に関して輸血療法委員会あるいは輸血部門は指導的立場に立ち、院内で統一
したマニュアルを作成し、その内容に沿って採血を行うことが必要である。 

１２． 輸血部門から払い出された製剤の転用について、院内ルールを作成することが望まれる。 
１３． 輸血部門の業務で手作業が多いことは誤りが生じやすいため、コンピューターシステム

の導入が望まれる。検査機器そのものは双方向通信可能であり、製剤管理も行えること

からその特性を生かすことで更に省力化を図ることができ、病院全体の輸血療法の改善

に寄与する余裕ができる。輸血のオーダリングについて検討すること。 
 以上  
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秋田県合同輸血療法委員会 

インスペクション報告書 
 

報告日： 平成１９年４月３０日 

 

視察委員長 面川  進（秋田大学輸血部） 

視 察 員 村岡 利生（山本組合総合病院） 

金田 深樹（市立秋田総合病院） 

  藤田 秀文（雄勝中央病院） 

   木内 優子（由利組合総合病院） 

   阿部  真（秋田県赤十字血液センター） 

   寺田  亨（秋田県赤十字血液センター） 

   藤村 高広（秋田県健康福祉部医務薬事課） 

 

施  設：  N 総合病院  

視察日時： 平成 19 年 2 月 28 日 10:00-16:00 

 

1. 概要 
 

11. 診療内容 
医療法人○○会は、N総合病院の他、220床のリハビリ専門病院、5ケ所の訪問看護ステーション、2

ケ所の健診施設などを有し、予防から治療、リハビリ、在宅医療まで、包括的な医療を追及している

○○市の中心部に位置する地域での中核となる総合病院である。2006年には、年間約2700件の手

術を行っている。 

 

病床数一般 536 床  

   心臓血管外科、脳神経外科を含む 23 診療科目  

但し、血液内科は標榜していない。 

救急告示病院指定病院 

 

12. 輸血量 
年間使用量 

赤血球製剤    4341 単位 

血漿製剤     1523 単位 

血小板製剤    7595 単位 

アルブミン   24686 g 

 

13. 輸血部門 
検査科内に設置、独立した部門ではない。 

４名の臨床検査技師が担当（兼任４名 内 1 名は認定輸血技師） 

輸血責任医師は輸血療法委員長（輸血認定医・小児科）である。 

 


