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１ 研究目的 

 平成 18 年度より始まった厚労省による「血液製剤適正化方策調査研究事業」

に参加し、今年で３年目となった。この事業を機会に設立された青森県合同輸

血療法委員会活動を中心として、青森県内医療機関における「適正で安全な輸

血療法実現のための協力体制の構築」を目的として本年度も活動を行うことと

した。 

 例年行っている県内の主な医療機関に対するアンケート調査を中心に活動を

計画した。これまでの調査で明らかとなった問題点がどの程度改善されたのか、

新たな問題点はないのかについて注目した。 一方、昨年より開始した看護師

に対するアンケート調査を今年度は対象範囲を拡大して行うこととした。また、

これまでは県都青森市で開催していた合同輸血療法委員会講演会を、世話人が

医療圏の中核病院に出かけて行き開催し、適正な輸血に関する啓蒙に役立てる

ことを計画して効果を検証することとした。また、今年度新たに日本輸血・細

胞治療学会Ｉ＆Ａ受審予定施設があったので、その施設の取り組みを他施設に

紹介することも企画した。 

 過去２年間の活動と今年度の活動により、県内医療機関における適正で安全

な輸血療法がどのように進展しているかを検討することとした。 

 

２． 研究方法 

（1） 合同輸血療法委員会の設立と会議の開催 

青森県合同輸血療法委員会（以下、合同委員会）を、平成18年7月に組織

し、本年も引き続き活動を行った。合同委員会は、輸血療法の適正化・安

全性確立を目的とし、血液製剤を使用する医療施設（二次医療圏ごとの代

表的施設・9施設）、青森県赤十字血液センター、青森県健康福祉部で構成

される。 
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今年度は合同委員会会議を平成20年12月6日に開催し、広く県内の医療機

関担当者に出席頂き、輸血療法における闊達な意見交換を行った。 

 

 (2) アンケート調査 

青森県主催青森県輸血療法委員会合同会議のアンケート調査を当合同委

員会が主体となり企画し、例年と同様のアンケート（「輸血療法管理体制

」、「血液製剤使用量調査」、「副作用調査体制」、「血液使用量・廃棄

血液量などの使用状況調査」、「輸血業務に関わる看護師を対象としたア

ンケート調査」）を行った。 

詳細は以下の企画である。 

① 平成20年度輸血前後感染症検査項目ならびに輸血前検体保管 

平成19年度血液製剤100本以上の供給実績のあった医療機関を対象に、 

交差試験及び輸血前後の感染症検査・検体保管に関しての調査を行い、 

19年度に行ったアンケート調査と比較検討した。 

②  輸血業務に関わる看護師へのアンケート調査の解析 

昨年度看護師を対象に、輸血に関する意識や知識、輸血業務に関する不安

・疑問・要望等についてのアンケート調査を施行したことで、安全な輸血療  

法を行うことに対する啓発効果が高いことが示された。本年度のアンケート

調査は、青森県内地区拠点病院のうちI&A認証施設である青森県立中央病院、

黒石市国民健康保険黒石病院の２施設と、血液製剤使用量が県下で最大であ

る弘前大学医学部附属病院の計３病院の他、新たに県内の中核病院４施設（

八戸市立市民病院、十和田市立中央病院、むつ総合病院、五所川原市立西北

中央病院）を加え対象施設を拡大して実施した。テーマは、“～地区拠点病

院の輸血環境を比較することにより、みえてくるもの～”である。 
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(3) 輸血適正化へむけての研究  

① 輸血療法委員会設置率・I&A受審率の向上に向けて 

合同輸血療法委員会参加施設における輸血療法委員会設置率は100％

である。平成19年までに、青森県立中央病院と黒石市国保黒石病院が日

本輸血・細胞治療学会によるI&A認証を取得している。さらに、本年度は

八戸市立市民病院がI&Aを受審した。講演会等にて、八戸市立市民病院の

認証取得に向けた取り組みを紹介することで、更なる普及に努めた。 

② 施設ごとの適正かつ安全な輸血療法の構築に向けて 

以前、血液製剤搬入時の搬入者、受取者、外観チェックの項目が不十

分であったので赤十字血液センターと協力し、昨年度末に血液製剤の納

品書の体裁に搬入者の記入欄を設けることとした。本年度その効果につ

いて、病院内での対応の変化等を血液センター職員や病院窓口担当者に

聴取することにより検証した。 

 

③ 病診連携の可能性 

合同委員会は例年青森市で開催されてきたが、今年度は青森市以外の

本委員会所属施設で開催し、地域におけるより適正な輸血医療について

啓発を行うこととした。具体的には、二次医療圏の中核病院である五所

川原市立西北中央病院において合同委員会の委員が出張講演を行う。委

員会からはI&A等の施設認証、輸血療法の現状について、また西北中央病

院からは院内の輸血療法の現状を報告する。 

④ 不規則抗体報告書・携帯カードについて 

    不規則抗体は、時日の経過に伴ってその力価の低下が認められ、次回

の不規則抗体検査で検出できないことがある。したがって、溶血性副作
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用防止の観点から、臨床的に意義のある不規則抗体が検出された場合は、

昨年度より「抗体名の記載された携帯型カード」を患者に説明後、携帯さ

せる取り組みを県内数施設で実施している。実際に、このカードを携帯さ

せたことにより、転院先の施設において輸血副作用を回避できた事例が

あり、このことを講演会・合同員会会議において報告する。 

⑤ 輸血管理料について 

合同委員会では、合同委員会参加全施設で輸血管理料取得を目指して

いる。昨年度は参加各施設で、どのような点が問題となっているかの調

査報告を行った。本年度は、委員会主催講演会にて、合同委員会所属施

設である八戸市立市民病院の専任技師を演者とし、輸血管理料を取得す

るために、どのように院内体制を整備したかについて報告講演を行う。 

⑥ 血漿分画製剤（アルブミン・グロブリン）使用量調査・適正使用への 

啓発 

青森県におけるアルブミン、グロブリンの使用量は全国的に見て平均

的な位置にある。しかし、輸血管理料取得を目指す医療機関の中には、

アルブミンの適正使用が進まない為に取得できない医療機関もある。本

年は合同委員会においてアンケート調査を行い、病院機能別の適正使用

量と比較することにより適正使用への啓発を行う。 

 

(4)  医療関係者における情報の共有について 

本県では合同委員会に参加できない施設に対して、また、輸血に関する新

しい情報が厚生労働省から公表された場合、各委員に速やかに情報を周知す

るためにメーリングリストを活用している。本年度は更に有効活用できるよ

う方策を講じる。
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３．研究結果 

（１） 合同輸血療法委員会 

 青森県合同輸血療法委員会は、県内の主要医療機関を対象として、輸血療

法をより適正で安全なものにすることで、地域の輸血医療を底上げすること

を目的とし、平成18年７月18日に設置された。 

本年度も同様に県内二次医療圏ごとに中核となる医療機関(病院)を選択し、

青森県合同輸血療法委員会を継続活動した。 

  1）参加施設  

医療機関： 

     青森県立中央病院、青森市民病院、弘前大学医学部附属病院、 

     黒石市国保黒石病院、八戸市立市民病院、八戸赤十字病院、 

五所川原市立西北中央病院、十和田市立中央病院、むつ総合病院 

    事務局： 

        青森県赤十字血液センター 

    行政担当： 

     青森県健康福祉部医療薬務課 

 

  2）委員会設置要綱  

委員会設置要綱は、平成１８年７月１８日から施行し本年度も継続し

ている。（資料．１参照） 

 

  3）世話人会の設置 

    委員会設置要綱に基づき、世話人会を立ち上げ、活動を開始した。 

   世話人名簿は別紙に記載した（資料．２参照）。本年度は、世話人会を

３回開催し、要綱に基づいた活動を行った。 
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（２） アンケート調査 

計画に従い、青森県主催青森県輸血療法委員会合同会議のアンケート調査を

当合同委員会が主体となり企画・実施した。 

実施したアンケートは、以下の項目である。 

① 輸血に関する病院の体制及び血液製剤の使用状況に関するアンケート調査 

② 青森県内における血液製剤の使用状況に関するアンケート調査 

③ 青森県内における適正使用調査：病院機能別平均的使用量との比較 

④ 輸血管理料に関するアンケート調査 

⑤ 血清保管と輸血前・後感染症検査体制に関するアンケート調査 

⑥ 青森県内における貯血式自己血輸血に関するアンケート調査 

⑦ 輸血業務に関わる看護師へのアンケート調査 

本調査の内容の詳細は、資料３を参照されたい。 
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(3) 輸血適正化への研究  

ａ） I&A受審率の向上に向けて 

医療機関の状況に応じた適正な輸血管理体制の評価を行う上で、日本輸

血・細胞治療学会I&Aプログラムによる施設査察の受審が最も効果的である。

昨年度、八戸市立市民病院がI&A施設査察を受審し、平成21年4月から認証施

設となった。 

東北地区には5施設の認証施設があるが、青森県では青森県立中央病院、黒

石市立国保黒石病院に続き3病院目となり、過半数が青森県にあることとなっ

た。（資料４参照） 

八戸市立市民病院のI&A施設認定までの道のり 

 平成19年11月 2日 I&A点検・視察 

 平成19年12月19日 点検・視察及び評価報告    

 平成20年 2月22日 改善実施報告書を提出 

 平成20年 7月23日 再視察 

 平成21年 1月 9日 認定通知 

 平成21年 4月１日 ５年間の認証施設開始 

 

ｂ） 施設ごとの適正かつ安全な輸血療法の構築に向けて 

以前当委員会で行ったI&Aチェックリストによる自己評価により、血液

製剤搬入時の搬入者、受取者、外観チェックの項目が不十分である施設

が多かったことが判明し、昨年度の研究にて報告した。この提言を受け、

青森県赤十字血液センターでは、納品者のサイン記載欄を追加した新し

い血液製剤の納品伝票を平成20年度3月より導入した。本年度その効果に

ついて、病院内での対応の変化等を血液センター職員や病院窓口担当者
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に聴取し検討した結果、県内医療機関への納品時における納品者と医療機

関受領者との相互チェックについて、特に夜間の受取窓口にて、看護師立

ち合いが納品時に増えたことが明らかとなった。 

ｃ）病診連携の可能性 

合同委員会は例年青森市で行われてきたが、今年度は本委員会所属施設が

ある青森市以外の施設で開催し、各地域における適正な輸血医療について啓

発を行うこととした。具体的には、二次医療圏の中核病院である五所川原市

立西北中央病院において合同委員会の委員が出張講演を行った。委員会から

はI&A等の施設認証、輸血療法の現状について、また西北中央病院からは院内

の輸血療法の現状が報告された。 

周辺の医療機関からの参加者を合わせ出席者は110名強となり、活発な討論

が行われた。（資料５参照） 

 

ｄ） 不規則抗体報告書・携帯カードについて 

  輸血後に免疫感作され産生された不規則抗体は、輸血から時日の経過に伴

い力価の低下が認められ、次回の輸血前検査では見逃されることがある。 

溶血性輸血副作用防止観点から、一度不規則抗体が検出された場合には、

患者に情報を伝えるとともに「不規則抗体報告書」または「携帯カード」を

持たせることが望ましい。昨年度、弘前大学医学部附属病院、黒石市立国保

黒石病院、八戸市立市民病院が導入した。実際にこのカードを携帯させたこ

とにより、転院後の施設において輸血副作用を回避できた事例があり、この

ことを講演会で報告した。 

（資料６参照） 
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ｅ） 輸血管理料について 

合同委員会では、参加全施設で輸血管理料取得を目指している。昨年度合同

委員会にて、各施設でどのような点が問題となっているかの調査を行った。本

年度は、アンケート調査において「輸血管理料について」の項目を入れ、各施設

の取得状況、取得を目指している施設では何が障害となって取得できないでいる

のか等について調査した。 

その結果、管理料Ｉでは専任常勤医師、専従の常勤臨床検査技師、アルブミ

ン製剤の一元管理が、輸血管理料Ⅱでは常勤医師、専任の臨床検査技師、血液

製剤一元管理、輸血療法委員会活動、アルブミン／ＲＣＣ比率等の項目がクリ

アできず、管理料を取得できない実態が明らかとなった。 

この結果を踏まえ本委員会出張講演において、八戸市立市民病院の専任技師

からどのように院内体制を整備し管理料取得に至ったかを紹介してもらい、各

施設に啓蒙することとした。（資料３＊参照） 

＊：④ 輸血管理料に関するアンケート調査 
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 (4)  医療関係者における情報の共有について 

合同委員会に参加していない施設に対しても、その内容が十分に伝達され

るように、昨年度の合同委員会において独自のメーリングリストとホームペー

ジを作成・公開した。ホームページは、固定された情報の閲覧には利用価値が

高いが、更新には管理者への負担もあり情報伝達にタイムラグが生じやすく効

果があまり望めないことが明らかとなってきた。 

一方、メーリングリストは、情報の記録という点では充分ではないが、特

に血液センターからの輸血関連情報のタイムリーな提供、さらには疑問点に対

する質疑応答にも利用しやすく、医療現場に反映しやすいというメリットがあ

る。 

本年度は、メーリングリストにて、情報の並列化を図ることに努めた。 

この度、効果があった事例としては、厚生労働省よりの通知・通達、日本赤十

字社の輸血情報等のリーフレット配布予告、厚生労働省ホームページに掲載さ

れた情報をメーリングリストで的確に伝え、委員にタイムリーな情報提供を行

うことができた。 

今後はメーリングリストへの参加人数を増やすことで、輸血療法に関する情

報の輸血医療現場へのスムーズな伝達を具体化していきたい。 
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４ 総括 

青森県では平成 18 年度より継続して「適正で安全な輸血療法実現のための協

力体制の構築」を研究課題として取り組んできた。それ以前から行われていた

医療関係者・血液センター・行政の３者が一体となった青森県合同輸血療法委

員会活動が基礎となり、その上に本研究事業が加わり更に内容が充実してきた

と思われる。本研究事業を契機として設立された青森県合同輸血療法委員会を

中心として本年度も活動を行った。 

 研究事業の柱の一つがアンケート調査である。今年度も県内の主な医療機関

に対して、輸血管理体制、血液製剤使用量・廃棄量、副作用調査体制、検体保

管・輸血前後感染症検査、輸血管理料、貯血式自己血輸血、輸血業務における

看護師の現状等を内容としたアンケート調査を行った。 

 管理体制は検査部・輸血部管理が多くなり、２４時間体制で輸血検査を行う

施設が増加していたが、一元管理は５０％強で十分ではなかった。輸血療法委

員会は主な施設では年６回以上開催していたが、輸血の適応基準や適正使用に

関する議論が少なく、今後の課題として明らかとなった。血液製剤使用状況に

関しては例年と変わらなかった。廃棄率は RCC で 4.25%となり、ここ数年４％

前後で推移している。施設別にみると廃棄率の大きな施設もあり、今後はこの

ような施設に対する啓蒙・指導をどのように行うかが問題である。 

 アルブミン、グロブリン製剤を含めて病院機能別平均的使用量との比較を行

った。この指標による評価も年々各施設の輸血担当者に浸透しているように感

じられた。県内施設は全国調査に比べても、各製剤共に比較的適正に使用され

ていることが明らかである。 

 輸血管理料については昨年度に比べ管理料取得施設が３施設増加した。また

これから取得を目指している施設や、管理料ⅡからⅠを目指している施設につ
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いては、専任常勤医の配置・検査技師の常時配置やＦＦＰ，アルブミンの基準

値クリア等複数の基準を満たすことができない場合が多く、輸血部門関係者の

努力だけでは解決することが難しく、病院管理者の理解が必要な施設もみられ、

管理料取得の障害となっている。 

 輸血前検体保管については基幹病院ではしっかり行われていたが、中小施設

でまだ実施されていないところが散見され問題であった。輸血前後の感染症検

査については、多くの施設では輸血前検査は行われていた。しかし指針通りの

項目を実施していない施設もまだみられている。また輸血後感染症検査実施率

は施設間で差があり、成功している施設の取り組みを広く紹介する必要がある

と思われる。 

 貯血式自己血輸血実施施設は、ほぼ固定している感がある。学会による貯血

式自己血輸血実施基準の認知度は明らかに上がっていた。これは今年度より始

まった学会認定自己血輸血看護師制度と、そのためのセミナー開催の影響が大

きいためと考えられた。 

 輸血業務に関わる看護師に対するアンケートを、昨年に引き続き行った。今

年度は対象施設を各医療圏の中核病院（全７施設）に拡げた。病院間での調査

結果の差異は比較的少なかったが、アンケートを通して現場の看護師が抱える

不安、業務上の問題点、輸血部門に対する要望等が明らかとなった。これらの

問題が各施設で十分検討されていない状況も伺われ、この点に関する協力も本

合同委員会の果たす重要な役割のひとつと考えるべきであろう。 

 合同委員会講演会は、例年県都青森市で開催されてきたが、限られた担当者

しか参加できないという問題も指摘されていた。そこで本年度は、本合同委員

会世話人達が出かけることで、出前講演会を開催した。地域の中核病院の中で、

輸血業務に問題（一元化されていない、輸血療法委員会活動が不活発である
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等々）を抱えている施設を選びそこで開催した。世話人達が県内の輸血医療の

状況、アンケート調査結果等を報告、また開催施設担当者から施設の輸血業務

の状況・問題点等を発表してもらい、シンポジウムを行った。開催施設関係者

ばかりではなく、その地域の他の施設からも多くの参加者があり、それは我々

の予想を遙かに超える参加人数であった。輸血医療に係わる関係者の多くが、

このような研修の機会を求めていることが推察された。問題を抱える施設に担

当者が出向いて講演会を行い議論することは非常に重要であり、また影響が大

きいと感じられた。今後の合同委員会活動の方向性を重要な出来事と考えられ

た。 

 不規則抗体報告書・携帯カードは昨年度３施設で導入された。このカードを

患者に携帯させたことで、転院後の施設で輸血副作用が回避された例が実際に

あったことから、今後県内主要施設に普及させることが重要である。 

 本年度、本合同委員会に参加している１施設が日本輸血・細胞治療学会Ｉ＆

Ａプログラムを受審し認証された。青森県内では３施設目の認証である。これ

も本合同委員会活動のなかで外部評価の重要性を啓蒙してきた成果がでたもの

と評価している。今後さらに参加施設がこの外部評価を受けることが望ましい。 

 青森県輸血療法委員会合同会議、そしてそれに引き続く本合同輸血療法委員

会活動の結果、県内医療施設における輸血療法はより安全で適正なものに近づ

いている感がある。しかし問題点も多数残されている。施設間の差も無視でき

ない程度にあると思われる。本年度行った出前講演会のように、直接現場に出

向いて積極的に啓蒙するような取り組みを今後も続けていく必要性を強く感じ

た次第である。 
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５．資 料 

資料．１    

青森県合同輸血療法委員会設置要綱 

（目的） 
第１条 本会は、青森県内における適正かつ安全な輸血療法の向上を目指すものとする。 
（名称） 
第２条 本会は、青森県合同輸血療法委員会と称する。 
（事業） 
第３条 本会は目的を達成するため、次の事業を行う。 
（１） 世話人会の開催 
（２） 青森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 
（構成） 
第４条 本会は、次に掲げる者によって構成する。 
（１） 青森県内の医療機関の輸血療法関係委員会の長、輸血責任医師及び輸血業務関係担

当者等 
（２） 青森県赤十字血液センター職員 
（３） 地方自治体の血液関係行政担当者 
（４） その他必要と認められる者 
（役員） 
第５条 本会役員として、代表世話人、世話人を置き、また必要に応じ顧問を置く。 
 ２ 世話人は、主として次に掲げる者とする。 

（１）青森県内の主要医療機関の輸血療法関係委員会の長、輸血責任医師及び輸血業務

関係担当者 
（２）青森県赤十字血液センター職員 
（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、本会の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。 
（運営） 
第６条 本会の運営は、世話人会により決定する。 
（会の開催） 
第７条 世話人会は、年２回以上開催する。 
第８条 青森県合同輸血療法委員会は、年１回以上開催する。 
第９条 代表世話人は、本会構成員のほか、意見等を聴くために必要があると認める者に

出席させることができる。 
（事務局） 
第１０条 本会の事務を処理するため、青森県赤十字血液センターに事務局を置く。 
（その他） 
第１１条 本要綱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、運営等に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１８年７月１８日から施行する。 
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資料．２ 

      青森県合同輸血療法委員会名簿（平成 20 年 4 月現在） 
 
 所属所名  職名  氏名 備考 

青森県立中央病院  輸血部長  立花 直樹 ◎ 

〃  輸血部技師長  兎内 謙始 ○ 

青森市民病院  副院長  遠藤 正章  

〃  主任臨床検査技師  斉藤 浩治  

弘前大学医学部附属病院  輸血部副部長  玉井 佳子 ○ 

〃  主任臨床検査技師  田中 一人 ○ 

黒石市国保黒石病院 
 小児科部長兼 

輸血療法管理室長  北澤 淳一 ○ 

〃  主任臨床検査技師  猪俣 真喜子  

八戸市立市民病院 第２外科長兼呼吸器外科長  岡本 道孝  

〃  主任臨床検査技師  板垣 広明  

八戸赤十字病院  心臓血管外科部長  八木 葉子  

  〃  輸血検査係長 佐々木 則雄  

国保五所川原市立西北中央病院  第二科長  日沢 裕貴  

  〃  臨床検査技師  渋谷 悟  

十和田市立中央病院  外科部長  杉田 純一  

  〃  副技師長  上野 文宏  

むつ総合病院  心臓血管外科部長  長尾 好治  

〃  主任臨床検査技師  奈良 隆志  

青森県赤十字血液センター  所長  小舘 昭示 ○ 

〃  供給課長  柴谷 直利  

〃  製剤課長  片岡 宗則 ○ 

〃  学術担当主査  村上 知教 ○ 

  〃  学術担当係  阿部 泰文 ○ 

青森県健康福祉部医療薬務課  薬務指導ＧＬ  棟方 千里 ○ 

〃  総括主幹  松山 恒樹 ○ 
 
※ ◎は代表世話人、○は世話人 
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資 料 ３ 

アンケート調査 

① 輸血に関する病院の体制及び血液製剤の使用状況に関するアンケート調査 
平成19年度血液製剤100袋以上の供給実績のあった医療機関を対象に、 

交差試験及び輸血前後の感染症検査・検体保管に関しての調査を行い、 
過去２年、２回のアンケート調査と比較解析した。 
 

１．輸血に関する病院の体制について（輸血用血液の管理担当部署） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(5) 輸血療法委員会（または同様の機能を有する委員会） 

： □ ある  □ ない 

ａ）ない の場合、今後委員会を設置する予定が 

： □ ある  □ ない 

ｂ）あるの場合 

輸血用血液の管理

薬剤+検査
2（3%）

平成１９年度（５９施設）

検査
28（48%）

薬剤
1 9（32 %）

輸血
3 （5% ）

その他
7 （12% ）

平成１８年度（６１施設）

検査
28（46%）

薬剤
22（36%）

薬剤+検査
2（3%）

輸血
3（ 5%）

その他
6（1 0%）

平成２０年度（５７施設）

検査
28（49%）

輸血
4（7%）

その他
2（ 3.5%）

薬剤
21（3 7%）

薬剤+検査
2（3.5 %）

一元管理

平成１９年度（５９施設）

いる
3 0（51%）

いない
29（4 9%）

平成１８年度（６１施設）

いる
3 0（49 %）

いない
31（51%）

平成２０年度（５７施設）

いる
30 （53%）

いない
27（4 7%）

輸血検査の２４時間体制

平成１８年度（６１施設）
いな い

3（5 %）

いる

58（ 95%）

平成１９年度（５９施設）
いな い

8（14%）

いる

51（86%）

平成２０年度（５７施設）
いない

6（10%）

いる

50（88%）

未回答

1 （2% ）

血液製剤のコンピュータ管理

平成１８年度（６１施設）
いる

22（36%）

いない
39 （64 %）

平成１９年度（５９施設）
いる

2 0（3 4%）

いない
3 8（6 4%）

未回答
1（ 2%）

平成２０年度（５７施設）いる
20（35%）

いない
37（65%）

(1)  輸血用血液の管理 ： 

□ 輸血部（室）  □ 検査部（室）  

 □ 薬剤部（室）  □ その他（  ） 

(2)  一元管理（血液製剤管理と輸血検査を 
一括して行っている）されて： 

□ いる  □ いない 

(3) 輸血検査は臨床検査技師により 
24 時間体制で行われて： 
□ いる □ いない 

（検査者は：   ） 

(4) コンピュータで製剤管理が 
なされて： 

□ いる □ いない 
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・開催回数 ：  回／２００７年度 

・構成人数 ：  人（委員長の職種  ） 

・委員の職種と人数（委員長を含む） 

医 師   名  薬剤師   名  臨床検査技師   名 

看護師   名  事務員   名 

（その他：   ） 

・出席率：□0～20％  □ 21～40％  □ 41～60％   □ 61～80％ □ 81％～ 
・同委員会で２００７年度に討議された内容について（複数回答可） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 院内における輸血業務の監督及び責任医師は： 

□  いる  □ いない   いる場合は役職とお名前（   ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸血療法委員会の設置状況

設置予定

１８年 度

１９年 度

２０年度

ないある 未回 答

2

7(2 8% )

4( 17%)

18 (7 2%)

1 7(7 4% )

0% 5 0% 10 0%

3( 17%) 1 4( 78 %) 1

平成１８年度（６１施設）

ある
36（59%）

ない

2 5（4 1%）

平成２０年度（５７施設）

ある
39（ 68% ）

ない
1 8（3 2%）

平成１９年度（５９施設）

ある
36（ 61% ）

ない
23（ 39% ）

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

H12 H1 3 H1 4 H15 H16 H17 H18 H19 H20 年度

施設数

ない

ある（％）

年度別輸血療法委員会設置状況

686１59
5452

4844

4038

輸血療法委員会の開催状況

回 数 施設数（３８） ％

０ ２ ５

１～５ １２ ３２

６～１１ １４ ３７

１２～ １０ ２６

出席率 施設数（３６） ％

０～４０ ０ ０

４１～６０ ２ ５

６１～８０ １５ ４２

８１～ １９ ５３

2007年度

討議された内容
a. 輸血用血液製剤の使用状況・廃棄血の状況 ３２ （８９％）

b. アルブミンや血漿分画製剤の使用状況 ２３ （６４％）

c. 症例検討を含む適正使用の方法検討 ５ （１４％）

d. 輸血療法に伴う事故や副作用・合併症の管理 １９ （５３％）

e. Ｔ＆Ｓ，ＭＳＢＯＳ等の適応術式の決定・見直し ２ （ ６％）

f. 自己血輸血の推進 ９ （２５％）

g. 院内の輸血適応基準決定・見直し ４ （１１％）

h. 輸血関連の情報交換 ２７ （７５％）

i. 院内監査報告 ７ （１９％）

j. 輸血検査業務の状況・見直し １４ （３９％）

k. 輸血後感染症検査の推進 ２０ （５６％）

他
I&A，血液製剤の回収，管理料，手順書，同意書，不適合輸血，

マ ニュアル作成・改訂

複数回答

輸血業務の監督・責任医師

平成１８年度（６１施設）

いる

40 （66% ）
いない

21（34%）

平成１９年度（５９施設）

いない
20（34%）

いる

3 8（64%）

未回答1（2%）

平成２０年度（５７施設）

いる

34（60%）

いな い

23（40%）
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２．輸血事故・副作用の管理等の対策について 

１）輸血事故防止のための「輸血実施手順書（マニュアル）」はありますか 

： □ はい  □ いいえ 

２）輸血療法に伴う、事故やインシデント（事故に至らなかったが、ヒヤリとしたり

ハットした事例）について調査集計を行っていますか 

： □ はい  □ いいえ 

３）輸血副作用（輸血後感染症を含む）発生状況を把握するため、副作用の報告シス

テムが講じられていますか 

： □ はい  □ いいえ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】（輸血に関する病院の体制及び血液製剤の使用状況に関するアンケート調査）  
 

• 輸血用血液の管理は検査部・輸血部を中心に行われており，過去３年間では 

５４％から６０％へと増加していた。 

• 輸血検査が２４時間体制で行われている施設は８８％であったが，血液製剤が

一元管理されている施設は５３％と低かった。 

• 輸血療法委員会は６８％に設置されており，平成１６年に「設置」が「未設置」

を上回り、その後も漸増している。 

• 輸血療法委員会が年６回以上開催されている施設は６３％あり，出席率は半数

以上が８０％を越えていた。 

• 輸血療法委員会で討議された内容は，血液製剤の使用・廃棄状況が最も多く 

（８９％），続いて輸血関連の情報交換（７５％）であった。逆に，適応基準

（１１％），Ｔ＆Ｓ・ＭＳＢＯＳ（６％）に関する内容は少なかった。 
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② 青森県内における血液製剤の使用状況に関するアンケート調査 
調査期間: 平成１９年４月～平成２０年３月 

   対象施設:  昨年度供給本数約１００袋以上、または昨年度調査施設 

（該当県内６９施設） 

項目: 日赤血の使用及び廃棄状況 

    対象製剤:  ＲＣＣ（ＭＡＰを含む），全血製剤 

その他（ＷＲＣ等）の赤血球製剤,ＦＦＰ，ＰＣ 

  単位数計算： 血液製剤は 200ｍｌ由来を 1 単位と換算（FFP5=5 単位、PC10=10 単

位等）,  ＦＦＰ－ＬＲはＦＦＰの１．５倍で換算する。 

 

（1）製剤別供給状況 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）製剤別廃棄状況 

 単位数  単位数 

施設の総使用量  施設の総廃棄量  

ＲＣＣーＬＲ  ＲＣＣーＬＲ  

全血製剤  全血製剤  

その他（洗浄赤血球等）の 
赤血球製剤 

 
その他（洗浄赤血球等）の 
赤血球製剤 

 

ＦＦＰ・ＦＦＰ－ＬＲ 
（新鮮凍結血漿） 

 
ＦＦＰ・ＦＦＰ－ＬＲ 
（新鮮凍結血漿） 

 

ＰＣ（血小板濃厚液）  ＰＣ（血小板濃厚液）  

アンケート回答施設の供給状況（1）
２００ｍｌ：１単位換算

アンケート有効回答施設

（６８施設）

その他の施設（ 1施設）

１６９８１７．５単位（９７％）

（％） ：青森県全体の供給単位数
（１７４，４５２．５単位）に対する割合

・その他の１施設：指定管理者制度のもと管理者変更により回答困
難 の理由でデータがないため除いた

・アンケート有効回答施設６８施設のうち、２施設：供給及び使用実績なし

アンケート回答施設の供給状況（2）
製剤別供給状況

６５，１７５単位（９６％）

ＲＣＣ 県内供給 ６７，８５２単位 そ の他の赤血球製剤（全血含む）
県内供給 ３８８単位

２８，３３７．５単位（９８％）

ＦＦ Ｐ 県内供給 ２８，９０７．５単位

７６，０４４単位（９８％）

ＰＣ 県内供給 ７７，３０５単位

（％）：各製剤の県内供給単位数に占める割合
アンケ ート回答施設の供給単位数＝使用単位数＋廃棄単位数

２６１単位（６７％）

製剤別使用状況（回答施設）

６２，４１４単位（９６％）

ＲＣＣ 供給 ６５，１７５単位 そ の他の赤血球製剤（全血含む）
供給 ２６１単位

２７，５６３．５単位（９７％）

ＦＦＰ 供給 ２８，３３７． ５単位

７５，５９９単位（９９％）

ＰＣ 供給 ７６，０４４単位

（％）：使用割合

２５９単位（９９％）

日赤血の使用および廃棄状況 

１） アンケート回答施設の供給状況 

（2）製剤使用状況 
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製剤別廃棄状況（回答施設）
廃棄単位数及び廃棄率：３，９８２単位（２．３％）

廃 棄：２，７６１単位

（４．２％ ）

ＲＣ Ｃ

廃棄：２単位

（０．８％）

その他の赤 血球製剤（全血 含む）

廃棄：７７４単 位
（２．７％）

ＦＦＰ 廃棄 ：４４５単位
（０．６％）

Ｐ Ｃ

（％）：廃棄率＝廃棄単 位数／使用単位 数＋廃棄単位 数

６５，１７５単位 ２６１単位

２８，３３７．５単位 ７６，０４４単 位

廃棄単位数について

－昨年度アンケートと比較して－

減少し た施設
２１施設

増加した施設

２５施設

その他

２２施設

その他：廃棄単位数が前年度と不変
又は 昨年度データなし

廃棄が５０単位以上減少した施設（５施設）
－昨年度アンケートと比較して－

0 10 0 200 30 0 400

施設 番 号　２

施設 番号 １１

施設 番 号　５

施設 番号 ４３

施設 番号 １８

単 位

廃棄が１００単位以上増加した施設（３施設）
－昨年度アンケートと比較して－

0 1 00 200 300 400

施設 番号 52

施設番号   4

施設 番号 47

単位

年度別廃棄単位数・廃棄率

5.7%

0.8%
0.7%

6.0%

1.2%
0.4%

5.8%

1.6%

0.6%

4.6%

1.2%

0.5%

4.4%

2.8%

0.5%

3.4%

3.6%

0.5%

4.2%

2.7%

0.6%

0

50 0

100 0

150 0

200 0

250 0

300 0

350 0

400 0

450 0

500 0

H14 H15 H1 6 H17 H18 H19 H20

PC

FFP

RC C /MAP

単位

％：廃棄率

Ｆ Ｆ Ｐ
年度別廃棄単位数・廃棄率

0

200

400

600

800

1000

1200

H14 H15 H16 H17 H18 H1 9 H2 0

単位

（ ）：廃棄率

（ ０．８％）

（１．２％）

（１．６％）

（１．２％）

（２．８％）

（３．６％）

（２．７％）

（3）製剤廃棄状況 
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【まとめ】（青森県内における血液製剤の使用状況に関するアンケート調査） 

 

１．アンケート回答施設６８施設での供給単位数は県内総供給単位数の９７％を占めた。  

２．対象６８施設での県内総供給数に占める製剤別使用割合は、ＲＣＣが９６％、全血を

含むその他赤血球製剤が９９％、ＦＦＰが９７％、ＰＣが９９％であった。 

３．最近５年間の使用単位数の推移をみると、ＲＣＣ（ＭＡＰ）は増加傾向、ＦＦＰとＰ

Ｃは減少傾向が認められた。  

４．廃棄率はＲＣＣが４．２％、全血を含むその他赤血球製剤が０．８％、ＦＦＰが 

２．７％、ＰＣが０．６％であった。  

５．年度別廃棄率は、ＲＣＣでは最近数年間は４％前後、ＰＣは０．５％前後と変化は 

認められなかった。一方、ＦＦＰは平成１８年度アンケート（実績は平成１７年度）

以降２％後半から３％台となり、平成１７年度（実績は平成１６年度）以前の１％前

後と比較すると廃棄率は高くなった。 

６．廃棄単位数が減少した施設は２１施設で､前年度の２４施設より減少したが、５施設で

廃棄単位数が５０単位以上削減した。 

  一方、３施設が、廃棄単位数１００単位以上増加した。 
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③ 青森県内における適正使用調査：病院機能別平均的使用量との比較 
 

【はじめに】 

昨年度に引き続き、厚生労働研究：病院機能別血液製剤標準的使用量との比較調査

を行った。これは、平成 16年 12月 27 日薬食発第 1227001 号“血液製剤の平均的使

用量について”に基づき、各医療機関での血液製剤使用量を、全国の同規模同機能病

院と比較することで、各施設で適正使用の指標に活用し評価することを目的とした。 

   

【調査対象医療機関】 

平成19年度血液製剤使用実績から100製剤以上の使用が報告された医療機関69施

設を対象に調査を行った。 

 

【アンケートの項目】 

 

１． 病医院名称                           

 

２． 病床数             床 

 

３． 全身麻酔手術件数  □ なし、 □  あ り

（         件） 

 

４． 骨髄移植の有無  □ なし、 □ あり 

 

５． 心臓手術の有無  □ なし、 □ あり 

 

６． 血漿交換の有無  □ なし、 □ あり 

 

７． MAP 使用量           単位 

 

８． PC 使用量           単位 

 

９． FFP 使用量           単位 

 

１０． アルブミン使用量         グラム 

 

１１． グロブリン使用量         グラム 

【各医療機関の使用量の計算】 

平成 16年 12月 27 日薬食発第 1227001 号を基に、一般病床数に基づき大中小の病

院に分類、病院機能として全身麻酔手術件数、骨髄移植の有無、心臓手術の有無、血

漿交換の有無で分類した。 
次に１床当たりの MAP(RCC)・PC・FFP 使用量を単位計算した。FFP は 80mL を 1

単位とし、アルブミンは使用量 3ｇを１単位とし、グロブリンについては 1床当たり

の使用ｇ数として、それぞれ１床当たりの使用単位数を計算した。なお、算出した値

について、前述の通知における表 I“病床数・４病院機能分類別の年間使用指標とし

て比較検討した。 
注：50%値は全国調査した対象施設の 50%が使用量値（半数の施設が該当する値の使用を

行っていること）であったことを示し、90%値は全国調査で 9 割の施設より多い使用

量の施設の算出値である。 
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【調査結果】 

全国使用量を表記した病院機能分類パターン表 I、表 II に沿って、アンケート解答

施設を 3分類し、平成 19年度血液製剤使用実績から 100製剤以上の使用施設におけ

る使用量を計算しグロブリン(g)、アルブミン(g)、RCC(単位)、FFP(単位)、PC(単位)
を算出し分類した。 

 
右図は、医療機関毎に計算したグロブ 

リン(g)、アルブミン(g)、RCC(単位)、 
FFP(単位)、PC(単位)を全国調査と比較 
したものである。 

RCC は 5割の施設で、PC は 6割の 
施設で、FFP は 7割、アルブミンは 
6 割強、グロブリンは 6割の施設が全 

国調査の 50%値（指標値）と比較し、 
同等か少ない値の使用量であった。 

一方、PC,RCC,グロブリンで 90%値を 
超えた施設が 1割もあった。 
 
 血漿とアルブミンの使用量と赤血球製剤との使用比率を算出し、全国調査と比較し

た。アルブミンの使用量 3gを 1単位とし、FFP は 80mL を 1単とし計算した。 
 
右図は、1床当たりのアルブミンの使用 

量と FFP の使用量の単位合計を、赤血球製 
剤の単位で除した値(A＋F)／R の値を指標 
値に照らし合わせたものである。 

 また、アルブミン、FFP の使用量を RCC 
製剤で除した値（A／R、F／R）からも分 

類した。 

 どの分類においても 6割以上の施設が、 

50%値指標値より低い比較値を算出したが、 
一部の医療機関においてアルブミン、FFP 
の過剰の使用が認められた。 

  

赤血球製剤（MAPあるいはRCC）、PC、FFP および分画製剤について、施設の分類

割合を、平成17年からの4年間について下記のグラフに示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成20年度調査結果（2）
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赤血球製剤については、平成17年度から伸びていた指標を下回る医療機関数が、平

成20年度は前年度より10%近く減少していること。1床あたりの使用数が増えている医

療機関が増加していること。 
PCの使用量について、4年間の間、50%値以下の施設数に変動はあまり認められない

ものの、90%値の施設が1割近く存在している。 
FFPについては、平成17年から比較し20%近く50%値以下の施設数が増加している。 

 血漿分画製剤について、アルブミン、グロブリンとも50%値以下の医療機関は年々減

少しており、使用量の上昇、特に90%値の医療機関が増加しており、過剰使用の原因

を検討すべき医療機関が増加している。 
  
【まとめ】（青森県内における適正使用調査：病院機能別平均的使用量との比較） 

１．平成19年度血液製剤使用実績から100製剤以上の使用が報告された医療機関 
69施設を対象に調査を行った。 

２．赤血球製剤の使用量について、全国調査使用量（病院機能分類パターン表 I、表

Ⅱ）を参照とした指標量は（50%値）は、6 割の施設が該当されたが、90%値を超

えた施設も 1 割あった。この傾向は PC においても同様であった。 
３．FFPは、平成17年からの4年間の統計では、50%値施設数が20%近く増加して

いた。 
４．アルブミン・グロブリンの適正使用量の指標を満たす医療機関は、6 割以上認め

られたが 4 年間の統計では減少傾向にあり、過剰な使用量で何らかの原因を抱え

る医療機関が 1 割近くあることが明らかとなった。 
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④ 輸血管理料に関するアンケート調査 

 

アンケート項目 

１．輸血管理料は算定されていますか：はい    いいえ  

２．算定している場合、それは   ：管理料Ⅰ  管理料Ⅱ  

３．算定していない施設で、これから目指す輸血管理料は  

                 ：管理料Ⅰ  管理料Ⅱ 

４．現在、輸血管理料が算定されていない理由は（管理料Ⅰを目指している施設は、管

理料Ⅰで条件を満たしていない項目にレをご記入ください。管理料Ⅱを目指してい

る施設は、管理料Ⅱで条件を満たしていない項目にレをご記入ください）。 

複数回答可  

 

管理料Ⅰを目指している施設  

□    責任医師として専任の常勤医師の配置。  

□    臨床検査技師が常時配置されており、専従の常勤臨床検査技師が 1名以上勤務。  

□    輸血部門において血液製剤およびアルブミン製剤の一元管理。  

□    血液型・不規則抗体検査等が常時実施できる体制の構築。  

□    輸血療法委員会が設置され、年 6回以上開催。輸血実施の当たっての適正化の取

り組み。  

□    輸血前後の感染症検査の実施または輸血前の検体保管、輸血副作用監視体制の構

築。  

□    「輸血療法の実施に関する指針」等の遵守。  

□    アルブミン／ＲＣＣ比  

□    ＦＦＰ／ＲＣＣ比（ＦＦＰは８０ｍｌを 1単位で換算してください）  

 

管理料Ⅱを目指している施設  

□    責任医師として常勤医師の配置。  

□    専任の臨床検査技師が 1名以上勤務。  

□    血液製剤の一元管理  

□    血液型・不規則抗体検査等が常時実施できる体制の構築。  

□    輸血療法委員会が設置され、年 6回以上開催。輸血実施に当たっての適正化の取

り組み。  

□    輸血前後の感染症検査の実施または輸血前の検体保管、輸血副作用監視体制の構

築。  

□    「輸血療法の実施に関する指針」等の遵守。  

□    アルブミン／ＲＣＣ比  

□    ＦＦＰ／ＲＣＣ比（ＦＦＰは８０ｍｌを 1単位で換算してください） 

  

５．輸血管理料について疑問点、問題点がありましたらお書きください。  
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管理料Ⅰを目指しているが算定されない理由は？（複数回答） 
１. 責任者として専任の常勤医師の配置    ・・・・・ ・・  ９ 施設 

２.  臨床検査技師が常時配置されており、専従の常勤 

    臨床検査技師が１名以上配置     ・・・・・ ・ ・ ・・ ６ 施設 

３.  輸血部門において血液製剤及びアルブミン製剤 

    （加熱人血漿たん白を含む）の一元管理      ・・・・ ・ ４ 施設 

４.  血液型・交差適合試験・不規則抗体検査等が常時 

     実施できる体制の構築       ・・・・・・・・・・・・・ ５ 施設 

５.  輸血療法委員会が設置され、年６回以上開催。 

     輸血実施にあたっての適正化の取り組み  ・・ ・・・・・・ ４ 施設 

６.  輸血前後の感染症検査の実施又は輸血前の検体 

     保管、輸血副作用監視体制の構築  ・・・・・・・・・・・ ２ 施設 

７. 「輸血療法の実施に関する指針」等の遵守 ・・・・・・・・・ １ 施設 

８. （１）ＦＦＰ／ＲＣＣ比（０．８未満） ・・・・・・・・・・ ０ 施設 

（２）アルブミン／ＲＣＣ比（２．０満） ・・・・・・・・・ １ 施設 

１．輸血管理料は算定されていますか

回答施設数：５７（１００％）

いいえ：４５ はい：１２

２．算定施設の昨年度アンケート結果との比較

管理料Ⅱ：９（７） 管理料Ⅰ：３（２）

（ ）：昨年 度アンケート結 果

管理料Ⅱで １施 設が昨年度アンケー トでは 算定され
ていたが今年度アンケートでは算定されなかった。

管理料Ⅰの うち１施 設は昨年度アンケートでは管 理
料Ⅱであったが今年 度アンケートでは 管理料Ⅰと
なった。

３．算定していない施設で、これから目指す管理料は

管理料Ⅱ：３１ 管理料Ⅰ：１１（５）

（５）：現在、管理 料Ⅱを 算定しているが、

これから管理 料Ⅰを目指している施設
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管理料Ⅱを目指しているが算定されない理由は？（複数回答） 
 
１. 責任を有する常勤医師の配置 ・・・・・・・・・・・・ ・  ９ 施設 

２. 専任の臨床検査技師が１名以上配置・・・・・・・・・ ･  １０ 施設 

３. 血液製剤の一元管理  ・・・・・・・・・・・・・・・・  １７ 施設 

４. 血液型・交差適合試験・不規則抗体検査等が常時実 

      施できる体制の構築  ・・・・・・・・・・・・ ・・・  ５ 施設 

５. 輸血療法委員会が設置され、年６回以上開催。輸血 

    実施にあたっての適正化の取り組み  ・・・・・ ・・・・１３ 施設 

６. 輸血前後の感染症検査の実施又は輸血前の検体保管、 

   輸血副作用監視体制の構築 ・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 施設 

７.「輸血療法の実施に関する指針」等の遵守  ・・・・・・・・・５ 施設 

８.（１）ＦＦＰ／ＲＣＣ比（０．４未満） ・・・・・・・・・・９ 施設 

  （２）アルブミン／ＲＣＣ比（２．０未満）・・・・・・・・１５ 施設 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在、管理料Ⅱを算定しているが、これから管理料Ⅰを目指している５施設  
（複数回答） 
１．責任者として専任の常勤医師の配置・・・・・・・・・・・・・・ ５ 施設 

２．臨床検査技師が常時配置されており、専従の常勤臨床 

  検査技師が１名以上配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 施設 

３．輸血部門において血液製剤およびアルブミン製剤の一元管理 ・・・１ 施設 

４．血液型・交差適合試験・不規則抗体検査等が常時実施できる体制の構築 

    ・・・・・・・・ ・・・・ ・・・ ２ 施設 

５．輸血療法委員会が設置され、年６回以上開催 

  輸血実施にあたっての適正化の取り組み・・・・・・・・・・・・０ 施設 

６．輸血前後の感染症検査の実施または輸血前の検体保管、 

  輸血副作用監視体制の構築  ・・・・・・・・・・・・・・・・・０  施設 

７．「輸血療法の実施に関する指針」等の遵守  ・・・・・・・・・・０  施設 

８.（１）ＦＦＰ／ＲＣＣ比（０．８未満 ） ・・・・・・・ ・・・・０ 施設 

  （２）アルブミン／ＲＣＣ比（２．０未満） ・・・・・・・・・・０  施設  

 

４．管理料Ⅱで基準を満たしていない項目は

複数項目：２４施設 １項目のみ：７施設

１項目のみ算定 基準未満の項 目

１．アル ブミン／ＲＣＣ比 （２．０未満） （３施 設）

２．専 任の臨床検査 技師の配置 （１施設）
３．血 液型検査等の 常時実施できる体制の構築 （ １施設）
４．輸 血療法委員会 の設置。年６回以上の 開催 （１施 設）
５．Ｆ ＦＰ／Ｒ ＣＣ比 （１施設）
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【まとめ】（輸血管理料に関するアンケート調査） 

 

１： アンケートを依頼した５７施設のうち、全ての施設から回答を得た。そのうち

輸血管理料を算定している施設は１２施設で昨年度アンケートの９施設から３

施設増加した。１施設が昨年度アンケートでは輸血管理料Ⅱを算定していたが今

年度アンケートでは算定されなかった。１施設が管理料ⅡからⅠへと移行した。 

２： 輸血管理料を算定している１２施設の管理料区分の内訳は、管理料Ⅰが３施設

（２５％）で、管理料Ⅱが９施設（７５％）であった。 

３： 輸血管理料を目指している施設で算定基準を満たしていない項目は、 

ａ： 輸血管理料Ⅰ：全施設でＦＦＰとＲＣＣの比は基準を満たしていたが、そ

れ以外の項目は基準を満たしていなかった。特に責任者として専任の常勤医

師の配置、臨床検査技師の常時配置や専従及び常勤配置を満たしていない施

設が多かった。また、全施設で複数項目が算定基準を満たしていなかった。 

ｂ： 輸血管理料Ⅱ：算定基準項目全般に基準を満たしておらず、特に血液製剤

の一元管理及びアルブミンとＲＣＣの比が算定基準を満たしていない施設

が多かった。 また、２４施設で複数項目が算定基準を満たしておらず、残

り７施設は１項目のみ算定基準を満たしていなかった。 

ｃ： 現在、管理料Ⅱを算定しているが管理料Ⅰ取得を目指している５施設は、

ＦＦＰとＲＣＣ及びアルブミンとＲＣＣの比などは算定基準を満たしてい

るものの、全施設で責任者として専任の常勤医師の配置や臨床検査技師の常

時配置や専従及び常勤を満たしていなかった。 
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⑤ 血清保管と輸血前・後感染症検査体制に関するアンケート調査 

 
輸血前検体保管と輸血前後感染症検査について 
【はじめに】 

輸血感染症に対する法律、指針及びガイドライン等の整備に伴い、輸血前後の感染症検

査及び輸血前検体保管が推奨されている。実際には問題点が多く、そのすべてを実施でき

ている施設は限られているのが実状である。青森県合同輸血療法委員会では、輸血前後の

感染症検査の実施状況と検体保管状況について調査した。 
【アンケート調査の項目と調査結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交差適合試験実施場所

自 施設

他 施設

実 施せ ず

血清保管と保管用冷凍庫

なし 兼用

専用 不明

血清保管期間

24ヶ月未 満

24ヶ月

24ヶ月以 上

未回 答

血清保管期間と保管用冷凍庫

0% 20% 40% 60% 80% 10 0%

兼用

専用

不明
<24

24

24<

不明

輸血前感染症検査

5種

HBsAg+HCVAb

そのほか

未実施

１．クロスマッチ試験を行っているところ □ 自施設、 □ 他施設（      ） 

２．輸血前検体保管を行っているか？□ 行っている、 □ 行っていない 
  （検体保管を行っていると答えた施設） 

輸血前検体保管の冷蔵庫は専用か □ 専用冷凍庫  □ 専用ではない冷凍庫 
                    □ その他（          ） 
 

３．保管期間   （     ）ヶ月 

４．輸血前感染症検査を行っているか？ 
□ 行っている、 □ 行っていない 

 
検査項目（行っているものに レ）： 
□ HBs 抗原、□ HBs 抗体、 
□ HBc 抗体、□ HCV 抗体、  
□ HCV コア抗原、  
□ そのほか（  ） 
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【結果】 

１． 輸血前交差適合試験の実施場所は 69施設中、自施設が 62施設であった。他施設

に依頼し行っている医療機関は 6施設であった。実施していない施設は 1施設であ

ったが、病院統廃合により平成 20年 4 月から診療所となり、現在輸血を実施して

いないとの回答を得ている。 
２． 輸血前患者血清の保管検体の保管状態について調査した。結果、13 施設におい

て輸血前の血清保管を行っていなかった。検体保管している 56 施設のうち、専用

の冷凍庫を用いている施設が20施設、兼用の冷凍庫に保管している施設が33施設、

3 施設は不明（但し 1施設が検査センターにて委託保管）であった。 
３． 検体保管していると回答した56施設について、保管期間を調査した。その結果、

18施設において24ヶ月未満で、うち10施設が12ヶ月以上の保存であった。一方、24
ヶ月と回答したのは26施設、24ヶ月以上は6施設（3年保管3施設、5年保管3施設）

であった。未回答は6施設だった。  
４． 輸血前感染症検査は47施設で実施していたが、12施設は未実施であった。実施

している47施設のうち、指針に従いHBsAg HBsAb HBcAb HCV-Ab HCVcoAg の5
種類の検査を行っていた施設は14施設であった。  

６．輸血後感染症検査は、指針通りのHBV-PCR HCVcoAg を行っている施設は21施
設であった。HBsAg, HCVAbの検査を行っている施設やその他は5施設あり3施設

がHIVのみかHCVcoAg検査を行っていた。 
７．輸血後感染症検査の実施時期は、実施29施設中21施設が3ヶ月後に実施しており、

2ヶ月後の実施との回答が2施設あった。また無回答は4施設であり、6か月後と回

答した施設が1施設あった。 
 
 

 

 

 

 

 

 

輸血後感染症検査

2種

HBsAg+HCVAb

そのほか

未実施

輸血後感染症検査実施時期

3ヶ月未満

3ヶ月

3ヶ月以上

未実施

無回答

５．輸血後感染症検査を行っているか  □ 行っている、   □ 行っていない 
検査項目（行っているものに レ）：□ ＨＢ核酸増幅検査、□ HCV コア抗原  
  □ そのほか（     ）  検査の時期：輸血後  ヵ月後 
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【まとめ】（血清保管と輸血前・後感染症検査体制に関するアンケート調査） 

 調査の結果、輸血前における交差試験はすべての医療機関で実施されていたが、輸

血後感染症対策として輸血前患者血清を保管していない医療機関が13施設あり、保管

を実施している56施設でも専用の冷凍庫を用いている施設は3分の1にも満たなかった

。但し、保管期間は指針を順守しており、大部分は24ケ月で短くとも12ヶ月以上保管

していた。 
輸血前感染症検査実施状況について、未実施が12施設、指針に従った5種類の検査を

実施していたのは14施設だった。大部分は、何らかのHBV、HCVについて検査を実施

しているが、指針の普及率が低いことが調査で明らかとなった。 
輸血後感染症検査の実施については、指針に基づいた検査項目を実施しているのは

21施設で、指針とは異なる抗体検査の実施施設が8施設だった。輸血後検査の普及率が低

いことが明らかになった。 
以上の結果から、今後指針を順守した検査を実施するよう各施設へ啓蒙活動の必要

性が明らかとなった。 
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⑥ 青森県内における貯血式自己血輸血に関するアンケート調査 
 アンケート内容（別紙：貯血式自己血輸血についてのアンケート参照）  

アンケート項目 

１ 貯血式自己血輸血実施の有無 

   ２ 自己血の採血場所 

   ３ 自己血専用保冷庫の有無 

   ４ 感染症陽性者からの採血の有無 

   ５ 自己血保管・管理場所 

   ６ 自己血管理責任者 

   ７ 自己血採血担当者 

   ８ 細菌汚染経験の有無 

   ９ 実施している診療科と貯血単位数 

１０ 貯血式自己血輸血実施基準 2007 

１１ 学会認定自己血輸血看護師制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１貯血式自己血輸血実施の有無

21

35

1

はい

いいえ

無回答

はいと答えた２１施設について

２自己血の採血場所

14

3

2
1 1

外来＋病棟

病棟

輸血部＋病棟

外来

輸血＋外来＋病棟

３自己血専用保冷庫の有無

10

11

あり

なし

ありの場合の感染症陽性患者専用保冷庫は

あり ４施設

なし ６施設

４感染症陽性患者からの自己血採血の有無

1 01 0

している

していない

していない場合の理由

感染症陽性者の貯血依頼がなかった ６施設

感染症陽性者の貯血はしない取り決め １施設



 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５自己血保管・管理場所

14

3

3

検査部（科）

薬剤部（科）

輸血部

６自己血管理責任者

12
5

2

2 1
検査技師

主治医

輸血部医師＋主治医

輸血部医師

薬剤師

７自己血採血担当者

9

7

3

1 1

主＋看

看護師

主治医

主＋輸医

輸医＋看

主：主治医
看：看護師
輸医：輸血部医師

８１％の施設で看護師が採血
に携わっている

看護師が採血すると答えた１７施設について

採血時の医師の居場所は？

7

6

4 採血場所または連絡
がつく院内

連絡がつく院内

採血場所

８貯血したバッグの細菌汚染
の経験は？

21

0

経験なし

経験あり

９実施している診療科

0 2 4 6 8 10 12 14

整形外科

泌尿器科

産婦人科

心臓血管外科

脳神経外科

外科

口腔外科

血液内科（骨髄バンクドナー）

（施設数）
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【まとめ】（青森県内における貯血式自己血輸血に関するアンケート調査） 

 

１:貯血式自己血輸血実施医療機関数、採血場所、自己血専用保冷庫の有無については

ここ数年 大きな変化はない。 

２:自己血保管場所、管理責任者については薬剤部から検査部・検査技師に移行し 

つつある。 

３:自己血採血担当者の８１％は看護師である。 

４:実施診療科は整形外科、泌尿器科、産婦人科、心臓血管外科の順で多いが、貯血量

では心臓血管外科が減少し、産婦人科が増加している。 

５:貯血式自己血輸血実施基準 2007 が昨年度より周知されるようになった。 

６:学会認定自己血輸血看護師制度について貯血を行っている多くの施設が知っていた

が、実際に資格を取得しようとしている看護師（施設）は少数に留まっていた。 

 

診療科と貯血単位数（総数２３１５単位）

0 200 400 600 800 1000

整形外科

泌尿器科

産婦人科

心臓血管外科

外科

脳神経外科

口腔外科

血液内科

（単位）

１０貯血式自己血輸血実施基準2007

20

1

知 っている

知 らない

13

10
知っている

知らない

参考：昨年度の調査結果

11学会認定自己血輸血看護師制度について

19

2

知って いる

知らな い

この資格を取得しようとする看護師がいますか？
6

14

いる

いない

貯血式自己血輸血を行うに当たって
の問題点等

１バッグ内の凝血塊（マクロアグリケート）

２初流血の除去

３感染症陽性者からの採血

４担当医により採血時の手技がまちまちである

５バッグ内血液の細菌検査を行っていない

６チューブシラーでセグメントが作られていない
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                                  施設番号 

            （病院名はふせて集計・分析させていただきます） 

貯血式自己血輸血について 

（該当するところを○で囲む、またはレでチェックしてください） 

 

 １ 貯血式自己血輸血を実施している ：□はい  □いいえ 

       はいの場合は２以下の質問にお答え下さい 

 

 ２ 自己血の採血場所は  ：輸血部、輸血部＋病棟、輸血部＋外来＋病棟、外来、 

               外来＋病棟、その他（         ） 

 

 ３ 自己血専用保冷庫は   ：□あり   □なし 

        ありの場合、感染症陽性者専用保冷庫は 

               ：□あり   □なし 

 

 ４ 感染症陽性患者からの自己血採血は ：□している  □していない 

        していない場合の理由 

□ 感染症陽性者の貯血依頼がなかった 

□ 感染症陽性者の貯血はしない取り決めとなっている 

□ その他 

  

５ 自己血保管・管理場所は  ：輸血部、検査部（科）、薬剤部（科）、病棟外来、 

                 その他（        ） 

 

 ６ 自己血管理責任者は ：輸血部医師、輸血部医師＋主治医、輸血部医師＋看護師、 

                主治医、検査技師、薬剤師、その他（       ） 

 

 ７ 自己血採血担当者は：主治医、主治医＋看護師、主治医＋輸血部医師、 

輸血部医師、主治医＋輸血部医師＋看護師、 

輸血部医師＋看護師、看護師、 

             その他（            ） 

 

 ８ 質問７で看護師が採血担当者（医師との組み合わせを含む）と答えた施設へ。 

   採血時の医師の所在は：  □採血場所 

                □採血場所または連絡がつく院内 

                □連絡がつく院内 

                □不在または連絡不能 

                   

 ９ 貯血した血液バッグの細菌汚染の経験について 

           ：□経験あり   □経験なし 

 

１０ 実施している診療科と貯血単位数（1単位＝200ml 換算） 

           調査対象期間（平成１９年４月～２０年３月） 

       診療科     単位数 
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１１ 日本自己血輸血学会が最低限遵守すべき指針として「貯血式自己血輸血実施基準 

   (2007)」を作成しました。この基準を 

            ：□知っている   □知らない 

 

１２ 日本自己血輸血学会が認定する自己血輸血看護師制度を知っていますか 

            ：□知っている   □知らない 

 

１３ 貴施設には自己血輸血看護師制度で資格を取得しようとしている看護師は 

いますか 

      ：□いる      □いない 

 

１４ 貯血式自己血輸血を行うにあたって、貴施設で問題になっている点、 

改善すべき点などあれば、自由にお書き下さい 
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 ⑦ 輸血業務に関わる看護師へのアンケート調査の解析 
 

【はじめに】 

医療関係者（医師・看護師・検査技師等）は輸血業務に関して、十分に習熟している

必要性がある。今回、青森県地区拠点病院７施設で輸血業務に従事する看護師を対象に

輸血に関する意識や輸血知識・輸血業務に関する疑問等のアンケート調査を施行し、輸

血医療における看護師の現状を把握するとともに、現場で今何が望まれているかを考察

した。 

アンケート協力地区拠点病院 （順不同） 

青森地区   ：青森県立中央病院（705床) 

三八地区   ：八戸市立市民病院（584床) 

十和田地区  ：十和田市立中央病院（350床) 

下北地区   ：むつ総合病院（486床) 

中津軽地区  ：弘前大学医学部附属病院（618床) 

：黒石市国保黒石病院（290床) 

西津軽地区  ：五所川原市立西北中央病院（416床) 

        （各医療機関をランダムにＡ～Ｇの施設として以後表記する。） 

【対 象】 

青森県地区拠点病院７施設の看護部に依頼して、30名程度の看護師を 

抽出していただき、紙面による回答を得た。アンケート回収総数207名。 

 

【各質問事項に対する回答結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１．看護師経験年数（資格を取ってから。休職期間を除く） 

  ① 1 年未満  ② １～４年  ③ ５～９年  ④ 10～14 年  ⑤ 15 年～ 

２．血液製剤（赤血球製剤、血小板製剤、新鮮凍結血漿製剤）を扱った件数（概数） 

① 10 件未満  ② 10～50 件  ③ 50～100 件  ④ 100 件以上  

看護師勤続年数

～１年
１～４年

５～９年

10～ 14年

15年～

0% 20% 40% 60% 80 % 100%

G

F

E

D

B

Ａ

全体(n=207)
C

～10 件
10～ 50件

50～ 100件

100件～
無回答

看護師の血液製剤取り扱い件数

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G

F

E

D

B

Ａ

全体(n=207)
C
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３．血液製剤の点滴を担当することに関して、どう感じますか 

  ① 担当になるのが嫌だ        ② 担当になると緊張する 

③ 問題ない（普通の点滴業務と一緒） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．血液製剤の点滴を担当して、インシデント・アクシデントの経験 

  ① なし 

  ② あり（複数回答可 該当する内容を○で囲んでください） 

   １）取り違え（患者間違い 血液製剤間違い 血液製剤期限切れ その他 ） 

   ２）血液製剤の扱い不備（温度管理不備、血小板保管不備、FFP 解凍不備 その他 ） 

   ３）血液製剤の破損（赤血球製剤 血小板製剤  FFP 製剤  その他 ） 

   ４）その他（                             ） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

輸血の準備・点滴の担当に問題ないと回答した
15名の詳細

～１年

１ ～４年

５～９年

10～1 4年

15年～

問題なし15名 全体207名

看護師勤続年数

問題なし15名 全体207名

血液製剤取り扱い件数

～10件

10～50件
50～100件

100件～

無回答

インシデント・アクシデントの内訳（のべ３５件）

１） 血液製剤取り違え ： ３
２） 製剤の扱い不備 ：１３*
３） 製剤破損 ：１５
４） その他 ： ４

・ 製剤内に混入物 ： ２
・ 輸血セット使用法不備 ： １
・ 院内採血製剤扱い不備 ： １

＊製剤扱い不備と回 答したものに、最近頻発し ている新鮮 凍結血漿（ＦＦＰ）

溶解後の不純物の析出が含まれていた

西北中央病院のインシデント・アクシデント報告

・ 製剤の期限切れ

・ 製剤破損（FFP)
・ 製剤（PC)内に混入物を認めた

・ 製剤の取り扱い不備（詳細不明）
・ 製剤の取り扱い不備（詳細不明）

輸血業務中のインシデント・アクシデントの経験

インシデント・アクシデントなし インシデント・アクシデントあり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G

F

E

D

B

A

全体(n=207)
C

輸血業務（輸血の準備・点滴）を担当するのは？

嫌だ・担当した くない

問題ない（普通の点滴業務と同様）：15名

嫌ではないが、緊張する

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G

F

E

D

B

A

全体(n=207)
C
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４－２．輸血用血液製剤の正しい保管・管理、使用期限をご存知ですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．血液製剤の点滴を担当時に副作用に遭遇した経験は？ 

  ① なし 

  ② あり（複数回答可 経験のあるものを○で囲んでください） 

   １）蕁麻疹、発疹、発熱、腹痛、悪心・嘔吐、 

血管痛など比較的軽症のもの 

   ２）アナフィラキシー、呼吸困難、 

血圧低下、意識障害など重篤なもの 

   ３）その他（           ） 

 

 

赤血球製剤（Ir-RCC-LR）

1．貯法
2．有効期間
3．使用前外観チェック→チェック項目は？
4．輸血前の適合試験

赤血球製剤（Ir-RCC-LR）

1．貯法 ： 2～6℃

①凍結させない
②通常の輸血では加温（室温放置）不要
③血液バッグ開封後6時間以内に輸血を終了

2．有効期間：採血後21日間

3．使用前に外観チェックを
破損、溶血、変色（黒色化）、凝血塊に注意

4．適合試験
輸血前に①患者血液型、②不規則抗体スクリーニング検査、
③交差適合試験 が必要

血液製剤の外観チェック

1．破 損：破損は血液製剤の汚染を意味する

2．溶 血：セグメント部分をチェック

血漿成分の部分が赤く色づいているのは、

赤血球が壊れています

3．色 調：赤血球製剤が黒色調

エルシニア感染の疑いが強い

4．凝血塊・凝固物

血漿製剤（FFP-LR  FFP）

1．貯法 ： -20℃以下

2．有効期間：採血後1年間

3．融解方法
①箱から丁寧に取り出す（破損インシデント多発）

②ビニール袋に入れたまま30～37℃で融解
③温度チェックと、攪拌を忘れない

4．使用前に外観チェックを
クリオプレシピテート、変性蛋白、凝固物に注意

5．融解したら3時間以内に輸血を終了

血小板製剤（Ir-PC）

1．貯法
2．有効期間
3．外観チェック

血小板製剤（ Ir-PC）

1．貯法 ： 20～24℃で振盪保存

①冷所保存は血小板寿命短縮
②静置保存はpH低下による血小板機能低下

2．有効期間：採血後4日間

3．使用前に外観チェックを
凝固物に注意

輸血業務中の担当患者の副作用出現の経験

ありな し ＊ 血圧 低下 、アナフィラキシー、呼 吸不全

などの重 症副作用 を経 験ありと回答した

看護師 ： 12名（全体の 5.8％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G

F

E

D

B

A

無回答

全体(n=207)
C
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５－２．輸血副作用にはどのようなものがあるかご存知ですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

輸血副作用の症状項目

10）頭重感・頭痛

11）血圧低下

12）血圧上昇

13）動悸・頻脈

14）血管痛

15）意識障害

16）赤褐色尿（ヘモグロビン尿）

17）その他

1）発熱

2）悪寒・戦慄

3）熱感・ほてり

4）掻痒感・かゆみ

5）発赤・顔面紅潮

6）発疹・蕁麻疹

7）呼吸困難

8）嘔気・嘔吐

9）腹痛・胸痛・腰背部痛

赤字項目は重症副作用の可能性が高く、詳細を確認すること

1）発熱： 38度以上 あるいは輸血前より1℃以上の上昇
7）呼吸困 難：チアノーゼ、喘鳴、呼吸状態 の悪化などを含む

11）血圧低下：30mmHg以上の収縮 期血圧低下
12）血圧上昇：30mmHg以上の収縮 期血圧上昇

13）頻脈：成人では 100/分以上

輸血の準備・点滴の担当に問題ないと回答した
15名の詳細

なし

あり

問題なし 15名 全 体207名

インシデ ント・アクシデントの経験

問 題なし1 5名 全体 207 名

副作用出現の経験

なし

あり

無回 答

患者からの要確認事項(ベッドサイド)

１．輸血の同意

２．患者氏名：名乗ってもらいましょう

３．患者血液型（ABO型、Rh型）

＊ 患者の意識が無い場合

原則としてベッドサイドで、医療従事者2名によるダブルチェッ
クが推奨されている

輸血に関連した副作用

１．即時型(輸血中・直後） と 遅発型（輸血後）

２．溶血性(赤血球が破壊） と 非溶血性

３．免疫性（非自己が関与） と 非免疫性

不適合輸血（ABO型不適合）

ABO型不適合輸血では、即時型の血管内溶血が生じ、

急速にショック・DIC・腎不全をきたす

＜症状＞

１．輸血血液が血管内に入ると同時に、強い血管痛

２．顔面紅潮、胸痛・呼吸困難、悪寒・戦慄、血圧上昇

３．輸血開始数分で、血圧低下・ショック

４．血尿(ヘモグロビン尿） → 乏尿・無尿



 41

【各質問事項に対する回答結果】 

６．輸血開始時の推奨点滴速度を知っていますか？ 

  ① はい （    mＬ/分）  ② いいえ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．次のうち、施行しても良い輸血はどちらですか？ 

  １）A(－)型の患者に A(＋)の RCC（濃厚赤血球）輸血 

  ２）A(＋)型の患者に A(－)の RCC（濃厚赤血球）輸血 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【輸血血液製剤取り扱い件数別検討】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

輸血開始時の推奨速度は？

１ｍL／分で15分間
↓

問題がなければ５ｍL／分に

＊開始5分間は少なくとも側を離れないこと

輸血血液製剤扱い件数（ｎ＝207）

～10件

10～50件

50～件

無回答

輸血血液製剤扱い件数別の検討

～10件

10～50件

50～件

無回答

0

20

40

60

80

輸血副作用

経験あり

推奨輸血開始

速度正答率

Rh異型輸血

正答率

(％)

輸血開始時の推奨点滴速度は？

正答（１mL/分） 誤答・無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G

F

E

D

B

A

全体(n=207)C

Rh（＋）：赤血球にD抗原を持っている人

Rh（ー）：赤血球にD抗原を持っていない人

Rｈ型抗原に対する抗体は普通の人は持っていません

ただし、
D抗原を持っていないRh（－）の人に、D抗原陽性の
赤血球を輸血すると、異物と認識されて抗D抗体が
出来てしまいます
⇒ Rh（－）の人にRh（＋）を輸血してはいけません

Rh型違い輸血
次のうち、施行しても良いRh異型輸血はどちらか？

１）A（－）型患者にA(＋）型のRCC輸血
○２）A（＋）型患者にA（－）型のRCC輸血

正答 誤答 無回答

どちらも施行してはいけない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G

F

E

D

B

A

全体(n=207)
C
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【看護師からの輸血業務に関するコメント】 

i) 不安 

・  輸血を扱う機会が少ないので副作用の出現に対する不安が強い。 
・ 副作用の定義(わかりやすいもの）があればよい。 
・ 副作用の初期対応に関する情報が欲しい。 
・ 輸血は医師が施行して欲しい。 
・ 輸血時に医師不在の場合が多く困る。せめて居場所を明確にして欲しい。 
・ 人手の少ない夜間の輸血は緊急時以外避けて欲しい。 

ii) 輸血部門の整備・活動 

・ ＦＦＰを輸血部門(検査部）で融解して欲しい。 
・ 輸血部門を作って、請求からクロスマッチ、払出しまでを一元化して欲しい。 
・ 輸血開始速度に推奨速度があることを初めて知った。輸血業務をわかりやすく教え

て欲しい。 
iii) 看護業務に関して 
・ ダブルチェックをきちんとするシステムを確立したほうが良いと思う。 
・ どこまでが輸血の副作用なのかがわからない。 
・ どこまでが輸血のインシデントになるのかがわからない。 
 
【アンケート調査からの考察】 
１．青森県地区拠点病院７施設における看護師の輸血業務に関するアンケート調査を行

った。拠点病院間でアンケート調査内容結果の差異は比較的少なかった。 
２．輸血副作用遭遇経験、推奨輸血開始速度正答、Rh型違い輸血正答は、輸血製剤取

り扱い件数に関係していた。 
３．輸血に係わるインシデント・アクシデントはのべ 35件報告された。そのうち血液

の取り違えが 3件報告された。インシデントとしては、ＦＦＰ製剤の破損が最多で

あった。 
４．輸血副作用は 58.9％の看護師が経験していた。重篤な副作用に遭遇した経験を有す

る看護師は 5.8％のみであった。  
 
【まとめ】（輸血業務に関わる看護師へのアンケート調査の解析について） 

輸血業務において、患者さんに直接接して輸血を施行する看護師さんの責務は重大で

ある。 
今後、より安全な輸血療法の向上のためにも、各病院の輸血療法委員会や、青森県合

同輸血療法委員会などが協力して、輸血業務の安全性・簡便性の向上や、知識の啓発に

努めていかなければならない。  
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資料４． 

平成 20年度青森県合同輸血療法委員会講演会 （平成 21年 3月 19日開催） 

パネルデスカッション 「より安全な輸血業務のために」より 

 

安全な輸血を目指して～八戸市立市民病院の取り組みについて～ 

八戸市立市民病院 臨床検査科 

板垣広明 

【施設背景】 

八戸市民病院は、病床数 584 床、28診療科で、平成 19年度は１日平均患者数入院

519 人、外来 848 人、年間手術件数 3,141 件、分娩件数 615 件の地域中核病院である。

また、ドクターヘリを有する第三次救急医療施設でもある。当院の血液製剤使用状況

は、平成 19 年度の実績で赤血球濃厚液 3,969 単位、新鮮凍結血漿 2,250 単位、濃厚血小

板 1,240 単位、アルブミン製剤 2,509 単位で、FFP/MAP 比は 0.536、アルブミン/MAP 比

は 0.598 であった。 
【輸血検査体制の変遷】 

平成 9 年 9 月に新築移転。開院時に血液製剤管理を薬局から臨床検査科に移管。平成

14 年 10 月に自動検査装置を導入し輸血検査の自動化を達成。平成 15 年電子カルテシス

テム導入。平成 17 年 2 月に病院機能評価（Ver.4.0）を更新し、同年 12 月輸血前後感染

症検査を開始。翌 18 年 4 月輸血管理料Ⅰを取得した。平成 19 年 7 月には改良型の自動

検査装置に更新することで輸血検査の効率化を図り、平成 19 年 11 月に日本輸血・細胞

治療学会 I&A を受審し平成 21 年 4 月より施設認証を受けるに至っている。 
【一元管理の課題と自動検査機器の導入】 
 1) 血液製剤の輸血管理一元化を行っているが、年間 300 単位程（4％台）の廃棄製剤が

あり、依然努力が必要である。 
 2) 検査の 24 時間体制を確立するにあたり、血液型、抗体スクリーニング、抗体同定、

交差試験の検査を自動化することで、判定に個人差がなくなりヒューマンエラーを

最小限に抑えることができた。また、輸血管理ソフトにより製剤管理、患者管理、

各種レポートの作成等が容易になった。 
【輸血管理料Ｉについて】 
  輸血管理料取得で最大の問題は、輸血検査体制の維持と人員の確保である。当院の日

中検査は輸血検査に専任 1 名、兼任 2 名で、輸血検査のほかに免疫血清検査、未熟児セ

ンターへの検査出向、外部機器管理などを担当している。時間外検査は、宿直が 17：15
から翌日 08：15 まで 1 名、土曜、日曜、祝日の日直は（早番１名、遅番１名）2 名の勤

務で体制を維持している。（常勤技師 27 名、非常勤技師 6 名） 
平成 19 年度の輸血療法委員会の開催回数は 7 回。委員は 23 名で、医師 11 名（うち外科

系 9 名、内科系 2 名）、薬剤師 2 名、看護師 3 名、臨床検査技師 2 名、診療放射線技師 1
名、臨床工学技士 1 名、事務員 3 名であった。 

【輸血前後感染症検査実施】 
輸血前後感染症検査の必要性を周知させるため、医局会で輸血療法委員会主催の説明

会を開催した。医師全員へ徹底を図るため計３回実施した。その後、以下の取り組みを

行った。 
・輸血同意書に輸血後感染症検査の同意を盛り込んだ。 
・電子カルテのオーダリングシステムに輸血前感染症セット、輸血後感染症セットを新

規作成。 
・電子カルテで患者基本画面の感染症結果欄に最終検査日を表示できるように変更。 
・検査オーダーは医師のみが入力可能な設定のため、検査科で輸血前検査の結果から輸

血後検査で必要な検査項目をチェックし、オーダー票（医師向け）と案内票（患者向
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け）を作成した。 
【I&A 認定施設への道のり】 

   I&A 受審までの流れは、支部 I&A 事務局に受審希望の旨を伝え、『I&A 受審申込書』

により申請する。その後、受審費用の振込み、必要書類の提出、視察日の調整を経て

点検・視察本番を迎える。１日間の視察を受け約一ヶ月半後に評価報告書が届く。改

善が必要と勧告された場合、受審施設は３ヶ月以内に改善実施報告書を支部 I&A 委員

会に送ることとなる。さらに、改善を確認するために再視察を受け、認定もしくは保

留が決定される。当院は１月９日に認定通知をいただき４月１日から５年間の認定を

受けることとなった。 
 【まとめと今後の課題】 
   当院は新築移転時に製剤管理一元化に移行した。病院の新築移転は製剤管理一元化

の確立に絶好の機会である。さらに、輸血療法委員会により輸血の運用について見直

しを継続することが重要なポイントである。また、日本輸血・細胞治療学会 I&A を受

審することで問題点が解明され、より良い体制を構築することができた。 
   今後の課題は、限りある資源である血液製剤をさらに有効に活用し、廃棄製剤の削

減に取り組むこと。また、輸血担当者はもとより宿日直者の定期的なトレーニングを

図り抗体同定技術の向上を図ることである。 
 

 【講演スライド】 

 

 

 

 

 

安全な輸血を目指して
～当院の取り組みについて～

八戸市立市民病院 臨床検査科

板垣 広明

当院の概要

• 診療科 ： ２８科

• 病床数 ： ５８４床（一般病床５２８床、精神病床５０

床、感染症病床６床）

• １日平均患者数 ： 入院 ５１９人、外来８４８人 ※

• 手術件数 ： ３,１４１件 ※

• 分娩件数 ： ６１５件 ※ （※平成１９年度実績）

• 第三次救急医療施設

血液製剤使用状況
平成19年度

• 赤血球濃厚液 (R C C）の使用量 ： ３，９６９単位

• 新鮮凍結血漿（F F P）の使用量 ： ２，２５０単位

• 濃厚血小板 （ＰＣ）の使用量 ： １，２４０単位

• 自己血の使用量 :      ２２６単位

• アルブミン製剤の使用量 ： ２，５０９単位

輸血検査体制の変遷

• 平 成 ９年 ９月 新 病院開院 （オーダリング、製剤 管理 一元化）

• 平 成１４ 年１０月 輸血検査の自 動化（ Auto Vue 導 入）

• 平 成１５ 年 ９月 電子カルテ開始

• 平 成１６ 年 ８月 輸血前検 体保管開始

• 平 成１７ 年 ２月 病院機能 評価更新（Ver.4.0)

• 平 成１７ 年１２月 輸血前後 感染症検査 開始

• 平 成１８ 年 ４月 輸血管理 料Ⅰ取得

• 平 成１９ 年 ７月 Auto Vue Innova 導入

• 平 成１９ 年１１月 I&A受 審

• 平 成２１ 年 ４月 I&A認定 証交付

具体的な取り組み

1.血液製剤管理の一元化

2.輸血検査機器の自動化

3.輸血管理料Ⅰの取得

4.I&A受審

輸血管理料Ⅰ 施設基準

1.輸血業 務全般 に関する責任 者として専任の常勤医 師の配置。
2.輸血用 血液製 剤及びアルブミン製剤の 一元管理がなされている こと。

3.専従の 常勤臨 床検査技師が1名以上配置されていること。
4.AB O血 液型、R h(D)血 液型、交差試験又は間 接クームス検査、不 規則抗

体 検査が常 時実施 でき る体 制が 構築されていること。

5.輸血療 法委員 会が設置 され、年６回以上 開催されるとともに、血液製剤
の 使用実態 の報告 がなされる等 、輸血実施にあたっての適正 化の取 り
組 みがなされていること。

6.輸血前 後の感 染症検査の実施・輸血前 の検体の保 存が行 われ、輸血に
係 る副作用監視 体制が構築 されていること。

7.5,6及び血 液製 剤の使用にあたっては 、「「輸血療法の 実施に関する 指針」
及 び「血液製 剤の使用指 針」の改定 について」を遵守し適正 に実 施され
ている こと。

8.新鮮凍 結血漿 の使用量を赤血球 濃厚液の使用 量で除した値が 0.8未満 で
あり、か つ、アル ブミン 製剤の使 用量を 赤血球濃 厚液の使用量 で除した
値が 2未満 であること。
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輸血検査機器（ＡｕｔｏＶｕｅ Ｉｎｎｏｖａ） 輸血検査体制
１．日中検査（０８：１５～１７：１５）

専任１名、兼任２名

輸血検査、免疫血清検査、未熟児検査

外部機器管理

２．時間外検査

宿直要員：２５名 日直要員：３０名

宿直1名（１７：１５～翌０８：１５）

日直2名 ※土日祝

①(０７：３０～１６：３０）

②（０８：１５～１７：１５）

輸血療法委員会（１）

• 開催回数 ７回/平成１９年度

• 構成人数 ２３名

医師：１１名、薬剤師：２名、看護師：３名

臨床検査技師：２名、診療放射線技師：１名

臨床工学技士：１名 、事務員：３名

輸血療法委員会（２）

• 討議内容（平成19年度）
1.輸血用血液製剤の使用状況・廃棄血の状況

2.血漿分画製剤の使用状況

3.自己血輸血の運用状況

4.輸血管理料Ⅰについて

5.I&A受審について

6.宗教上の理由による輸血拒否について

7.輸血後感染症検査について

8.輸血療法マニュアルの改訂について

9.輸血療法院内監査報告

輸血前後感染症検査実施
にあたっての準備

• 輸血療法委員会主催による医局向け説明会
の開催。（３回開催）

• 輸血同意書の変更。

• 輸血前・後検査セットのオーダーを新規登録。

• 輸血後検査オーダー票・患者案内票の作成。

• 電子カルテ（患者基本画面の感染症結果）に
最終実施日を表示。

輸血前後感染症検査
（輸血療法 の実施に関 する指針：平成 16年9 月17日付薬食発）

輸血前検査 輸血後検査

Ｂ型肝炎

ＨＢｓ抗原 ＨＢＶ－ＤＮＡ(外注）

ＨＢｓ抗体 輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合

ＨＢｃ抗体(外注） 輸血の3ヵ月後に実施

Ｃ型肝炎

ＨＣＶ抗体 ＨＣＶコア抗原(外注）

ＨＣＶコア抗原 (外注） 輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合

または感染既往と判断された場合、輸血の

1～3ヵ月後に実施

ＨＩＶ抗体 ＨＩＶ抗体

ＡＩＤＳ 輸血前検査の結果が陰性の場合、輸血後

２～3ヵ月後に実施

 入院時セット：HB s抗原、HCV抗体、HIV抗体

 輸血前セット：HB s抗体、HBc抗体、 HCVコア抗原

当院における輸血前後感染症検査フロ－チャ－ト

医師 検査科 医事課
輸血 同意書作成

交差 採血オ－ダ－ 交差 試験・遡及調査検体保管

（輸血 前検 査オ－ダ－）

輸血 輸血者リスト・輸 血前検 査実施

①検査案 内票

②検査オーダー票
輸血 後検査オーダー

輸血後検査 実施

結果確認

未検 査督促

3ヶ月

未 検査リスト

②入力後検査科へ

患者へ結果報告
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輸血前後感染症検査実施率
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FFPとアルブミンの対MAP比

ＦＦＰ／ＭＡＰ比(０．８未満） ： ０．５３６

アルブミン／ＭＡＰ比（２未満）： ０．５９８

※アルブミン製剤の使用量は、使用重量（ｇ）を３で除し
た値を単位とする。

I & A とは

I & Aとは、Inspection(点検）して

Accreditation（認証）するシステム。

各施設において、適切な輸血管理が行われ
ているか否かを第三者によって点検し、安全
を保証すること｡

I & A 認定基準

1.輸血管理体制
2.輸血用血液の保管管理
3.適合検査
4.病棟および手術室における輸血用血液の

保管管理と輸血実施
5.副作用の管理
6.自己血輸血
7.院内同種血採血

I＆A 受審の流れ

• 平成19年11月 2日 I&A点検・視察

• 平成19年12月19日 点検・視察及び評価報告

• 平成２０年 ２月２２日 改善実施報告書を提出

• 平成20年 ７月２３日 再視察

• 平成21年 １月 ９日 認定通知

• 平成21年 4月 １日 ５年間の認定予定

I&Aでの指摘事項

1.輸血説明書・同意書に関すること。

2.血液製剤搬入時の期限と外観の検査。

3.血液保冷庫の警報温度設定に関すること。

4.超緊急輸血発注時の申込みに関すること。

5.製剤の血液型確認に関すること。

6.副作用発生時の検査項目、検体採取時期。

7.輸血前の患者照合に関すること。

8.自己血輸血の対象疾患に関すること。

9.院内輸血の問診票・説明同意書に関すること。

まとめ

1.当院は新築移転時に製剤管理一元化に移行
した。

2.輸血の運用は輸血療法委員会によって見直
しを続けてきた。

3.日本細胞・治療学会Ｉ＆Aを受審することに

よって問題点が解明され、より良い体制を構
築することができた。
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資料 ５ 青森県合同輸血療法委員会講演会について 

平成 20 年度青森県合同輸血療法委員会講演会

 
  

  日 時：平成２１年３月１９日（木）１７時３０分〜 

  場 所：五所川原市立西北中央病院 ２Ｆ会議室  

基調講演 

「輸血医療の現状」 

      ～青森県における血液製剤管理体制、使用状況は適正か～ 

青森県立中央病院 輸血部長 立花直樹 

  パネルデスカッション 

「より安全な輸血業務のために」 

      １）西北中央病院における輸血業務の現状 

        輸血業務の実際  第一内科病棟 A 棟５階 主任看護師  高松 都子 

検査部からみた輸血関連業務          中央検査部  渋谷  悟 

      ２）安全な輸血を目指して〜当院の取り組みについて〜 

                          八戸市立市民病院検査科   板垣 広明 

３）「看護師さんの輸血業務に対するアンケート調査」の結果報告 

〜西北中央病院看護師 30 名からの調査結果を中心に〜 

                     弘前大学医学部附属病院輸血部   玉井 佳子 

主催 青森県合同輸血療法委員会 

共催 日本輸血・細胞治療学会東北支部、青森県薬剤師会、青森県病院薬剤師会、     

青森県臨床衛生検査技師会、青森県赤十字血液センター、 

西北中央病院輸血療法委員会 
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パネルデスカッション 

１）西北中央病院における輸血業務の現状（輸血業務の実際）   

第一内科病棟   主任看護師  高松 都子 

【はじめに】 
 現代の医療に輸血療法は欠かせないものであり、当院においてもあらゆる診療科で行わ

れている。しかし、効果的な治療である反面、請求方法や保管方法が複雑で、副作用や異

型輸血などの緊張と戦いながらの業務とも言える。 
 当院では「輸血マニュアル」に沿って安全・確実な輸血業務の実施に臨んではいるが、

血液に対する知識不足や関連部門との連携の不備などの問題点も多い。 
 今回報告の機会が得られたことで、当科における輸血業務の問題点やスタッフの意識が

明らかとなり、今後の指針を得ることができた。 
 
【現 状】 
 当科は主に血液・消化器内科であり、 
輸血業務も多い。昨年一年間で 600 単位を 
超える血液が使用され、院内でも一番多い 
ことがわかった。日常的とも言える輸血業 
務だが、請求から実施までにはいくつもの 
過程があり、実施中も観察が欠かせないた 
め負担に感じるスタッフが多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実際の手順は以下のとおり。 

① 医師からの指示 
１） 同意書の確認と患者への説明 
２） クロス用の採血 
３） 請求伝票の記載 

② 請求 
１） 薬剤部へ伝票提出 
２） 血液の受領 

 
 
 
③ 交差試験 

１） 検査部へセグメントと伝票を提出 
④ 実施と観察 

１） チェックリスト記載 
⑤ 記録と使用伝票の提出 

 

１．西北中央病院の概要

• 病床数：４１６床（一般３５６床・精 神６０床）

• 診療科：１７

• 一日平均入院患者数：２８６.６人

• 一日平均外来患者数：７９９.７人 平成１９年度

• 外科手術件数：３９７件（年間）

• 職員数：３９３人（医師２８人、看護師２０４人、准看護
師６９人、助 産師１３人、薬剤師９人、臨床検査技師１
７人他）

平成２０年５月１日現在

２．当科の概要．

第一内科病棟（主に血液、消化器内科）
・病床数：６０床

・職員数：医師４人、看護師２０人、准看護師３人、看護
助手４人

・血液別使用数（平成２０年１月１日~１２月３１日）
照 射濃厚血小板１０ E： １１７
照 射濃厚血小板１５ E： １

新 鮮凍結血漿LR－２： ５０

新 鮮凍結血漿LR－５： ４
照 射赤血球濃厚液LR－１： １０
照 射赤血球濃厚液LR－２： ４５４ 合計６３６人

3.診療科別血液使用状況
期間：平成 20年1月1日～12月31日

整形 混合 二内 一内 小児
産婦

人
外科 外来

? ? ? ? ? ? ? 22 2 21 118 0 0 41 32

? ? ? ? ? ? 23 0 5 54 0 0 161 10

? ? ? ? ? ? ? ? 197 25 10 1 464 1 12 193 227

1

10

100

1000

４．輸血業務の流れ

指示

病棟

• 「輸血同意書」の確認

• 患者への施行説明 10~3 0分

指示受け

病棟

• 「輸血実施マニュアル」に沿って指示受け

• 血液請求伝票記入

• クロス用採血 10 ~2 0分

請求

薬局

• 薬剤部へ伝票を流す ５分

受領

薬局

• 請 求伝票 提出時、ストックがあればその場で受け取る

• 専 用の容器で受け取る 5分

クロスマッチ

検査部

• 検 査部へ提出 45~60分

輸血実施

病棟

• マニュアル、チェックリストに沿って確認後開始

• 観察・記録 10~15分
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大きく分けても以上のような行程がある。当院のマニュアルではこれらの行程は全てが看

護師の業務と明記されている。動線も多く時間もかかる。また、交差試験中は血液の保管

も必要で、血液の種類によって異なる為、保管方法の知識不足から「ヒヤリ・ハット」に

繋がるケースも多い。 
 
【問題点】 

① 一元化がされていない。 
② 緊急時の輸血業務が多く、口頭指示の場面も多い。 
③ 担当者の負担が大きい。 
④ マニュアルが徹底されていない。 
⑤ 血液の保管 
⑥ スタッフの技術・知識 
⑦ 他部門との連携 

 
【まとめ】（西北中央病院における輸血業務の現状[輸血業務の実際]）  
  輸血業務が安全かつ確実に必要な患者に提供する為、問題点と真摯に取り組み解決へ

の手段を講じていかなければならない。今回のことで問題点を明確にでき、技術や知識

を高める為の研修会や勉強会の必要性を強く感じた。これらは直ぐにでも実行できる。

しかし、一元化の問題や輸血部の設置などはまだ時間を要する。その間も業務は続くが、

情報やデータを集積していつでも提供できるようにしたいと考えている。 
 輸血は患者の生命に直結する重要な業であることは周知のとおりであり、それだけに担

当者の責任も重い。安心して受けられるのが患者であるのはもちろんだが、私たちの負

担が少しでも軽減できるようなシステム作りも急務だと実感できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．問題点と課題

• 輸血業務の一元化がされていない為、看護師の
動線が多い。

• 病棟に血液専用の冷蔵庫が無い（外科病棟に
はある）

• 輸血担当は緊張する

• 緊急時口頭指示の場合がある

• 輸血に関する「ヒヤリ・ハット」件数
平成１８年：３件

平成１９年：５件
平成２０年：３件
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２）西北中央病院における輸血業務の現状（検査部からみた輸血関連業務） 

                                        中央検査部  渋谷  悟 

【はじめに】 
  近年、輸血医療の高度化・多様化への対応及び血液製剤の適正使用の推進を目的と

して血液製剤を一元管理する施設が増えている。今回、我々は当院における輸血業

務の現状と問題点を明らかにし、一元化に向けた方向性を探った。 
【現 状】 
  当院検査部では、輸血検査業務しか行なわれておらず、血液製剤の管理・運用に関

してはまったく関与していない事が再確認された。「製剤管理は薬局、輸血検査は

検査部」という状況なので、結果として看護師の動線が長く、機能的ではないとい

う指摘があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （上記の検査を行う上で、血液製剤の管理が別部署なので、看護師が輸血に関するすべて

情報の伝達を対応することとなっている。） 

【問題点】 
  血液製剤を一元管理していないことに伴う数々の問題点が確認された。 
 また輸血業務全般に関して責任の所在が明らかになっていないことに起因する問題

もあった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【まとめ】（西北中央病院における輸血業務の現状[検査部からみた輸血関連業務]） 
  個別の問題を検証していくと検査部が院内の輸血業務全般にわたり主動的役割を

はたすことにより、解決できる可能性が高いと思われた。 
 また、輸血療法委員会の役割は、重要であり 2ヶ月に 1回程度の定期的開催及び決定

事項の各部署への周知徹底は必要不可欠と思われた。 
 より安全かつ有効な輸血医療実現と血液製剤の適性使用を目的としながら、今回のこ

とを踏まえ、必用な器材・環境を整え、関係部署のコンセンサスを得た上で一元化を

推進する必要性を痛感した。

1.血液型･不規則抗体検査

• 入院時､または輸血前に血液型･不規則抗体検
査を実施する｡(急患は別としても､事前に検査を

実施する)

• 37℃で反応し､臨床的に意義のある抗体を持っ

ている患者には､当該抗原陰性血を注文する様
にコメントする｡

• まれな血液型や複数の抗体を持つ患者の場合
には､およその日本人の適合率をコメントする｡

2.交差適合試験

• 輸血当日(手術予定患者を含む )の朝､交差適

合試験用の患者採血を提出してもらう｡

• 看護師が薬局からセグメントチューブと輸血
伝票を持ってくる｡

• PEGクームス法とブロメリン法で交差適合試
験を実施する｡

• 結果を伝票に記載し､報告する｡

3.問題点 その１

• 当日､採血がくるまで輸血予定患者が何人い
るのか把握できない｡

• 採血及びセグメントチューブが検査部にあ
がってくるまで検査に取りかかることができな
い｡

• 手術開始時間がわからない｡

• 手術予定患者の交差適合試験は当日で良い
のか?(急患で直ちに輸血が必要な患者が来
た場合､バッティングしてしまう)

3.問題点 その２

• 実際輸血したのかどうか､また輸血した日時
が把握できない。

• 副作用の有無を集計･分析するシステムが確
立できていない｡

• 貯血式の自己血輸血に関して､院内の取り決
めができていない｡

また必用器材も十分とは言えない｡
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３）安全な輸血を目指して〜当院の取り組みについて〜 

八戸市立市民病院検査科 板垣広明 

講演内容の詳細は資料４を参照。 
 

４）「看護師さんの輸血業務に対するアンケート調査」の結果報告 

〜西北中央病院看護師 30名からの調査結果を中心に〜 

             弘前大学医学部附属病院輸血部   玉井 佳子 

  講演内容の詳細は資料３⑦を参照。 
 
【出席者の分類】 
職種別 

医師 薬剤師 看護師 検査技師 その他 計 

 5 名 7 名 75 名 24 名 2 名 113 名 

 

出席者 112 名の地域別 

医師 

西北病院 西北地区の病院 弘前市 青森市  その他  

3 名 0 名  1 名 1 名 0 名 

薬剤師 

西北病院 西北地区の病院 弘前市 青森市  その他  

2 名 2 名  2 名 1 名 0 名 

看護師 

西北病院 西北地区の病院 弘前市 青森市  その他  

71 名 3 名  0 名 0 名 1 名 

検査技師 

西北病院 西北地区の病院 弘前市 青森市  その他  

12 名 4 名  3 名 4 名 1 名 

その他 

西北病院 西北地区の病院 弘前市 青森市  その他  

1 名 0 名  0 名 0 名 1 名 

 

西北中央病院以外の参加病院数 １２施設 

 

【まとめ】（青森県合同輸血療法委員会講演会について） 

傾向として、一元化していない病院施設の看護師、検査技師や薬剤師も出席している。

また、県内で近年、一元化に移行したばかり病院も参加しており、西北中央病院以外に

も輸血用血液製剤の一元管理化に真摯に向き合う中小規模の津軽地区病院施設の存在

が確認できた。 
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資 料６ 

【不規則抗体検出報告書・携帯カードについて】 
溶血性輸血副作用防止観点から、一度不規則抗体が検出された場合には、患者に情報

を伝えるとともに「不規則抗体報告書」または「携帯カード」を持たせることを、昨年

度から合同委員会参加施設で施行している。下記の携帯カードは、弘前大学医学部附属

病院の「不規則抗体陽性者カード」であり、名刺大サイズ・ラミネート加工して輸血部

において作成しており、主治医を通じて患者様へ渡している。 

なお昨年度は、合同委員会参加施設間における患者の転院（国保黒石病院から弘前大

学医学部附属病院）において、国保黒石病院発行の不規則抗体陽性カードにより転院先

での溶血性輸血副作用を未然に防ぐことができたこと＊を、会議において報告した。 
 
＊：北澤淳一,玉井佳子他 日本輸血・細胞治学会 54：503-506,2008 
 
 
弘前大学医学部附属病院の「不規則抗体陽性者カード」 

＜表＞ 

 
 

不規則抗体陽性者カード                      

 

○○ △△ 様 は不規則抗体が陽性です              

不規則抗体検出日：平成×年×月×日               

不規則抗体の種類：抗●抗体                     

 

今後、輸血を受けるときに注意が必要です。            

医療機関受診の際には、このカードを呈示してください。      

 

 

 

 

＜裏＞ 
 

 

 

なにかありましたら、以下にご連絡ください             

 

 

弘前大学医学部附属病院 輸血部                  

ＴＥＬ ： 0172-39-5321                         

 

 

 


