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宮城県における血液製剤の適正使用推進に向けた調査研究報告 

  

【はじめに】 

宮城県内の医療機関における適正な輸血療法の実施及び血液製剤の使用適正化の推進を

図るため、平成 19 年 4 月に宮城県合同輸血療法委員会が設立された。 

これを受け、本委員会は県内医療機関の輸血医療の現状を把握するために、平成 19 年度

は 4 項目（輸血医療の管理体制、血液製剤の適正使用、リスクマネジメント、血液製剤の保

管管理・適合検査等）について実態調査を行い、平成 19 年度調査研究報告書としてまとめ

た。 

今年度は、さらに適正使用を推進し、各医療機関に浸透させていくことを目的に、継続調

査内容と新規調査内容により実態調査を行い、あわせて、宮城県合同輸血療法委員会として

県内医療機関に対してよりよい変化を実現させるための提言を生み出すような調査研究と

なるよう行った。 

 

【実態調査対象医療機関と調査票回収率】 

平成 19 年度に宮城県赤十字血液センターより輸血用血液の供給実績のあった 196 施設の

うち、100 単位以上供給のあった 87 施設を実態調査対象医療機関とした。なお、これら施

設の血液供給割合は県内血液供給の 99％を占めていた。 

調査票を回収した施設は、76 施設で、回収率は 87.4％であった。なお、前年度調査と比

較すると施設数で 12 施設、回収率で 14.1 ポイント増加した。 

また、血液製剤供給量別に回収率をみると、血液製剤を 10,000 本以上(200ｍＬ換算)供給

した 8 施設、及び、1,000 本から 9,999 本(200ｍＬ換算)供給した 25 施設は、全施設より回

収(回収率 100％)、100本から 999本(200ｍＬ換算)供給した 54施設では 43施設より回収(回

収率 79.6％)した。 

 

【解析方法】 

各医療機関より申告のあった血液製剤使用実績をもとに、全医療機関による解析、並びに、

血液製剤使用量により血液製剤を 10,000 本以上(200ｍＬ換算)使用した群（8 施設）、1,000

本から 9,999 本(200ｍＬ換算)使用した群(25 施設)、100 本から 999 本(200ｍＬ換算)使用し

た群(43 施設)に分けた解析を併せて実施した。 

 

【解析項目】 

実態調査項目に従い、継続調査項目として輸血医療の管理体制について(輸血療法委員会、

輸血管理部門の一元化を含む)、血液製剤の使用適正について(血液製剤の使用量実績及び廃

棄量を含む)、新規調査項目として輸血業務実施体制についての 3 項目について調査を実施

し、解析した。 

 

【施設名の公表】 

実態調査解析に伴い、施設名の公表の是非について調査票提出医療機関に確認した。 

今回の調査では、公表を可とする施設が 54 施設（71.1%）、無回答を含む不可とする施設

が 22 施設（29.9%）であった。なお、前年度調査と比較すると公表可の施設が 14.1 ポイン

ト増加した。 
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【調査対象病院概要と機能別分類】 

病床数は、500 床以上の医療機関が 4 施設(10,000 本以上使用の施設は 3、1,000 本から

9,999 本使用の施設は 1)、200－499 床の医療機関が 24 施設(10,000 本以上使用の施設は 5、

1,000 本から 9,999 本使用の施設は 14、100 本から 999 本使用の施設は 5)、20－199 床の医

療機関が44施設(1,000本から9,999本使用の施設は10、100本から999本使用の施設は34)、

19 床以下の医療機関が 4 施設(全て 100 本から 999 本使用の施設)であった。 

病院機能をみると、全麻酔手術の多い施設が 27(10,000 本以上使用の施設は 8、1,000 本

から 9,999 本使用の施設は 12、100 本から 999 本使用の施設は 7)、全麻酔手術の少ない施

設が 28(1,000 本から 9,999 本使用の施設は 11、100 本から 999 本使用の施設 17)、全麻酔

手術のない施設が 21(1,000 本から 9,999 本使用の施設は 2、100 本から 999 本使用の施設は

19)、心臓手術実施の施設が 11(10,000 本以上使用の施設は 4、1,000 本から 9,999 本使用の

施設は 7)、幹細胞移植実施の施設が 8(10,000 本以上使用の施設は 6、1,000 本から 9,999

本使用の施設は 2)、血漿交換実施の施設が 16(10,000 本以上使用の施設は 6、1,000 本から

9,999 本使用の施設は 10)であった。 

 

【解析結果】 

＜輸血医療の管理体制について＞ 

① 輸血療法委員会の設置率は、全体として 60.5％(76 施設中 46 施設)であったが、使用本

数が多くなるとともに設置率が上がり、10,000 本以上使用した施設では 100％(8 施設)、

1,000 本から 9,999 本の施設では 88.0％(25 施設中 22 施設)、100 本から 999 本使用の施

設では 37.2%(43 施設中 16 施設)の設置率であった。なお、前年度調査と比較すると使用

本数の少ない施設の設置率が低くなったことより 5.1 ポイント減少した。 

② 輸血療法委員会の年間開催回数は、前年度調査と同様に6回及び12回の施設が多かった。 

③ 輸血療法委員会に関する文書整備率は、全体として 89.6%(1.3 ポイント増)、輸血療法委

員会としての指針に基づく輸血検査実施の指導の有無は、全体として 58.3%(4.8 ポイン

ト増)、事故・過誤等の事例報告書式整備率は、全体として 81.3%(9.4 ポイント増)、輸

血療法委員会活動の周知や再発防止につながるとした施設は、全体として 87.5%(14.1

ポイント)であった。 

④ 輸血療法委員会において宮城県合同輸血療法委員会の活動報告書や宮城県主催の血液製

剤使用適正化説明会内容の院内への報告や周知を行った施設は、全体として 54.2%(76

施設中 26 施設)であった。 

⑤ 独立した輸血部門の設置率は、全体として 26.3％(76 施設中 20 施設)であったが、前年

度調査と比較すると使用本数の少ない施設の設置率が低くなったことより 4.9 ポイント

減少した。 

⑥ 輸血責任医師の任命率は、全体として 42.1％(76 施設中 32 施設)であったが、使用本数

が多い施設ほど任命率は高かった。しかし、前年度調査と比較すると使用本数の少ない

施設の任命率が低くなったことより 1.6 ポイント減少した。 

⑦ しかし、輸血責任医師の専任率は、全体として 6.3％(4.4 ポイント減)と低かった。 

⑧ 輸血専任技師の設置率は、全体として 23.7％(76 施設中 18 施設)であったが、使用本数

が多い施設ほど設置率は高かった。しかし、前年度調査と比較すると使用本数の少ない

施設の任命率が低くなったことより 9.1 ポイント減少した。 

⑨ 輸血検査業務の 24 時間体制をとっている施設は、全体として 81.6％(76 施設中 62 施設)

であり、ほとんどの施設では当直や呼出し体制により実施されていた。 

⑩ 輸血管理担当者が血液の院内使用量や廃棄量の把握をしているとした施設は、全体とし

て 92.1%(76 施設中 70 施設)、院内の情報伝達活動の実施率は、全体として 81.6%(76 施

設中 62 施設)であった。 
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⑪ 輸血管理料の取得率は、全体として 11.8％(76 施設中 9 施設)であった。前年度調査と比

較すると 8.5 ポイント減少した。なお、輸血管理料Ⅰを取得した施設は 4 施設、輸血管

理料Ⅱを取得した施設は 5 施設であった。 

 

＜血液製剤の使用適正について＞ 

① 血液製剤の使用適正化についての推進方策や整備マニュアル等の種類は、前年調査と同

様の傾向であった。 

② 血液製剤の使用指針が医師へ浸透しているとした施設は、全体として 48.7%(76 施設中

37 施設)であったが、前年度調査と比較すると 10.6 ポイント減少した。 

③ 血液製剤使用の前年度との変動は、全体として増加したと回答した施設が 23.7%(9.1 ポ

イント減)、減少したと回答した施設が 39.5%(3.6 ポイント増)、変動なしと回答した施

設が 31.6%(6.6 ポイント増)であった。 

④ 血液センターへ未照射赤血球製剤を返品した施設は、全体として6.6%(76施設中5施設、

実質 4 施設)であり、前年度調査と比較すると 5.9 ポイント減少した。 

⑤ 赤血球製剤の輸血時は、全ての施設で照射して輸血をしていた。 

⑥ 自己血輸血の実施率は、全体で 42.1％(76 施設中 32 施設)であったが、前年度調査と比

較すると使用本数の少ない施設の実施率が低くなったことより 6.3 ポイント減少した。

なお、10,000 本以上使用の施設では 100％(8 施設)、 1,000 本から 9,999 本使用の施設

では 64％(25 施設中 16 施設)、100 本から 999 本使用の施設では 18.6%(43 施設中 8 施設)

の実施率であった。 

⑦ また、自己血の廃棄実績のある施設は、65.6％(32 施設中 21 施設)であり、前年度調査

と比較すると 2.1 ポイント減少した。 

⑧ 院内同種血採血は、2 施設で実施され、うち 1 施設においては、実施基準が文書化され

ていた。なお、前年度調査と比較すると院内同種血採血の実施施設は 1 施設減少した。 

 

＜血液製剤の使用適正－使用実績及び廃棄について－＞ 

① 血液製剤の病床あたりの使用量について前年度と比較すると(71 病院)、全ての製剤にお

いて増加していた。また、血液製剤の患者あたりの使用量についても血小板製剤以外増

加していた。 

② 血液製剤の内科系と外科系の病床あたり、または、患者あたりの使用量を前年度と比較

してもほぼ同様な傾向が見られ、内科系に血小板製剤の使用が、外科系にアルブミン製

剤の使用が多かった。 

③ 血液製剤の廃棄量は、前年度と比較すると赤血球製剤はやや増加し、血小板製剤および

血漿製剤は変わらなかった。また、1,000 本から 9,999 本使用する施設での赤血球製剤

や血漿製剤の廃棄が多く見られた。しかし、施設あたりの廃棄量で見ると、各製剤とも

に廃棄量は減少していたものの、使用本数が多い施設ほど廃棄量は多かった。 

④ 各施設の血液製剤使用量について、病床数、並びに、患者数の変動と併せて前年度調査

の血液製剤使用量との増減をみると、病床数の変動よりも患者数の変動による使用量の

変動実態が明らかになった。 

⑤ すなわち、A：患者数、血液製剤使用量ともに増加した施設、B：患者数が増加し血液製

剤使用量が減少した施設、C:患者数が減少し血液製剤使用量が増加した施設、D:患者数、

血液製剤使用量ともに減少した施設の 4 パターンに分類できた。 

⑥ 特に、血液製剤使用量のそれほど多くない施設においては、高単位数製剤（血小板製剤

や血漿製剤）を使用する頻度が高くなることによる血液製剤の総使用量の増加や特定診

療科の血液製剤使用量の増加が見られる場合があり、各施設の事情を合わせて適正使用

を検討していく必要がある。 
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⑦ また、前述の血液製剤使用量の増減の各パターンをもとに自施設の病院機能分類とあわ

せて血液製剤使用量について適正使用を考察する必要があると考えられるが、A や C パ

ターンの施設については、特に詳細について早急に検討する必要性を認めた。 

 

＜輸血業務実施体制について＞ 

① 自記温度記録計と警報装置がついた輸血用血液専用の保冷庫で輸血用血液を保存してい

る施設は、76 施設中 64 施設（84.2%）であった。 

② 各製剤の保管庫の管理温度、及び、保管条件をみると、赤血球製剤は 76 施設中 66 施設

（85.5%）、血漿製剤は 65 施設中 53 施設（81.5%）、血小板製剤は 66 施設中 25 施設（37.9%）

の施設で適正に保管管理していた。 

③ しかし、特に血小板製剤を使用する施設では、納入後すぐ使用するという理由で適正温

度の保管庫がなかったり、振とう設備を備えていない施設も多くみられた。 

④ 血液製剤の払い出し方法や院内で再使用するための返却条件については、院内の有効利

用、過誤防止、品質保証の観点より各施設で手順が規定されていた。これにより他施設

の状況が明らかとなり、各施設において今後他施設との比較検討が可能となった。 

⑤ 輸血前に規定されているチェック項目は、放射線照射の有無についての確認割合が少な

かったものの概ね指針に従った規定がなされていた。 

⑥ また、多くの施設で意識のない患者への輸血時の確認方法を規定していた。 

⑦ 電子機器による輸血時の患者・血液等の照合・確認を実施している施設は、10 施設

（13.2%）であった。 

⑧ 緊急時または危機的出血時の体制、異型適合血液使用の院内規定の整備は、22 施設

（28.9%）で行われていた。 

⑨ 輸血拒否患者に対する院内規定の整備は、16 施設（19.7%）で行われていた。 

⑩ 輸血中の患者観察時期を規定している施設は、59 施設（77.6%）であり、輸血開始後 5

分間、15 分後、終了後の観察を実施している施設が多かった。 

⑪ 輸血後の確認事項として、輸血副作用の有無、バイタルサイン、輸血後の関連記録の確

認を実施している施設が多かった。 

⑫ 輸血前後の患者検体の保管は、行っている施設が 9 施設（11.8%）、輸血前検体のみ保管

している施設が 53 施設（69.7%）、行っていない施設が 11 施設（14.5%）であり、患者検

体を 2 年以上凍結保管している施設も多くみられた。 

⑬ 輸血後の血液バッグの保管は、行っている施設が 8 施設（10.5%）、行っていない施設が

63 施設（82.9%）であり、ほとんどの施設では 1 週間前後の冷蔵保存を行っていた。 

⑭ 輸血前後の感染症検査は、行っている施設が 22 施設（28.9%）、輸血後のみ実施が 2 施設

（2.6%）、手術前や入院時検査等で実施が 38 施設（50%）、行っていない施設が 13 施設

（17.1%）であった。 

⑮ 輸血前後の HBV 検査は、輸血前に HBｓ抗原検査のみを実施が 45 施設（72.6%）、HBｓ抗

原＋HBｃ抗体＋HBｓ抗体検査を実施が 12 施設（19.4%）と続き、輸血後に核酸増幅検査

を実施が 16 施設（55.2%）、HBｓ抗原検査のみを実施が 13 施設（44.8%）であった。なお、

輸血前後検査について厚生労働省通知項目すべてを実施している施設は 10 施設であっ

た。また、輸血後検査の実施時期は輸血後 3 か月が多かった。 

⑯ 輸血前後の HCV 検査は、輸血前に HCV 抗体検査のみを実施が 57 施設（86.4%）、HCV 抗体

＋HCV コア抗原検査を実施が 9 施設（13.6%）、輸血後に HCV 抗体検査を実施が 14 施設

（55.2%）、HCV コア抗原検査を実施が 13 施設（44.8%）、核酸増幅検査を実施が 2 施設

（6.9%）であった。なお、輸血前後検査について厚生労働省通知項目すべてを実施して

いる施設は 8 施設であった。また、輸血後検査の実施時期は輸血後 3 か月が多かった。 

⑰ 輸血前後の HIV 検査は、ほとんどの施設で HIV 抗体検査が実施され、輸血前が 21 施設

7



（95.5%）、輸血後が 20 施設（95.2%）であった。なお、輸血前後検査について厚生労働

省通知項目すべてを実施している施設は 14 施設であった。また、輸血後検査の実施時期

は輸血後 3 か月が多かった。 

⑱ その他実施の輸血前後の感染症検査は、梅毒検査（輸血前 15 施設、輸血後 2 施設）と

HTLV-I 抗体検査（輸血前後ともに 2 施設）であり、輸血後検査の実施時期は輸血後３か

月位であった。 

⑲ 輸血前後の感染症検査で、保健査定を受けたことがある施設は４施設（5.3%）、ない施設

は 59 施設（77.6%）であった。また、保健査定後は、ほとんどの施設で再審査請求を行

い、復活と報告している施設もあった。 

 

【まとめ】 

① 各施設の輸血医療の管理体制の整備は、血液製剤使用量が多いほど整っている傾向があ

り、それを運営・管理する輸血管理部門、責任医師、担当技師の意識付けは高いと考え

られた。 

② しかし、各施設の血液製剤の適正使用の実践や廃棄量の減少の成果、院内各署への周知

や医師等への指針等をはじめとした輸血医療関連情報の浸透率の低さは、施設間格差が

あるとともに、昨年同様高くないことが認められた。 

③ 今後も、宮城県合同輸血療法委員会として各施設で直接的な指導につなげられるような

継続的実態調査やよりよい変化を実現させるための提言を行い、県内の血液製剤の適正

使用に繋げていく必要がある。 
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