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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 

 
平成２１年２月２４日 
 

視察委員長 面川 進  
視察委員 山内史朗、能登谷武、藤田秀文、金田深樹、 

村岡利生、寺田 亨、阿部 真 
 

施 設： 秋田組合総合病院 
日 時： 平成 21 年 1月 23 日 10:00～16:30 

 
１．施設概要 
 
11．診察内容 
 秋田県の中央部、秋田市北部に位置する病床数 479 床、診療科 24 科の総合病院である。血液
内科は標榜していないが、血液の専門医２名を抱え、骨髄移植が２例行われていた（2008 年）。
病院機能評価機構の認定を受けている地域の基幹病院である。 
 
12．輸血量 
 2007 年の血液製剤年間使用量は、赤血球製剤 2,688 単位、新鮮凍結血漿 1,870 単位、濃厚血
小板 5,250 単位であった。血漿分画製剤は資材課管理で、アルブミン 1,722 本、グロブリン 667
本、凝固因子製剤 88 本の使用量である。輸血療法委員会に、血液の使用数、廃棄数を含め、統
計報告がされている。直近データ（2008 年）による廃棄率は、赤血球製剤 0.78%、新鮮凍結血
漿 1.66%、濃厚血小板 0.38%であった。新鮮凍結血漿は、消化器外科での使用が多く、また、
今年度は血漿交換事例が多く、使用単位数が増加していた。自己血輸血も実施されており、貯血
式自己血輸血件数は 170 回、患者 150 名で、400mL バッグでの全血貯血であった。 
 
13．輸血部門 
 輸血部門は、臨床検査部の血液検査と輸血業務を担当する４名の内、輸血検査を１名がローテ
ーションで担当している。時間外では、臨床検査課職員 28 名中 23 名で、当直制を行っており、
輸血担当がオンコールによる応援体制をとっている。その他、新規採用者や経験年数の浅い技師
が当直の場合は、輸血担当者から事前にトレーニングを受けている。輸血検査依頼は伝票での運
用であるが、輸血伝票は病棟で出力され、検体とともに輸血検査部門に搬入される。輸血検査部
門では、交差適合試験や製剤保管・管理等の輸血検査業務のほか、手術室への血液製剤搬送、自
己血の保管管理などを行っている。なお、自己血の採血には関与せず、保管のみである。 
 輸血部門に責任医師は、配置されていないが、輸血療法委員会委員長が実質的な責任医師であ
る。輸血部門に、認定輸血検査技師は配置されておらない。 
輸血検査室は外来のある建物の２階に位置しており、手術室、ICUは同じ階にある。輸血部門

として、ゆとりのある広さではないが機能的に、よく整理整頓されている。 
 マニュアル類は輸血検査、当直用、救命救急センター用、自己血管理、副作用対策など、具備
するべき書類はおおむね整備されている。 
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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 

・ 輸血療法委員会は内科医師（血液
内科）を委員長とする 16 名の委員
(医師 6名、薬剤師 1名、臨床検査技
師 2名、看護師 6名、事務員(資材課))
で構成され、 年 4 回（H20.4 月以
降は各月開催となり年 6 回を予定）
開催されていた。 
・ 議事録は毎回保管されており、院
内の検討事項、取決め等が記載され
ていた。 
・ 輸血療法委員会での検討事項、取
決め等の院内への周知徹底・情報は
「輸血ニュース」として全職員に配
布され、伝達されていた。 
・ 血液内科医師が責任医師として任
命されている。 
・ 輸血部門担当者は血液検査を兼務
しつつ 4名で構成されている。  
・ 血液製剤の管理が行われており一
元化された輸血管理体制である。一
方、自己血採血が病棟・外来で行わ
れており、保管のみを検査部門で行
っていた。 
・ アルブミン製剤は、資材課の管理
となっていた。 
・ 時間外輸血管理業務は輸血担当以
外も含めた 23 名で行うため、トレー
ニングが実施されていた。 
・ バックアップ体制として責任医師
とともに輸血管理業務担当技師 4 名
の氏名・連絡先が明記され、問題発
生時に直ちに対応できる体制が構築
されていた。 
・ 監査委員会の設置や輸血療法委員
会の機能として、輸血療法に関する
監査、適正使用の症例検討を行って
いる段階にはなかった。 
・ インフォームドコンセントはよく
実施されて同意書もきちんと整理さ
れていた。同意書は、検査部門で確
認できる体制が構築されていた。 
・ 「輸血後感染症検査の実施」通知
も良く行われていた。 

・ 重要事項は満たされている。 
・ 輸血療法委員会の構成に、医事
課職員、医療安全管理看護師の参
加が望ましい。 
・ 委員の出席率向上に努めるこ
と。 
・ 委員会の議題として、適正輸血
として に関する症例検討を加え
ること。 
・ 時間外担当者への輸血管理業
務、トレーニング内容、日時、使
用教材、受講者の習熟度などの記
録をすることが望ましい。 
・ 院内監査は、安全管理委員会か
ら構成員を加えることで、可能と
考えられる。 
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C  輸血用血液の搬入  
 C1.000 血液センター 
           からの搬入 

・ 日当直時も含めて、担当者は血液
の搬入に立ち会い、照合を行い、記
録していた。 
・ 血液バッグの外観検査が、行われ
ており、記録もされていた。 

・ 重要事項は満たされている。 
 

D  輸血用血液の適正な 
             保管管理       
 D1.000 保管条件 
 D2.000 日常および定期 
         異常時の対応 

・ 輸血用血液は輸血部門の必須条件
を満たした専用保冷庫のみで保管さ
れていた。 
・ 保冷庫の日常点検は実施され、記
録されており、庫内温度は表示温度
と実測温度が記録されていた。 
・ 自記記録用紙が入っていない赤
血球製剤用保冷庫が確認された。 
・ メーカーによる定期保守点検は行
われていない。異常発生時の警報発
生試験が行われていない保冷庫が確
認された。 

・ 重要事項は満たされていな
い。 
・ 自記記録紙の確認は、取説に従
い行われるべきで、改善が必要で
ある。 
・ 異常発生を知るために警報装
置の試験は行われるべきである。 

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 

・ 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。 
病棟への出庫は当日使用分のみで病
棟での製剤保管はしていない。 
・ 手術室からの未使用返却分の血液
製剤は他の患者に転用している。病
棟からの未使用返却分は、感染性医
療廃棄物として処理されている。 
・ 血 液 製 剤 の 廃 棄 割 合 は
MAP0.78%、FFP1.66%、PC0.38%
（平均 0.94%）。市内のメリット生か
し、平均 0.94％と理想的な廃棄率を
確立していた。 
・ 手術室への製剤搬送は検査科で行
っている。 
・ 患者住所も製剤管理システムに記
録されており、記録類の保管も適切
に行われている。 

・ 重要事項は満たされている。 
 
 
 

F  輸血用血液の受け 
             払い管理 
 F1.000 輸血用血液の 
                 発注                 
  
 
 
 
 
 
 F2.000 輸血用血液の 
                 搬出  

・ 血液センターへの輸血用血液の発
注は全て輸血部門で行っていた。 
・ 輸血申し込みは、医師がコンピュ
ータ入力し、依頼書を印刷して輸血
部門へ送っていた。 
・ 依頼書の内容は、必要事項を満た
している。 
・ 輸血部門では、申し込み内容を輸
血システム（オルコス）に入力し業
務を行っている。 
・ 輸血部門からの払い出しは当日使
用分のみであり病棟では専用保冷庫

・ 重要事項は満たされている。 
・ 医師が輸血申込書を作成する
際、血液型を手入力している。入
力ミスは異型輸血につながる可
能性がある。 
・ 輸血管理システムの活用を
検討していただきたい。 
・ 輸血オーダーシステムの導入
は医師の輸血申し込み作業を軽
減し、輸血システムへの入力ミス
を防止できる。また輸血申し込み
の履歴管理も簡単になることか
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 F3.000 搬出後の血液の 
             取り扱い   

がないため保管していない。 
・ 払い出しは 24 時間、検査科技師と
看護師で必要な照合事項を双方で交
互に復唱して確認している。 
・ 輸血セットも輸血部門で管理し製
剤と一緒に払い出している。 
・ 手術室（7室）では保冷庫があり保
管可能であったが、ほとんどが必要
時に輸血部門で搬入するため、手術
室保管は稀であった。 
・ 手術室血液保冷庫の管理は手術室
で行っている。 

らオーダーシステム更新のさい
は検討することが望ましい。 

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 
 
 
 
 
 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 

・ 検査室・採血室の整備では、必要
な機材、設備は整っており、よく整
頓されていた。 
・ 輸血検査は自動輸血検査装置オリ
ンパス ID-GelStation が導入されて
おり、異なるタイミングで採血され
た検体による 2 回の血液型判定が実
施されていた。 
・ 機器の保守管理マニュアル、精度
管理マニュアルがあり適切に管理さ
れ記録していた。 
・ 血液型検査、不規則抗体スクリー
ニングでは、ABO 血液型、Rh 式血
液型、不規則抗体スクリーニングそ
れぞれの検査法マニュアルがあり、
それに従って適切に検査されてい
た。 
・ 輸血前に不規則抗体スクリーニン
グが実施されていた。 
・ 不規則性抗体が検出された場合、
患者にその旨を記載したカードを発
行していない。 
・ 適合試験では、交差適合試験検査
マニュアルがあり、それに従って検
査されていた。 
・ 交差適合試験の検体は血液型検査
の検体と異なる時期に採血してい
る。 
・ 37℃で反応する抗体を検出する間
接抗グロブリン法を用いて行われて
いる。 
・ 生理食塩水法のみ主・副試験双方
を行いＡＢＯ型不適合輸血を防止し
ている。 
・ 緊急時や大量輸血時の対応の手順

・ 重要事項は満たされている。 
・ 臨床的に意義がある不規則性
抗体が検出された場合、患者が
「不規則性抗体保有カード」を携
帯することで、適合血の準備が迅
速に行われ、また抗体価が低下し
ても見逃しがなくなるため発行
することが望ましい。 
・ 輸血担当者以外の技師が日当
直で輸血検査や製剤管理業務を
行う機会は少ないため、定期的に
トレーニングする必要がある。 
・ T&S、MSBOS または SBOE 適
応となる術式を決める必要があ
る。 
（過去の手術症例から出血量、輸
血量を調査し、待機的な手術での
血液準備量、準備方法を決めてお
くことは、過剰な血液準備からく
る廃棄を減らす効果がある。） 
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 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  

書を整備している。 
・ コンピュータクロスマッチは実施
していない。 
・ 手術時の血液準備量では、T&S は
今年 1 月から稼動していたが、 
MSBOS、SBOE は導入されていな
い。 
・ 日当直者に対して輸血検査に関す
る定期的なトレーニングが実施され
ていない。 
・ 夜間，休日の輸血検査の管理では、
休日、夜間の輸血検査ﾏﾆｭｱﾙが整備さ
れている。対応困難な場合のバック
アップ体制が整備されている。 

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 

・ 厚生労働省からの指針は医師に配
布され、診療部門には輸血療法マニ
ュアルがあり、輸血部門には輸血検
査マニュアルが整備されている。そ
の中には部門で必要な「血液製剤の
使用指針」の要約や輸血実施手順書
が適切にファイリングされている。 
・ 輸血療法委員会の決定事項が院内
に周知徹底させる方法として、「輸
血ニュース」を発行し職員に周知、
伝達している。 
・ 実施手順における輸血依頼は、輸
血申込書が診療側で３部印刷され、
１）カルテに、２）検査科→病棟・
外来→検査科、３）医事課に流れて
いる。輸血申込書を手書きにしない
方法として、富士通オーダーリング
システムよりテンプレートを作成
し、入力されている。厚生連は輸血
業務がオーダーリングでないこと
から、診療側の苦肉の策で、独自の
方法を用いている。輸血業務全体の
本来のオーダーリング実施が重要
である。 
・ 血液バックと２枚の輸血依頼書が
病棟に出庫され照合された後、看護
側では輸血施行時の確認・チェック
表に移行し、患者確認がおこなわれ
ている。このチェック表を用いて輸
血前、輸血中、輸血後の患者取り違
え、ベッドサイドでの確認、輸血副
作用の有無確認と、記録が行われて
いる。さらにチェック表は一日一回

・ 重要事項は満たされている。 
・ 輸血前、中、後の確認の有無は、
輸血申込書に組み入れることで
可能になり、出庫からの一連の
「ながれ」が確立できると思わ
れることから、輸血申込書の様
式の検討が望ましい。チェック
リストによる輸血施行時の照合
確認は重要である。チェックリ
ストには患者ＩＤ番号を入れる
等と輸血申込書との連携を考
え、それぞれを再考することが
早急に望まれる。確認するべき
書類が輸血後まで連続していな
いことから、輸血業務が連続し
て、一枚の伝票で運用されるべ
きと考える。 
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一患者の記録ではなく、数日分が利
用可能なチェック表として使用さ
れていた。 

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 

・ 副作用の管理・対策について、副
作用発生時の「ながれ」はフローチ
ャートがあり、輸血ニュースで職員
にも徹底され評価できる。主治医が
判断し血液センターへの報告の是
非を決定しており、全数報告してい
るわけでない。しかし重篤な副作用
は血液センターの報告用紙で報告
されている。 
・ 副作用発生時のマニュアルや緊急
連絡方法も整備されている。輸血部
門の重要な役割である安全性の確
保のモニタリングは実施されてい
る。 
・ 輸血前後の肝炎検査の実施率が低
い。 
・ 診療科別に実施する内容・頻度が
食い違っており、従来保険請求で査
定されたこともあることがその理
由。輸血前後の検体保管については
実施されている。 
 

・ 重要事項は満たされている。 
・ 軽微な副作用も把握できる体
制の整備が望ましい。 
・ 輸血前・後の感染症検査の実施
率をあげる工夫が望ましい。 

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 
 

・ 昨年実績自己血実施回数 170 回／
年であった。  
・ 自己血採血計画は、主治医のとこ
ろだけとなっており、保管管理を行
う輸血検査部門に伝えられていな
い。 
・ 採血時医師の立ち会いはなく、急
変時は主治医に電話連絡し指示を仰
ぐかもしくは病棟内にいる医師が対
応する。 
・ 採血は病棟で実施。 
・ 消毒は、規定の方法で実施されて
いた。 
・ 減圧採血装置やチューブシーラー
は、科ごとに準備されている。 
・ 一部の科で、実施されている患者
用のクリニカルパスは、非常によい
と思われるが、診療科ごとのクリニ
カルパスを実施していて、院内で統
一されていない。 
・ 採血する看護師は決まっていな
い。 

・ 重要事項は満たされている。 
・ 自己血採血に対する医師の関
与が少ない。 
・  
・ 自己血のクリニカルパスの院
内統一が望ましい。 
・ 自己血を採血する診療科での
採血者が限定されていない。病棟
２２人の看護師に採血手技の周
知徹底が可能かどうか、問題が残
る。 
・ 採血量に関するインシデント
事例の報告をあげることが望ま
しい。 
・ セグメントの作成の見本を検
査科より提示し、統一された形態
とすることが望ましい。 
・ 機器の操作法、採血手技等消毒
方法など、自己血採血を実施する
看護師への周知、医師の関与等に
ついて、また、自己血採血の中央
化に向けての検討が望ましい。 
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 J5.000 実施と記録 ・ 自己血の保管等は、同種血と同様
適切に行われている。保管は、同種
血と別の冷蔵庫で保管温度が記録さ
れていた。 
・ 自己血成分採血はない。 
 

・ 自己血採血計画書は、保管管理
を行う検査部門にも連絡し、それ
をもとに検査科で自己血採血ラ
ベルを印刷し、患者が自署するべ
きである。 

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 

実施してない。  
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 よりよい輸血療法のために、以下の改善点を挙げる。 
 
３．改善すべき事項の要約 
 
1. 輸血療法委員会委員の委員会出席率をあげる工夫が必要である。 
2. 輸血のインシデント事例は、輸血療法委員会が中心に解析され、改善事項等を検討し、その改善
策について承認、実施されるべきである。 

3. 異常発生を知るために警報装置の試験が定期的に行われるべきである。 
4. 手入力による輸血依頼書の血液型記入間違いは異型輸血につながる可能性があり、直近の血液型
検査結果が取り込まれるようシステムのカスタマイズが必要である。 

5. 輸血検査や製剤管理業務を行う機会は少ない輸血担当者以外の技師に対して、定期的に、輸血検
査に関するトレーニングを行う必要がある。 

6. T&S 適応となる術式を決める必要がある。 
7. MSBOS または SBOE の導入が必要である。 
8. 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（クリニカルパス等）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。 
 

 
４．改善が望まれる事項 
 
1. 導入済の輸血管理システムの活用を検討していただきたい。 
2. 輸血療法委員会の構成に、医事課職員の参加、看護師では安全管理関連職員の参加が望まし

い。 
3. 輸血療法委員会の議題として、適正輸血としての症例検討、各部門が行っている輸血管理業

務の連携や連合性をもたせる工夫を議論することが望ましい。 
4. 管理体制では、移動（施設間での配置替え）の問題はあるが、輸血認定技師の配置をお願い

したい。 
5. 臨床的に意義がある不規則性抗体が検出された場合、患者に「不規則性抗体保有カード」を

発行することが必要である。 
6. 時間外担当者への輸血管理業務のトレーニング内容、日時、使用教材、受講者の習熟度など

の記録をすることが望ましい。 
7. 血漿分画製剤の管理も輸血部門で行うことが望ましい。（輸血管理料取得の観点から） 
8. 輸血オーダーシステムの導入は医師の輸血申し込み作業を軽減し、輸血システムへの入力ミ

スを防止できる。また輸血申し込みの履歴管理も簡単になることからオーダーシステム更新
時に検討することが望ましい。 

9. チェックリストには患者ＩＤ番号もしくはカルテ ID 番号を入れること。 
10. チェックリストと輸血申込書との連携を考え、それぞれを再考することが早急に望まれる。 
11. 輸血後の感染症検査の実施率をあげる工夫が望ましい。 
12. 一部の病棟で実施されている自己血採血のクリニカルパス（患者用を含む）を院内で統一し、

使用することが望ましい。 
13. 自己血採血計画書は、保管管理を行う検査部門にも連絡し、それをもとに検査科で自己血採

血ラベルを印刷してから、患者に自署頂くのが望ましい。 
14. 自己血採血時のインシデント事例の報告をあげることが望ましい。 
15. 自己血採血バッグでのセグメントの作成は統一された形態とすることが望ましい。 
16. 機器の操作法、採血手技等消毒方法など、自己血採血を実施する看護師への周知、医師の関

与等について、また、自己血採血の中央化に向けて検討して頂くことが望ましい。 
 以上  


