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（２）医療機関での取り組み 

① 北里大学病院 臨床検査診断学  大谷 慎一 

 

 上條 続きまして、各医療機関の取り

組みということで二つの施設からご報告

をお願いします。新鮮凍結血漿とアルブ

ミンの管理でお手本となるということで、

まずは北里大学病院、臨床検査診断学の

大谷慎一先生、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 大谷 それでは私どもの施設の取り組

みを発表させていただきます。これが北

里大学病院の全景です。まず概要ですが、

北里大学病院の概要（平成19年度）

●特定機能病院
●標榜診療科：25診療科
●第三次救命救急センター
●入院許可病床数：1,033床
●1日平均外来患者数：約2,500名
●年間使用輸血用血液製剤： 60,858単位（200ｍｌ換算）
●年間自己血輸血：1,368単位（200ｍｌ換算）
●輸血管理料Ｉ算定施設

特定機能病院で25の診療科があります。

第三次の救命救急センターを擁しており、

病床数が1033、１日平均の外来患者数は

2500名です。年間の製剤ですが、平成19

年度は６万858単位、年間自己血も1368

単位です。また輸血管理料Ⅰを算定して

います。 

まず新鮮凍結血漿の取り組みですが、

適正使用の推進を図っています。ガイド

ラインの周知徹底を呼びかけ、診療各科

に理解していただけるように輸血療法委

員会を通じてお願いしています。輸血療

法委員会では毎回、診療科別の血液製剤

１．新鮮凍結血漿の適正使用推進

１）ガイドラインの周知徹底

２）輸血療法委員会での依頼

３）診療科別使用量の提示（2006年3月より開始）

４）院内ルールの変更

平成17年から：１回の最大払出単位数を10単位に制限

平成19年8月から：LR製剤に換算表を適応

５）輸血セミナーの開催

６）廃棄血削減の依頼

使用量を提示して確認していただいてい

ます。また、平成17年からは院内ルール

の変更に取り組み、１回の最大払出単位

数を10単位ということで制限しています。

仮に30単位のオーダーがあっても、10単

位ずつの払い出しとして、セーブをしな

がら診療側の理解を得て運用してまいり

ました。結果として診療各科に理解され、

浸透してきています。また、平成19年８

月からは、ＬＲ製剤には換算表を適応し

て、後ほどお見せしますが、輸血療法委

員会を初め、各会議体に周知しました。 

また、年３回から４回開催している輸

血セミナーを通じて輸血の適正使用を徹

底して理解していただく機会を設けてい

ます。さらに廃棄血の削減も強化してい

ます。払い出し２時間以上の血液製剤は

廃棄の処置を講じており、徹底した品質

管理の運営を目指しています。 

血液製剤の単位です。1999年から2007

年までをお示しします。大体６万から７

万単位です。最近は５万単位で、ＦＦＰ

についても2003年を境に右肩下がりで減

少しています。2007年は年間約8700単位

まで減少し、特に直近の、青で囲った部



 32 

血液製剤使用単位推移
(単位）

分の使用状況についてお示しします。 

平成19年11月から平成20年12月までの

ＦＦＰと赤血球の各月の使用量です。自

己血を含んでいますが、ＦＦＰは平均を

直近の血液製剤使用量
(平成19年11月～平成20年12月）

(単位）

とると大体741単位。８月は400単位を切

り、390単位で推移しています。赤血球は

1293単位の平均です。さらに比のほうで

は、1999年から2004年までは0.8を切るこ

FFP/RCC比推移(1999～2008)

とは難しい状況でしたが、2005年に0.76

と、0.8を切ってからは順調に改善してい

ます。2007年が0.59、直近までの2008年

のデータでは0.52です。特に赤で囲った

最近の比率をお示しします。 

2006年１月から、私ども大学病院の新

コンピューターシステムが開始され、こ

の結果、データの抽出が輸血部門でも容

FFP/RCC比推移(2006～2008)

１/２PEX－FFP変更(２００８０４）

新コンピューターシステム開始（２００６０１）

輸血管理料I 算定開始（２００６１２）

易となりました。輸血療法委員会におい

て資料提示ができるようになったという

経緯です。その結果を踏まえて、後に説

明しますが、アルブミンも問題なくクリ

アできたので、2006年12月から輸血管理

料の算定を開始しています。 

各月の比です。これは毎月ごとで、0.8

という数値を上回る月もありますが、最

近２年ぐらいについては大体右肩下がり

で推移しており、場合によっては輸血管

理料Ⅱの数値0.4を切るという月も出て

まいりました。大変適正使用が順調に進

んでいると考えています。 

これが換算表です。ＬＲ製剤になって

容量が1.5倍となりましたので、この換算

表に準じて10単位で800mLのオーダーで

新旧新鮮凍結血漿オーダ換算表

平成19年8月1日から適用

単位 FFP容量 mL 推奨オーダ FFP-LR容量 mL 備考

1 80 120 供給は限定

2 160 240

( 3 ) 240 360

4 320 480

( 5 ) 400 600

6 480 720

( 7 ) 560 840

8 640 960

( 9 ) 720 1080

10 800 1200

註①過剰投与に注意する。

註②FFP-LR投与後の検査データより輸血オーダの必要性を判断する。

新旧新鮮凍結血漿オーダ換算表

平成19年8月1日から適用

単位 FFP容量 mL 推奨オーダ FFP-LR容量 mL 備考

1 80 120 供給は限定

2 160 240

( 3 ) 240 360

4 320 480

( 5 ) 400 600

6 480 720

( 7 ) 560 840

8 640 960

( 9 ) 720 1080

10 800 1200

註①過剰投与に注意する。

註②FFP-LR投与後の検査データより輸血オーダの必要性を判断する。
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あれば、それに相当する９単位分720mL

で、ＬＲ２製剤３本の払い出しで対応し

ています。結果として10単位のオーダー

であれば９単位の払い出しであり、１単

位分削減されています。このように換算

表を利用して臨床サイドに理解をいただ

いて今日に至っています。 

さらに今年の４月からの輸血管理料算

輸血管理料算定条件変更後の
FFP/RCC比推移

定条件の変更後のデータです。赤が今ま

でどおりの結果で、この比の推移をあら

わしています。青が２分の１ということ

で、ＦＦＰの血漿交換については２分の

１というデータですが、当院でもこの算

定条件の変更は有効に数値としてもあら

われています。 

次にアルブミン製剤の取り組みです。

適正使用の推進にあたり、ガイドライン

の周知徹底を呼びかけ、診療各科に理解

していただけるように輸血療法委員会を

通じてお願いしています。輸血療法委員

１．アルブミン製剤の適正使用推進

１）ガイドラインの周知徹底

２）輸血療法委員会での依頼

３）診療科別使用量の提示（2006年3月より開始）

４）等張・高張別使用量の提示（2006年3月より開始）

５）アルブミン製剤出納日報作成（2006年12月より開始）

６）アルブミン廃棄量管理（2008年8月より開始）

７）輸血セミナーの開催

会では2006年３月より、診療科別のアル

ブミン製剤使用量、並びに等張・高張別

の使用量を提示して確認していただいて

います。また2006年12月より、アルブミ

ン製剤の出納日報作成を行って薬剤部と

の情報共有を実施して管理を行っていま

す。 

また、昨年2008年８月からは廃棄量の

管理を輸血センター部で実施しています。

基本的には使い切るということですが、

小児科の領域では必要量だけを使ってそ

の残りがすべて廃棄になるので、残りの

あるアルブミン製剤については輸血部ま

で持参していただいて毎日管理をしてい

ます。輸血セミナーについても同様です。 

これが採用されているアルブミン製剤

１．２５％アルブミン ２０ｍｌ（アルブミン容量 ５ｇ）

２．２５％アルブミン ５０ｍｌ（アルブミン容量 １２．５ｇ）

３．５％アルブミン ２５０ｍｌ（アルブミン容量 １２．５ｇ）

です。25％の製剤が２種類、５％が１種

類の３種類を当院では採用して使ってい

ます。こちらはガイドラインで皆様もご

存知と思いますが、使用目的、使用指針

１．アルブミンの使用目的

アルブミン製剤を投与する目的は、血漿膠質浸透圧を維持することにより循環血漿量を
確保すること、および体腔内液や組織間液を血管内に移行させることによって治療抵抗性
の重度の浮腫を治療すること。

２．アルブミンの使用指針

主な適応 アルブミン製剤の種類

膠質浸透圧の改善 高張アルブミン製剤（２０％・２５％）

循環血漿量の是正 等張アルブミン製剤（５％・加熱人血漿たん白を含む）

症 状 投与後の血清アルブミン濃度の目安（目標値）

急性の場合 3.0g/dL以上

慢性の場合 2.5g/dL以上



 34 

です。これを遵守していただいて院内で

運用しています。 

これがアルブミン製剤使用量の年度別

推移です。青が2006年、オレンジが2007

年、赤が2008年ということです。それぞ

れの年でばらついて使用量に大きな変化

アルブミン製剤使用量年度別推移
使用量（ｇ）

は見られませんが、最近、平成20年１月

から11月までのアルブミン製剤の投与患

者を調べて投与の現状を把握しました。 

まず、アルブミン製剤の連続投与日数

を調べました。延べ921人の患者を調べま

したところ、最小は１日、最大長期では

69日で、連続投与が実施されている現状

がわかりました。グラフを見ていただく

アルブミン製剤連続投与日数
（平成20年1月～11月）

投与人数（人）

Ｔｏｔａｌ ９２１人

とわかるように、多くは３日以内です。

３日までにピークが見られます。４日以

後は長期の投与が本当に必要な患者さん

に用いられたということがわかりました。 

そして連続投与日数の比較を行うと、

大体３日以内が大部分で84.3％を占めて

アルブミン製剤連続投与日数での比較
（平成20年1月～11月）

投与人数（人）

Ｔｏｔａｌ ９２１人

いました。赤が５％アルブミンの250mL

製剤。黄色が25％アルブミンの50mL製剤。

青がわずかですが25％アルブミンの25mL

製剤となります。５％アルブミン製剤の

３日以内の使用が最多であることがこれ

でわかりました。多くの患者は３日以内

の投与で終了となっていますが、４日以

上の長期にわたっている症例は15.7％で

あり、アルブミン製剤の投与が必要な患

者さんには必要なだけ連続投与が行われ

ていることも実態として把握されました。 

次に一人当たりの患者さんの平均アル

ブミン製剤の投与本数です。なかなか「グ

ラム」とか単位で言うとイメージがわか

一人当たりの平均アルブミン製剤投与本数
（平成20年1月～11月）

投与本数（本）

１．４ ２．８ ２．７

１０．２ １０．３

８．５

Ｔｏｔａｌ ９２１人

ないと考えましたので、今回は本数で「何

本」とあらわしてみました。結果として、

３日以内で25％アルブミンの20mL製剤は

平均1.4本使われています。25％アルブミ

ンの50mL製剤は2.8本、５％アルブミンの

250mL製剤が2.7本ということで、平均2.7
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本、一人平均は大体３本以内ということ

で徹底されていました。逆に長期投与の

場合は、それぞれ10.2本、10.3本、8.5

本ということで、十分量のアルブミン製

剤は投与されていることがこの検討から

わかりました。 

さらに各診療科別の全アルブミン製剤

の使用量をお示しします。救急科が最大

各科別の全アルブミン製剤使用量
（平成20年1月～11月）使用量（ｇ）

で、あと外科、心臓血管外科と続いてい

ます。以下それぞれであります。救急科

は大体１万4000グラム使っており、当院

では最大です。外科、心臓血管外科が、

それぞれ5000グラム前後です。以下、使

用量です。 

これは、今のものをさらに各科のアル

ブミン製剤別の使用量についても見てみ

各科のアルブミン製剤別使用量
（平成20年1月～11月）

使用量（ｇ）

ました。高張アルブミンが青で25％アル

ブミン製剤ということになります。等張

アルブミンは５％アルブミン製剤という

ことで二つに分けてみたところ、まず救

急科では高張アルブミン製剤（ブルー）

が68.1％の使用となります。等張アルブ

ミン製剤は31.9％使用されています。三

次の救命救急センターということですの

で、高度な医療提供によるものです。 

逆に外科、心臓血管外科は、赤（等張）

がほとんどで、それぞれ79.5％、77.8％

と、５％の等張アルブミンの使用が多い

ことがわかります。順次、それぞれの科

があります。小児科では、ほぼ高張、等

張50％ぐらいの比です。各科の疾患や病

態により、医療スタッフである医師が適

正に判断してアルブミン製剤を使い分け

ていることがわかると思います。 

これは使用比率です。救急科が最大で

33.9％、当院では一番使っています。外

各科別の全アルブミン製剤使用比率
（平成20年1月～11月）

救急科
３３．９％

外科
１２．６％

心臓血管外科
１１．９％

手術室
４．７％

呼吸器内科
５．８％

消化器内科
３．８％

整形外科
３．５％

泌尿器科
３．５％

小児科
３．３％

科が12.6、心臓血管外科が11.9％という

ことであり、この３科で大体６割、60％

を使っていることがわかります。そして

算定条件のアルブミン比が2.0％という

ALB/RCC比の推移
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ことで、当院でははるかに低く推移して

おり、ばらつきはありますが大体1.0前後

であり、適正な使用であると考えていま

す。 

さらには製剤の廃棄です。2008年８月

からアルブミン製剤廃棄量の管理を開始

しました。ほとんどは使い切りというこ

とですが、やはり小児領域、ＮＩＣＵ・

アルブミン製剤廃棄量
廃棄量（ｇ）

小児、ＰＩＣＵはありますが、多くの小

児領域では体重当たりの使用量になるの

でわずかな使用で、場合によってはほん

とに１mL、２mLということで、特に低出

生体重児に使われています。わずかな使

用で足りる症例では残りはすべて廃棄と

なるので、これで当院においては出口ま

で把握して管理することができる体制が

整いました。 

あと実際に使ったものについての査定

です。これも調べましたのでお示ししま

す。これは平成19年12月～平成20年11月

アルブミン製剤査定率（社保）

平成１９年１２月～平成２０年１１月請求分： ８９２,６２０点

平成１９年１２月～平成２０年１１月査定分： ２８,３５１点

１点は１０円

査定率＝ ２８,３５１点／ ８９２,６２０点＝３.１８％

までの１年間の社保のデータをお示しし

ます。請求分としては89万2620点、それ

に対して査定分が２万8351点。１点は10

円ということで金額はそうなります。内

訳は細かく示しませんが、査定がゼロの

月もあります。１月、２月、４月、11月

は全くアルブミンの査定はありませんで

した。これだけ２万8000点はありますが、

17患者で47本分がアルブミンで査定され

ていました。その９割は５％アルブミン

製剤です。査定率としては3.18％。これ

が病院として切られた部分になります。

比較はできませんが、悪くはないのでは

ないかと考えています。 

最後のスライドになります。総括です。

当院での輸血療法の取り組みは、診療各

総括
当院での輸血療法の取組みは、診療各科の理解を得られ推進
されている。

ＦＦＰ／ＲＣＣ比は年々改善しており、適正な輸血療法の実施が
浸透していると考えている。

ＡＬＢ／ＲＣＣ比は、１．０前後であり適正な数値を推移している。

アルブミン製剤の投与状況は、３日以内が約８５％を占めている。

アルブミン製剤の長期投与状況から勘案しても、診療科は適正
な投与を実施していると考えられる。

アルブミン製剤の使用診療科は救急科、外科、心臓血管外科で
約６０％を占めている。

アルブミン製剤の査定率（社保）は３.１８％であった。

科の理解を得られ、推進されている。Ｆ

ＦＰの比は年々改善しており、適正な輸

血療法の実施が浸透していると考えてい

ます。アルブミン比は1.0前後であり、こ

れも適正な数値を推移しています。アル

ブミン製剤の投与状況は３日以内が約

85％を占めています。アルブミン製剤の

長期投与状況から勘案しても、診療科は

適正な投与を実施していると考えていま

す。アルブミン製剤の使用診療科は、救

急科、外科、心臓血管外科で約60％を占

めています。アルブミン製剤の査定率は
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社保分ですが、3.18％ありました。以上

です。ありがとうございました。 

 

 

 上條 大谷先生、ありがとうございま

した。北里大学病院の非常にきれいなデ

ータと、とてもすばらしい取り組みにつ

いてご報告いただきました。実際の運用

などに関してフロアから、ぜひこの機会

ですのでご質問をお願いします。 

 先生、私から１点、お伺いします。Ｆ

ＦＰ、ＬＲが導入されたときの換算表の

運用の実際について。当院でもＦＦＰの

問題があります。ＬＲになったことを宣

伝広報はしていますが、どうしても各科

のマニュアルとか従来どおりのセットオ

ーダーで入ってきてしまうことがあって、

なかなかすぐに解決するという状況に至

っていない部分もあります。先生方のオ

ーダーの換算表のところは、医師は従来

どおりの感覚でオーダーして、輸血部で

出庫するときに換算して出しているとい

うことでよろしいでしょうか。 

 大谷 そうです。先生方には10単位。

中には、わかってきている先生方は９と

いうオーダーも、少ないですがあります。

今までどおりの感覚というか、10単位と

いうことでオーダーはしていただいても、

払い出しは３本で９単位分ということで

徹底してやっています。 

 上條 そういったことに関して、医師

というよりも、ナースサイドから「混乱

する」とか、そういったことはありませ

んでしたか。 

 大谷 輸血療法委員会を通じで、まず

きちっと広報しました。病院の会議体で

す。教授の先生方の会議とか、それ以下

の会議も含めて、看護師のほうの全体会

議でもかなり周到に準備して広報という

か、ご協力をいただいておりましたので

特に混乱はなかったと思います。 

 上條 今後もこの換算表という形式で

ずっと継続なさるご予定ですか。 

 大谷 そうです。これで今のところは

続けていますが診療科は慣れてしまった

ようです。当院では取り組みとしては非

常によかったと思っています。 
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② 横浜労災病院 輸血部  山形 篤志 

 

上條 ありがとうございました。次の

演題は、横浜労災病院、輸血部の山形篤

志先生です。先ほどは大学病院の取り組

みについて、今度は労災病院という新横

浜にある大きな病院の輸血部活動の現状

について、運用面、実際的な面を中心に

ご報告いただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

 

 山形 ＦＦＰ、アルブミン適正使用へ

の当院の取り組みについて報告します。

まず当院輸血部の概要をお示しします。

輸血部は中央検査科内の一部門で、細菌

2

心電図 神経生理

細胞診

超音波細菌

輸血

輸血部

病理部

中央検査科 組織生化学 血液 血清

一般院内外注

Group A 13名 Group B

13名

（２名）

心電図 神経生理

細胞診

超音波細菌

輸血

輸血部

病理部

中央検査科 組織生化学 血液 血清

一般院内外注

Group A 13名 Group B

13名

（２名）

検査、超音波検査、それから輸血検査を

担当するＡグループの職員が通常業務を

行っています。輸血部は輸血部長１名と

臨床検査技師２名から成っています。輸

3

輸血部概要

輸血部長 1名 （血液内科兼任）

臨床検査技師 2名 （1名は認定輸血検査技師）

輸血製剤の一元管理（平成3年開院時より）

血漿分画製剤は薬剤部が管理

オーダリング実施

自己血採血の実施

輸血療法委員会設置

24時間体制

血部長は血液内科と兼任で、臨床検査技

師は１名が専従、もう１名は一日もしく

は半日のローテーションで業務を行って

います。輸血製剤の一元管理、コンピュ

ーターを用いたオーダリング、それから

輸血部採血室での自己血採血業務を行っ

ており、輸血療法委員会を設置していま

す。血漿分画製剤は薬剤部が管理してい

ます。 

 24時間体制は、検体検査を含む時間外

業務として、病院職員１名と委託職員１

名の２名で輸血関連業務は病院職員が行

うことになっています。必ずしも輸血検

査に熟練者ばかりではないため、担当者

4

24時間体制（夜勤業務）

検体検査を含む時間外業務（交代制勤務）

2名で対応（病院職員1名：委託職員1名）

輸血業務は病院職員が実施

血液型・不規則抗体検査、交差適合試験

製剤管理（発注、納品、出庫、返品、照射）

機器管理（保冷庫・恒温槽の温度チェック）

バックアップ連絡網を整備

で判断できない場合はバックアップ体制

をとっています。 

 当院の血液製剤使用状況をお示ししま

す。平成19年度の使用です。ＲＣＣが

5

血液製剤使用状況Ⅰ

138 単位12 単位 (0.7%)1,651 単位FFP

555 単位０ 単位 (0.0%)6,665 単位PC

138 単位408 単位 (19.8%)1,650 単位自己血

682 ｇ０ g  (0.0%)
8,187.5 ｇ

（2,729 単位）
ALB

369 単位202 単位 (4.3%)4,422 単位RCC

月間使用数廃棄数年間使用数製剤名

07年4月～08年3月

（平成19年度）
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4422単位、ＦＦＰが1651単位、ＰＣが6665

単位、自己血が1650単位、アルブミンは

8187.5グラムになっています。ＦＦＰ／

ＲＢＣ比とアルブミン／ＲＢＣ比は表の

6

血液製剤使用状況Ⅱ

0.37
(2230/5981)

0.18
(1048/5981)

08年

0.4 >0.18
(1048/5855)

0.16
(1046/6624)

FFP

/ RBC

2.0 >0.50
(2952/5855)

0.28
(1830/6624)

ALB

/ RBC

管理Ⅱ07年06年

06年1月～08年11月

ごとくなっています。３年間の値を見ま

したが、特に大きな変化はありませんで

した。当院は管理Ⅱを申請しています。 

 診療科ごとの赤血球製剤使用の使用状

況をグラフに示しました。ＲＣＣは血液

内科、胸部外科、その他外科、いわゆる

腹部外科、それから消化器内科の順で多

く、自己血は整形外科、泌尿器科、胸部

7

診療科別RCC・自己血使用状況
07年1月～07年12月

0

200
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胸
部
外
科

整
形
外
科

泌
尿
器
科
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人
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そ
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科

血
液
内
科

消
化
器
内
科

そ
の他
内
科
小
児
科

RBC

自己血

単位数

外科の順に多く使用していました。小児

科の使用量は極めて少ないことがわかり

ました。 

 診療科別のＦＦＰ・アルブミン使用状

況を示します。ＦＦＰの使用は胸部外科、

その他外科、血液内科、消化器内科で約

87％を占めており、アルブミンはその他

外科、血液内科、消化器内科、その他内

8

診療科別FFP・Alb使用状況Ⅰ

0
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外
科
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科

泌
尿
器
科

産
婦
人
科

そ
の
他
外
科

血
液
内
科

消
化
器
内
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内
科
小
児
科

FFP

Alb

07年1月～07年12月
単位数

科の４科で約80％を占めています。その

他内科の内訳は循環器科と呼吸器科の２

科になります。ＦＦＰ・アルブミン使用

状況で、その他外科の内訳を見ると、そ

の使用のほとんどが外科、いわゆる腹部

外科でした。外科の自己血の使用量は２

単位のみであります。心臓血管外科は自

己血の使用量が多いことを考えると、全

9

診療科別FFP・Alb使用状況Ⅱ

0

100

200

300

400

500

600

外科 脳外科 口腔外科 耳鼻科 麻酔科

FFP

Alb

自己血

07年1月～07年12月単位数

血の代替えとして自己血を使用している

ことで、ＦＦＰ・アルブミンの使用が抑

えられているのではないかと推測されま

した。 

 診療科別のＦＦＰ／ＲＢＣ比を示しま

した。小児科が0.72と高い値を示しまし

たが、ＦＦＰ製剤が26単位で全体の2.5％、

赤血球製剤の使用量が36単位で全体の

0.8％とわずかでした。基準の0.4を超え

ているのは、消化器内科の4.1％（資料で

は「0.41％」）と、その他外科0.44％のみ

でした。アルブミン／ＲＢＣ比も小児科
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10

診療科別FFP/RBC比

0.21

0.04 0.05

0.14

0.44

0.16

0.41

0.01
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11

診療科別Alb/RBC比

0.06 0.12
0.33 0.26

0.9

0.39

1.67

1.16

2.89
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07年1月～07年12月
比率

はＦＦＰと同様の傾向を示し、単位換算

で104単位で全体の3.5％と使用量は少な

いのですが、2.89という値を示しました。

他の診療科は基準の2.0を下回っており、

消化器内科の1.67がやや高値でした。 

 外科系診療科での自己血の使用状況を

見てみました。自己血、ＲＣＣ、ＦＦＰ

の３製剤のうち、自己血は39％を占めて

12

外科系診療科での自己血使用状況

14%

47%

39% 

３製剤での占める
割合

赤血球製剤での占
める割合

製剤使用数

FFP ： 584 単位

54%RCC ：1887 単位

46% 自己血：1586 単位

比製剤の組み合わせ

0.31
FFP／RCC
584／1887

0.17
FFP／自己血＋RCC
584／(1586+1887)

07年1月～07年12月

おり、赤血球だけで見ると46％と多く、

当院では自己血の比率が高いことがわか

りました。以上のように、特に取り組み

と言えるような工夫がないまま数値基準

13

当院の血液製剤使用上の特徴

自己血の使用

血漿交換実施症例が少数
（2006年症例なし、2007年2例、2008年1例）

臓器移植症例がない

輸血療法委員会での使用量等の報告

をクリアしているわけですが、当院の血

液製剤の使用上の特徴としては自己血の

使用が多いこと、血漿交換実施症例が少

ないこと、それから臓器移植症例がない

ことが挙げられます。 

 特にＦＦＰ・アルブミンの使用に特化

した取り組みではないのですが、輸血療

法委員会での活動が適正輸血に大きく貢

14

輸血療法委員会（2ヶ月に1回）

委員長：輸血部長

委 員：11名

医師 5名（学会認定医 1名）

血液内科、外科、整形外科、心臓血管外科、麻酔科

薬剤師・看護師(師長）・事務(医事課) 各１名

検査技師 ３名（技師長、認定輸血検査技師 2名）

献していると思われます。輸血療法委員

会は委員長の輸血部長と委員11名で構成

されており、内訳は医師５名、薬剤師１

名、看護師１名、事務職１名に、臨床検

査技師３名です。年６回の開催を行って

います。 

 議事内容は、診療科別製剤別月間使用

状況報告、自己血貯血症例状況報告、診

療報酬査定状況、副作用報告、製剤廃棄

報告、その他としてインシデント報告等

を行っています。事務局は輸血部であり、

会議資料の作成、議事録の作成を行って
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15

輸血療法委員会議事内容
診療科別製剤別月間使用状況報告

自己血貯血症例状況報告

診療報酬査定状況

副作用報告

製剤廃棄報告

その他（インシデント報告等）

事務局は輸血部（資料作成、議事録作成）

運営連絡会で報告→事務系を含めた病院幹部、
診療科部長、師長への周知

います。輸血療法委員会での決定事項は

運営連絡会議で報告され、事務系を含め

た病院幹部、診療科部長、看護師長へ周

知されます。つまり輸血業務関連の取り

組みについては、輸血療法委員会での決

定が直ちに病院内に周知徹底されること

になっています。これが大きく効果を発

揮していると思われます。 

以上、当院の血液製剤使用の現状につ

いて報告させていただきました。 終決

定は病院幹部でなされるものの、輸血療

法委員会での決定事項を運営連絡会議で

16

考 案

当院での血液製剤使用の現況について報告した。

輸血療法委員会の決定事項が、病院での決定事項と
して周知されることで管理されていると考えられた。

これは、輸血部が自己血貯血で診療に参加し、輸血
療法委員会が病院組織内で一定の位置を占めている
ことによると推測された。

報告することにより、病院内の周知徹底

をしていることが管理の要（かなめ）で

あり、これは輸血部が自己血貯血診療に

参加し、輸血療法委員会が病院組織内の

一定の位置を占めていることによると推

測されました。以上です。 

 

 

 上條 山形先生、横浜労災病院での取

り組みと報告についての発表をありがと

うございました。フロアからの質問やコ

メントをお受けしたいと思います。 

 先生、私から１点、お願いします。先

生方のところの輸血療法委員会は２カ月

に一度運営しておられて、使用状況もと

てもきれいです。特に消化器内科のアル

ブミン／赤血球比は、神奈川県内、今回

の全体の施設の平均４程度が、労災病院

は1.67といったこともございます。非常

に丁寧な使い方をなさっているんじゃな

いかと考えますが、輸血療法委員会の出

席率というのはどのぐらいでしょうか。 

 山形 計算はしてないのですが、大体

７割ぐらいは出ています。 

 上條 問題症例の検討等はそこではな

さって。 

 山形 実際の細かい使用状況について

はそれほど検討はしてないのですが、特

に廃棄になってしまった症例といったも

のについては検討しています。 

 上條 ありがとうございます。労災病

院は輸血部長の佐藤先生が年間約500人

の自己血を一人で採っていらっしゃると

いうこともあり、輸血療法委員会、あと

輸血部が院内に非常に深く浸透している

施設ではないかと考えています。山形先

生、どうもありがとうございました。高

橋先生、コメントをお願いいたします。 

 高橋 東大の輸血部の高橋です。今の

山形先生の、ということではなく、先ほ

ど来の寺内先生と大谷先生の３人の発表

を伺っていまして、非常に適正使用がう

まく進んでおり、それには相当な工夫が

なされていることがよくわかりました。
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これはもう少し追加の調査が必要かもし

れませんが、神奈川県のこういう状況を

よく整理して、こういうふうにすれば適

正使用が進みやすいんだという要因をう

まく発信していくことが大事じゃないか

なと思います。 

 今の山形先生のお話でも、それほど特

に苦労なく実現したというお話でした。

実際は私ども東大病院のような大変なと

ころも、まだまだあります。そういうと

ころに向けて、ぜひこのすばらしい実績

を、こういうふうにすればできるんだと

いうのをまとめて発信していただければ

と思います。 

 山形 ありがとうございました。 

 上條 高橋先生、ありがとうございま

した。ほかに全体を通じて、フロアから

質問やコメント等はございますか。なけ

ればこのセッションを終了させていただ

きます。山形先生、ありがとうございま

した。（拍手） 

 

 




