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３．輸血検査に関する調査 

＜座長＞ 神奈川県赤十字血液センター        所 長    稲葉 頌一 

委員会事務局 神奈川県赤十字血液センター 学術課    竹内 祐貴 

 

稲葉 これで第４回の最後の発表にな

ります。今日はずっとタイトなスケジュ

ールだったので、皆さん、くたびれたの

ではないかと思います。今回はちょっと

毛色の変わった調査をさせていただきま

した。神奈川県の医療施設における輸血

検査の実態はどうなのか。これは特に検

査技師の方にお伺いしても技師のいない

施設での輸血検査の状況がよくわからな

いことがありましたので、そういう部分

についてどの程度の安全性が担保されて

いるのかをちゃんと調べる必要があるだ

ろうということが世話人会で決まり、今

回やらせていただくことになりました。 

日本の医療保険制度というのは、そう

いう意味では検査技師さんがいなくても

輸血できるということになっています。

外国に比べると約10倍ぐらいの施設で輸

血がされていることは以前からわかって

いたわけで、その状況がどの程度実態と

して把握できるのかということでアンケ

ートしました。神奈川県赤十字血液セン

ター、学術課の竹内祐貴から発表いたし

ます。 

 

 

竹内 輸血検査に関する調査というこ

とでアンケート調査をさせていただきま

した。このアンケート調査の目的は、輸

血検査実施時に、臨床または衛生検査技

師（以下「検査技師」と言います）が、

その現状について調査するということで

す。 

 まずアンケートの依頼先です。平成19

年度に県内赤十字血液センターのほうか

アンケート依頼先：平成１９年度に赤血球製剤の供給のあった
４２０医療機関

回収施設：２７５医療機関（回収率：65.5％）
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※１：療養病床含む ※２：供給本数は赤血球製剤の本数

ら赤血球製剤をお届けした420の施設で

す。その病床数別の施設をこちらにお示

しします。この病床数は療養病床も含む

ということです。そして今回、供給本数

は200も１本、400も１本ということです。

輸血検査が調査の目的でしたので、この

供給本数が交差試験等の回数になるので

はないかということで、そのような本数

でまとめました。 

300床以上の72施設で赤血球の７割程

度をお使いいただいていることになりま

す。また施設の多い、この19床以下の施

設では大体２％弱ということになってい

ます。そのような医療機関にアンケート

をさせていただき、275医療機関から回収

しました。65.5％でした。その回収施設

とパーセントをお示しします。比較的規

模の小さい医療機関からも回収をいただ

いたことを大変ありがたいと思っていま

す。また、回収施設の供給本数もこちら

のほうにお示しします。12万本分程度の
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赤血球をお使いいただいた施設からの回

答があったということです。 

「輸血検査に関する調査」
アンケートの内容

●検査技師の配置について

〇輸血検査の現状について

 輸血検査に関する調査ということでア

ンケートの内容ですが、大きく２つに分

かれます。まず医療機関においての検査

技師の配置についての質問、もう１つは

輸血検査の現状についてという質問です。 

 まずは検査技師の配置の質問について

説明します。問１は、輸血検査担当の検

査技師がいますかという設問です。これ
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問１．輸血検査担当の検査技師がいますか？ n 275

を見ていただくと、病床数が多くなれば

なるほど、この検査技師がいることがわ

かると思います。19床以下では17施設

（20％）、20～99床では49施設（80％）、

100～299床では78施設（95％）で検査技

師がいます。300～499床では32施設にい

て、１施設のみいないという結果が得ら

れます。また500床以上の施設では17施設

すべてに検査技師がいるという結果でし

た。 

 それでは、問１で「はい」と、いわゆ

る検査技師がいるとお答えいただいた施
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問２．夜間休日の輸血検査も検査技師対応ですか？

（問１で「はい」と答えた施設への質問）

n 193

病床数

設への質問です。問２は、夜間休日の輸

血検査も検査技師対応ですかということ

を聞きしました。結果から申し上げます。

検査技師がいるとお答えいただいた施設

では、すべての病床数の医療機関におい

て８割以上は夜間休日もこの検査技師が

対応しているということでした。19床以

下では14施設が対応しており、３施設は

していないということでした。20～99で

は41施設対応しており、８施設が対応し

ていないことになります。100～299では

70施設が対応しており、８施設が対応し

ていないことになります。 

 問１、問２、いずれかで「いいえ」と

答えていただいた施設への質問です。問

３は、平成11年度告示の「輸血療法の指

問３．平成11年告示の「輸血療法の指針」にはⅡ項：[4]に検査技師の項があり
「輸血検査は臨床（衛生）検査技師が実施することが望ましい。」とされ
ています。この指針をご存知ですか？

（問１・問２のいずれかで「いいえ」と答えた施設への質問）

n 106

針」には検査技師の項があります。輸血

検査は検査技師が実施することが望まし
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いとされています。その指針をご存知で

すかという質問を106施設にしたところ、

63施設はご存知でありましたが、35施設

はご存知ないということでした。 

 問３で指針について知っているとお答

えいただいた施設に質問です。問４は、

問４．指針に従って検査技師が配置できない理由は経済的なものですか？

（問３で「はい」と答えた施設への質問）

n 63

指針に従って検査技師が配置できない理

由は経済的なものですかと伺いました。

63施設に伺ったところ、29施設が経済的

なもの、30施設が経済的なものでないと

お答えいただきました。この63施設の中

には輸血検査を外注なさっている施設が

あることを知っていただければと思いま

す。 

 問３で指針のことをご存知ないとお答

えいただいた施設への質問です。問５は、

今後は臨床検査技師を配置しますかと質

問したところ、35施設のうち28施設は現

問５．今後臨床検査技師を配置されますか？

（問３で「いいえ」と答えた施設への質問）

n 35

状のとおりでしたが、３施設は積極的に

今後は置くとお答えいただきました。 

 問６は、問１と問２のいずれかで「い

いえ」と答えられた施設への質問です。

問６．輸血検査を全て外注してますか？

（問１・問２のいずれかで「いいえ」と答えた施設への質問）

n 106

輸血検査をすべて外注してますか、と106

施設に伺ったところ、55施設が外注して

いる、45施設がしてないという回答を得

ました。 

 次にこの輸血検査の現状について、と

いう質問に移ります。振り返りになりま

すが、問１で輸血検査担当の検査技師が

いますかという設問で「はい」の施設に

○検査技師の配置について

●輸血検査の現状について

問１ 輸血検査担当の検査技師がいますか？

はい いいえ

問２ 夜間休日の輸血検査も検査技師対象ですか？

はい いいえ

問１・２ のいずれかで いいえ

問６ 輸血検査を全て外注していますか？

はい いいえ

１０６施設

４５施設

関しては問２を伺っています。夜間休日

の輸血検査も検査技師対象ですかという
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ことで、こちらも「はい」「いいえ」をい

ただきました。問１、問２のいずれかで

「いいえ」の106施設に関して、問６とし

て輸血検査をすべて外注していますかと

いう質問で、「いいえ」が45施設でした。

この45施設が夜間休日帯も含めると輸血

検査に関して検査技師が対応してない可

能性があるのではないかと考えられる医

療機関です。 

 この45施設の内訳をお示しします。こ

問６．輸血検査を全て外注してますか？

いいえ と答えた施設の内訳

（問１・問２のいずれかで「いいえ」と答えた施設への質問）

供給率％供給本数※施設数病床数

計

500-

300-499

100-299

20-99

0-19

1.212,32845

0.03651（１）

0.03502（２）

0.367356（５）

0.4276910（３）

0.3870926

（ ）内は療養病床が単独もしくは一般病床を併用する施設数

※供給本数は赤血球製剤の本数

ちらのほうはやはり病床数が少ないとこ

ろの施設数が多くなるということです。

また括弧書きは療養病床が単独、もしく

は一般病床が併用する施設数ということ

です。この45施設中2328本の赤血球をお

渡ししたところです。県内の赤血球の約

1.21％に相当するということです。 

次に設問を少し絞りました。問１で「い

問１ 輸血検査担当の検査技師がいますか？

はい いいえ
問６ 輸血検査を全て外注していますか？

はい いいえ

供給率％供給本数施設数病床数

計

500-

300-499

100-299
20-99

0-19

0.541,01327

ーー0

ーー0

0.10183１

0.11204２

0.3362624

いえ」の施設、また問６で「いいえ」の

施設、この二つを見ると27施設でした。

この27施設が輸血検査に関して検査技師

が対応してない可能性が高いと考えられ

る医療機関です。やはりこれも19床以下

の施設が多いということで、全体で約

1000本の赤血球を渡しています。その供

給比率は県内の赤血球の0.5％です。 

 それでは、問６で「いいえ」とお答え

いただいた45施設は、問７として平成19

年度の１年間に技師以外の職員が交差試

験を行って赤血球輸血を施行した症例は

問８．これらの患者さんに投与された赤血球は何袋でしたか？

対象施設数 45 技師以外の輸血実施施設数 25 受血者数 70

200mL由来 59本 400mL由来 147本

（問6で「いいえ」と答えた施設への質問）

問７．平成19年度1年間に技師以外の職員が交差試験を行って赤血球
輸血を施行した症例は何人でしたか？

（問6で「いいえ」と答えた施設への質問）

19床以下の施設数：20

何人でしたかと伺いました。これは対象

症例45施設でしたが、対象実施施設は25

施設で、合計70名の受血者ということで

アンケート上、答えていただきました。

この中の25施設を見ると、15床以下は20

施設でした。同様に問８で、これらの患

者さんに投与された赤血球はどのぐらい

でしたかと伺ったところ、200では59本、

400では147本、計200強でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、問６で「いいえ」の45施設

に、問９として検査技師以外の輸血検査
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の担当者はどなたですかと伺いました。

お答えあった34施設の中で29施設が医師、

問９．検査技師以外の輸血検査の担当者はどなたですか？

5 29

11

医師 看護師 未記入
n 45

（問6で「いいえ」と答えた施設への質問）

５施設がナースという結果でした。 

 それでは、同様の施設に問10として、

血液型検査は何を行っていますかと伺い

ました。その項目として、抗Ａ、抗Ｂ抗
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問10．血液型検査は何をおこなっていますか？

１．抗A、抗B抗血清によるABO型オモテ検査

２．A血球、B血球を用いたウラ検査

（問6で「いいえ」と答えた施設への質問）

３．抗RhD抗血清を用いたD抗原検査

対象施設数 45 19床以下で検査技師以外が検査を行った施設 20

血清によるＡＢＯ型オモテ検査。２番目

はＡ血球、Ｂ血球を用いたウラ検査。３

番目は抗ＲｈＤ抗血清を用いたＤ抗原検

査です。これを対象45施設で見ると、一

番多かったのはすべてやられているとい

うことでした。オモテ、ウラが２施設に

なりましたが、あとはごらんのとおりで

す。今度は19床以下で検査技師以外が検

査を行ったと申告いただいた20施設は、

やはりすべて行われているというのが一

番多くて８施設、次に多かったのがオモ

テ検査のみでした。 

 次に同様の施設に関して問11として、

交差適合試験はどの方法で行っています

かと伺いました。その項目として、のせ

ガラス法、生食法、酵素法、間接クーム
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問11．交差適合試験はどの方法で行っていますか？

１．のせガラス法

２．生食法

（問6で「いいえ」と答えた施設への質問）

３．酵素法

４．間接クームス法

対象施設数 45 19床以下で検査技師以外が検査を行った施設 ２0

ス法の種類についてアンケート調査をし

ました。この45施設の中で一番多かった

のは、のせガラス法のみでした。またク

ームス法までやられていたのは19施設に

なります。26施設はクームス法までやら

れてなかったということです。また19床

以下で検査技師以外が検査を行った20施

設で見ると、２施設がクームス法までや

られていましたが、残り18施設で一番多

かったのが、のせガラス法という結果と

なります。質問は１から11で終わりです。 

 結語です。検査技師がおらず、輸血検

結語

・検査技師がおらず、輸血検査を外注していない施設は
２７施設であった。そのうち、24施設が１９床以下で
あった。

・２７施設には年間約1,000本の赤血球製剤が供給され
ており、県内赤血球供給数の約0.5％を占めていた。

・検査技師以外の輸血検査の担当者は医師(29/34)が多
かった

・検査技師以外が行う交差適合試験の検査法では「生食
法・のせガラス法」(16/20)が多かった。

・これらの施設ではABOウラ検査（10施設）やクームス
法による交差試験（2施設）を行っていると回答した施
設が複数見られた。

アンケートにご協力いたたきましてありがとうございました。

査を外注してない施設は27でした。その

うち24施設が19床以下でした。27施設に

は年間約1000本の赤血球が供給されてお

り、県内赤血球の0.5％を占めていました。

検査技師以外の輸血検査の担当者は医師

が多かった。検査技師以外が行う交差適
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合試験の検査では、生食法、のせガラス

法が多かった。またこれらの施設ではＡ

ＢＯウラ検査やクームス法による交差試

験を行っていると回答した施設が多数見

られました。最後になりましたが、アン

ケートにご協力いただきましてありがと

うございました。以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲葉 なかなかおもしろいアンケート

の結果になったのではないかと思います。

会場のほうからコメントを。高橋先生、

お願いします。 

高橋 かなり小規模の施設で、輸血検

査に関して厳しい状況にあるというのが

出たのではないかと思います。この回答

してくださった割合ですね。19床以下の

施設の、どのくらいのパーセンテージで

アンケートに答えてくださったのか。そ

して答えてくださった施設のうち、かな

り問題だということが明らかになったの

がどのくらいのパーセンテージになった

のか。その結果、推定ですが、年間何回

ぐらいの輸血の〔機会？〕に検査が十分

行ってないのではないかと、そこら辺ま

での推定をしてはいいかなと思いますが、

いかがでしょう。 

竹内 アンケートにお答えいただいた

施設は、19床以下では57.4％でした。 

稲葉 それ以上の推定になるとなかな

か難しいところがあります。まず外注と

いうのがどこまで信頼性が高いのかとい

うところもあります。 

高橋 その57.4％の施設で、合計何施

設のうちに、何割ぐらいの施設がクエス

チョナブルな状況かというのを考えて、

それで回答してくださらなかった施設と

いうのは、ある程度、その割合以上のリ

スクがあると推定してもいいんじゃない

かなと。 

稲葉。はい、そういうふうに考えてい

ます。大ざっぱにいくと、大体140施設の

うちの６割だと思います。100施設ぐらい

はちょっと怖いなと。1000本でしたから、

1.5倍で1500本ぐらいが危ないのかなと。

やっぱり今の我が国の状況からいえば、

どんな医療施設であってもきちんと不規

則抗体スクリーニングがされて、間接ク

ームスをやって輸血がされるべきであろ

うと思います。今後は高橋先生なんかに

頑張っていただいて、そういう部分での

輸血の安全性をどう担保していくのかと

いうことが必要になってくるだろうとい

う、最初のとっかかりデータになるので

はないかなと思っています。そういうこ

とでご理解いただければと。どなたかほ

かにございませんか。星先生。 

星 血液センターから出ているわけで

すから、今の危うい施設というとすべて

ラディエーションした血液が出ているわ

けですね。そうですよね。そこら辺が…。

ラディエーションがされていないという

輸血をされた例を聞かれてくることがあ

るので、そこら辺のところがもう一つ危

険因子じゃないかと思います。 

稲葉 いや、それは院内採血の話にな
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って、我々では把握できない部分だろう

と思います。 

星 そうですね。そこら辺を、でも何

とか把握することが必要なんだろうとい

うことで。 

稲葉 それはちょっと怖い。 

星 稲葉先生、何か手段はないですか。

赤十字はだめですか。 

稲葉 ちょっと我々では手が出ないか

もしれませんね。 

高橋 そのＧＶＨＤ防止のことで、実

績が随分、照射血を供給する体制が整っ

て解決したかに思えるけれども、院内採

血をしている施設で起こっているのでは

ないかと言われています。それで学会で

の調査、あるいは国での調査等で、その

間の需要を整備すべきではないか、ある

いは学会でＧＶＨＤの防止対策のガイド

ラインに関して随分時間がたっています

ので、もう１回見直して改定案を示すべ

きじゃないかという話になっています。 

稲葉 ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲葉 随分長い時間になりましたが、

これで今日の合同輸血療法委員会を締め

たいと思います。輸血は、ここ30年ぐら

いは基本的には感染症との闘いというこ

とでずっと明け暮れてきたわけです。最

初はブランバーグ、それから去年亡くな

った大河内教授といった方のＨＢの発見

から、あと80年代のＨＩＶがあり、日本

ではＨＴＬＶ－１があり、さらに90年に

近くなってＨＣＶが解決して、さらにＮ

ＡＴが入ってということで、感染症に関

してはやっと克服できる時期にきたのか

なと思います。 

最後のアンケートではありませんが、

ランドスタイナー以来の免疫反応という

のはこの領域にはいつまでたってもリス

クとして残り続けるということなので、

今後はその辺も視野に入れながら安全な

輸血を目指してということで、来年また

こういう場で皆さんとお会いしたいと思

いますのでご協力をよろしくお願いいた

します。今日はこれでお開きにさせてい

ただきます。（拍手） 

 

 

閉会 

 

 




