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開会の挨拶 

秋田県赤十字血液センター 

所長  面川  進 

 

 秋田県赤十字血液センター所長の面川でございます。 

 第 12 回、本日の秋田県合同輸血療法委員会の開催にあたりまして一言ご挨拶

を申し上げます。 

 秋田県合同輸血療法委員会は、1998 年に第１回の会を開催し、今回は 12 回

目となります。合同輸血療法委員会といいますのは、三位一体で開催しており、

三位とは何かと申しますと、行政、秋田県の医務薬事課、秋田県赤十字血液セ

ンター、それと医療機関の三位であります。みなさんご承知だと思いますが、

昨年まで、私は実は三位のなかの医療機関におりました。今年の４月から、血

液センターの所長として任じておりまして、立場的には、ブラッドユーザーか

らブラッドサプライヤーということに替わっております。しかしながら、私の

信念として、適正な輸血を推進するということは全く変わっておりません。し

たがいまして、この合同輸血療法委員会の主旨は、「輸血医療を受ける患者様の

ために、適正で安全な輸血を推進する」ことであり、そしてその問題点を討議

するのが本日の会であると思っており、本会は大変重要な会であります。 

 本会では、一昨年には第 10回を記念し、立派に製本された記念誌を作成いた

しました。また、その時々に応じまして、テーマを決め、シンポジウム形式、

また事例発表等を行っている秋田県合同輸血療法委員会は、全国でも高く評価

されております。先ほど、1998 年に第１回の秋田県合同輸血療法委員会が開催

されたとお話いたしましたが、全国的にみましても、我々の１年前に福岡県で

初めて合同輸血療法委員会が開催されており、秋田県では、第２番目に開催さ



れたということでも、先進的に進められていることの証だと思います。 

 以前は、医務薬事課等の県の予算措置もありまして、実施していた時期もあ

りました。その後、厚生労働省としては全国の都道府県に合同輸血療法委員会

の設置を推進しておりますので、平成 18年度からは厚生労働省の「血液製剤適

正化方策調査研究事業」のなかで合同輸血療法委員会が行われるようになって

きました。平成 18年度から、今年で４年目になりますが、我々の合同輸血療法

委員会は、毎年、それに応募して、研究費をいただいております。実はその研

究事業に応募するにあたっては、過去の実績、方針等で、審査を受けるかたち

で行われております。毎年、12 から 15 の県から応募がありますが、その中の

順位をお話しいたしますと、平成 18 年度は秋田県は２位で、そして、平成 19

年度、20 年度は１位の評価を受けております。今年度は、残念ながらというの

もへんですが、12 都道府県から応募があって３位でありました。順位が多少下

がったということもありますが、過去４年間、全て応募して、高い順位で採択

されており、如何に秋田県合同輸血療法委員会が高く評価されているかという

ことでないかと思います。 

 さて、本会はその時々によってテーマを選んでいるわけですが、今回のテー

マは、「緊急輸血・大量輸血」ということであります。その点に関しまして皆様

とおおいにディスカッションして、理解を深め、お互い改善するべきこと、工

夫するべきことがございましたら、何か持ち帰っていただいて、明日からの仕

事に役立てていただければと思います。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 



挨拶  

健康福祉部長	 中野	 惠	 挨拶 

	 今日は、出席ありがとうございます。別件の会が３時までありまして遅れて参り

ました。申し訳ございません。 

	 今も、面川所長からコメントがあったようですけれども、今日、今回１２回とい

う形で、輸血療法委員会を開かせていただいておりますけれども、ご案内があった

と思いますが、平成 10 年の秋田県輸血療法合同会議というのがこの会議の母体と

なっております。今回 12 回目ということでございますが、厚労省等の指針等に基

づきまして、輸血、各病院におかれましては輸血療法委員会を設置していただき、

また、適正な血液製剤の使用、一元管理ということを進めていただいた結果、全国

的にはいい方向に向いているという状況でございます。当然、輸血関係で、血液事

業全般では輸血に基づく血液製剤の確保と引き続き続くわけではございますが、ご

多分にもれず、とくに少子高齢化が進んでいる秋田県では、当然、献血人口が減っ

ていくという実情があります。献血に支えられている血液製剤ということでござい

ますが、供給が少なくなるというのが懸念されますので、その辺は県の行政という

ことでもありますので、献血行政には力を入れているところでございます。けれど

も、病院におかれましては血液製剤の使われ方ということでは引き続き、慎重に取

り扱っていただきたいと考えております。 

	 今日は、椿先生からのお話もございます。また、総合討論と続きますけれども、

血液製剤と当然ながら、皆様と同じ方向を見ていると考えておりますので、今日の

委員会を踏まえて、業務を続けていただきたいと思っております。今日の参加、ど

うもありがとうございます。 



回数 日時 全体討論 特別講演／基調講演 講師 施設数 出席者数

1 1998.11.20 院内輸血管理体制
特別講演
輸血療法一元化と輸血療法委員会の役割

稲葉頌一 30 約80名

2 1999.11.27 各病院の血液製剤使用状況
特別講演
血液製剤使用指針

田村　眞
山本　哲

32 約100名

3 2000.11.29 輸血療法委員会の　役割

特別講演
輸血過誤防止に向けて
-リスクマネージメント
輸血過誤防止のために何を行うか-

比留間潔 37 約100名

4 2001.11.28
血液製剤の使用指針・
輸血療法に関する指針の取り組み

特別講演
輸血療法とEBM

半田　誠 36 102名

5 2002.11.20
I&Aを活用した
血液製剤適正使用基準について

特別講演
福岡県における
輸血のI&Aと輸血療法の適正化

佐川公矯 30 87名

6 2003.11.20 輸血副作用の管理
特別講演
輸血のリスク管理としての副作用

松崎道男 37 87名

7 2004.11.26
血液製剤の
適正使用の取り組みについて

基調講演
新鮮凍結血漿の適正使用

阿部　真 35 84名

8 2005.11.15 輸血療法委員会の活動
基調講演
血液行政の方向性
－医療関係者の責務－

中山　鋼 37 86名

9 2006.11.27
医療機関における
輸血管理料への取り組みについて

特別講演
新しい診療報酬
「輸血管理料」について

比留間潔 37 80名

10 2007.11.29 院内輸血検査体制について
特別講演
秋田県の輸血医療の実態
‒10年間の合同療法委員会調査結果から‒

面川　進 35 71名

11 2008.11.18 院内輸血検査体制について
特別講演
秋田県の血液事業  過去・現在・未来

廣田紘一 35 65名

11-1 2009.2.22 県北地区輸血講演会（能代市）
特別講演
一般病院における輸血・自己血輸血の管
理体制と輸血の実際について

北澤淳一 地域限定 63名

11-2 2009.3.20 県南地区輸血講演会（横手市）
特別講演
自己血輸血の推進と適正輸血

峯岸正好 地域限定 67名

12 2009.11.26 危機的出血時の輸血体制について

基調講演
緊急帝王切開を開始した後に、想定外の
大量出血に見舞われ、母体死亡を覚悟せ
ざるを得なかった一例

椿　洋光 35 70名

12-1 2010.3.13 県北地区輸血講演会（大館市）
基調講演
緊急輸血時の体制構築に対する取り組み
と構築後の現況基調講演

玉井佳子 地域限定 55名

12-2 2010.3.22 県南地区輸血講演会（由利本莊市）

基調講演
緊急帝王切開を開始した後に、想定外の
大量出血に見舞われ、母体死亡を覚悟せ
ざるを得なかった一例

椿　洋光 地域限定 80名

13 2010.11.18 輸血療法委員会の活性化 開催予定

全体討論主題と特別講演・基調講演　一覧



第12回  秋田県合同輸血療法委員会プログラム  
 日時 平成21年11月26日（木）15時～18時30分 
 会場 県庁第二庁舎 

総合司会 （医務薬事課）藤村高広 
次第 

○開会挨拶 
    秋田県健康福祉部部長  中野  惠 
    秋田県赤十字血液センター所長 面川  進 
○ 報  告 
I&A実施施設からの報告 

秋田組合総合病院 輸血療法委員会 藤崎千鶴子・北林  淳 
「血液製剤使用状況等に関するアンケート調査結果」 

秋田県健康福祉部医務薬事課 藤村 高広 
「緊急輸血体制に関するアンケート調査結果」 

秋田県赤十字血液センター 阿部  真 
 
○基調講演 

座長  秋田組合総合病院 名誉院長 坂本 哲也 

  
 講演『緊急・大量輸血時の輸血（産婦人科）』 

雄勝中央病院産婦人科 椿  洋光 先生 
 

Coffee Break 10min 
 

○総合討論『緊急・大量輸血時の輸血体制構築に対する取り組み』 
座長  秋田県赤十字血液センター  面川  進 

市立秋田総合病院  新津 秀孝 

事例報告１ 大館市立総合病院         小笠原 仁 
    事例報告２ 仙北組合総合病院      林崎久美子・秋山 博美  

事例報告３ 由利組合総合病院    木内 優子・西成 民夫 
事例報告４ 秋田大学医学部附属病院輸血部  藤島 直仁 

  
総合討論「緊急輸血・大量輸血への対応と問題点」 

 
○閉会挨拶 



（北林；秋田組合病院）秋田組合病院の内科の
北林です。

　 I&A視察について報告いたします。今年の1月
23日に面川先生をはじめとして、多数の先生方
に、視察していただきました。

　これまで、2002年から視察が始まっており、
うちの病院は最後に行うことができました。
　 病院の概要について説明いたします。病床数
479床、24科の総合病院です。血液内科として
は専門医が２名おります。造血幹細胞移植をこ
れまで７例施行しております。但し、採取に関
しては秋田大学で行っております。輸血部門は
独立した部門ではなくて、臨床検査科の検査の
方が輸血業務を担当しているのが４名おりま
す。そのうち１名がローテーションで、輸血検

査業務、製剤保管、管理を行っております。自
己血に関しては、採血には関与せず、保管管理
のみ行っております。

　 簡単に輸血量について申し上げます。赤血球
製剤が2688単位、FFP1870単位で比が0.60で
す。濃厚血小板が5250単位、アルブミンは
1722本、これは輸血部門の管理ではないのです
が、アルブミン比が2.30で、やや高めです。廃
棄率は平均で0.93、赤血球が0.78、FFPが
1.66、血小板は0.38と、数値は血液センターが
近いということもあって、比較的数値は低く抑
えられていると思います。自己血輸血について
は、年間170回、患者数で150名となっていま
す。

報告-1　I&A実施施設からの報告

I&A実施施設からの報告
秋田組合総合病院　輸血療法委員会

北林　淳



　 23日の10時からはじまりました。この写真
は、名誉院長の挨拶です。午前中から書類審査
がはじまりました。午後から検査科、実際の病
棟です。４時頃に、視察員の方から総括をいた
だいて、終了しております。

　 今回、指摘された改善点について、６つの項
目にわけて、簡単に説明します。
　 輸血管理体制です。まず第１点目は、輸血療
法委員会の出席率を向上するべきだと指摘があ
りました。ただ、このことに関しては他の病院
でも同じだと思いますが、委員会というのがか
なり多くて、職員は多忙であり、強制は困難だ

ということで、やはり今までの状況でやってい
かなければならないと、ただ、輸血に関して、
密接に関わりのあるメンバーで、できるだけ病
棟に、全員に伝わるように、これからもやって
いくこととしました。ただ、外科部門の先生に
は多く出席してもらいたいと思います。輸血療
法委員会へは、医事課職員と医療安全の看護師
には参加してもらっています。資材課の職員に
は出席してもらっています。あと、輸血検査、
管理業務の機会の少ない技師へのトレーニング
の必要性を指摘されましたが、定期的には実際
行われていないようでしたが、機会を捉えて行
うことと、このことは輸血に限らないことで、
バックアップ体制が重要ということで、検査科
で整っております。

　 保管管理の問題で、記録用紙のはいっていな
い赤血球用の保冷庫があった。あと、異常発生
時の試験が行われていないことが指摘されて、
次からメーカーと定期的な保守点検を行う予定
であります。
　 輸血の申し込みに関してですが、これに関し
ては各施設によってかなり違うと思うのです
が、うちの病院では、輸血のオーダリングは含

報告-1　I&A実施施設からの報告



まれていないということで、コンピュータ上の
フォーマットを利用して、書いています。但し、
それは医師がオーダーするものなので、血液型
の違いがでてくる可能性があるということで、
異型輸血のことが言われております。それに対
処する方法として、オーダリングとは別に輸血
管理システムを活用しています。

　 適合検査に関してです。不規則抗体を検出し
た場合の保有カードの発行ですが、輸血管理シ
ステムとカルテで管理しています。T&S、あと
外科手術での輸血量の決定ですが、T&Sは今年

の１月から導入しています。手術量の決定です
が、当院の外科とそのあたりを話合いをもって
みたのですが、必要ないのではないかという結
論になっています。
　 輸血の実施、オーダリングから出てくるので
すが、看護師さんが病棟で使用しているチェッ
クリストと連動していないとの指摘で、視察員
の方から、患者IDの確認を確実にするように指
摘がありました。実際には、チェックリストと
申込書との連動をさせて、管理システムとの併
用で運用することを考えています。

　 自己血なんですが、院内のマニュアルが必要
であると指摘され、学会のマニュアルを配布し
ています。一部の病棟でクリパスを使用してい
たのですが、整形病棟ですが、クリパスについ
ては院内での統一が必要といった状態でした。
自己血の採血計画が輸血部門に伝えられていな
いとのことでしたが、今回、輸血のシステムを
用いて、自己血のラベルを発行し、輸血部門で
自己血の監視をすることとしました。

　その後、I&Aを受けて、輸血療法委員会の活動
ですが、自己血に対して、DPCを導入したこと
で、自己血の外来での増加があり、採血場所を
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外来の処置室ではなくて、ちゃんとした採血場
所を考えたのですが、人員の問題でちょっと無
理だろうということになりました。できれば専
門看護師を育てたいと思いました。緊急輸血の
対応ということで、実は、１ヶ月前に血液監査
がありまして、緊急時の輸血手順、申込書等に
対応しています。

　最後のスライドです。
当院の輸血療法に期待していることですが、病
院として、一つの病院ではなく厚生連全体とし
て、オーダリングシステムの輸血の業務に導入
すること、あとチェックリスト、輸血申込書の
統一が求められます。一番、気になっているこ
とですが、個々の医師が輸血に対する認識が十
分でないということですね。やはり、輸血に対
して興味がないということ、研修医に対して
は、輸血に関して適正輸血の指針を徹底しても
らいたいということ。ただ、内科と外科では輸
血に対する考え方が違っていた、それを押しつ
けることができないということ。その結果、大
量輸血があっても報告がないケースがあります。
そのあたりを医療安全とか病院の中で、インシ
デントとかで、我々輸血部門に伝えていただけ
ればと考えています。

　以上です。

（藤島；医務薬事課）ただいまの報告につい
て、質問のある方、ございませんか。

（面川；秋田県赤十字血液センター）血液セン
ターの面川でございます。北林先生に直接ご質
問ということではないのですが、先ほどの私の
挨拶の中で申し忘れたことですが、昨年の厚生
労働省の適正化事業では、I&A評価を実施する
ことで適正化を推進することでありますが、今
年も予算が通ったということで、今年も同様に
I&Aを希望される施設がございましたら、手を
あげていただいて、視察させていただきたいと
考えています。組合病院みたいな形で報告いた
だけるとたいへん参考となることと思いますの
で、輸血療法の改善につながっていくと思いま
すので、そのあたりをわかっていただければと
思います。もう一点は、秋田組合病院の自己血
輸血については、資料にあげておりますが、患
者数が二番目に多いとの結果です。これはすご
く多いと思います。整形外科を中心にやられて
おりますが、自己血採血を一元的にやる方向で
進められているので進めていただきたいと思い
ます。また、北林先生ご自身が、専門の看護師
を養成する気持ちがあることを表明されたの
で、お話したいのですが、今日の資料の中に、
12月12日に実施される第20回秋田県臨床輸血
研究会のプログラムがはいっていることと思い
ます。自己血輸血看護師制度といいますか、看
護師が自己血輸血にどう関与していくか、その
資格というか、認定制度があるということにつ
いて、話あう機会がありますので、是非、たく
さん出席していただければと思います。

（藤島；医務薬事課）それでは、北林先生、あ
りがとうございました。
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（藤村：医務薬事課）医務薬事課の藤村と申し
ます。日頃、血液事業の推進につきまして、ご
理解とご協力をいただきまして、ありがとうご
ざいます。それでは、21年度の血液製剤使用状
況等に関するアンケート調査結果を報告いたし
ます。

　調査の概要ですが、調査の対象施設は、年間
100単位以上供給の44施設と過去に調査した14
施設を追加した58施設となっています。供給99
施設計で174415単位、58対象施設計で
173359単位で、99.4％になっています。対象
期間は、１月１日から６月３０日までの半年間
としています。回収率は50施設から回答があ
り、86.2％で、血液製剤の供給に占める割合は
98.9％でした。

　血液製剤の適正使用に関しては、輸血部門の
設置、輸血療法委員会の設置を推奨しているわ
けですが、この適正使用の観点からまとめて報
告いたします。
　輸血部門の設置につきましては、16施設が設
置済みとなっております。
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　時間内輸血責任者の決定状況ですが、45施設
で決定済みとなっております。

　時間外輸血責任者の決定状況ですが、39施設
で決定済みとなっております。
　輸血療法委員会の設置状況ですが、37施設で
設置済みとなっております。
　血液製剤の管理簿の保管部署ですが、薬剤部
門から検査部門への保管場所の変更が年々、進
んでおります。
　管理簿の保管期間ですが、20年以上とする施
設が66％です。
　アルブミン製剤の管理部署ですが、薬剤部で
の管理が多数を占めております。
　アルブミン以外の血漿分画製剤の管理部署で
すが、薬剤部での管理が続いております。

　輸血療法委員会の開催状況ですが、年６回と
いうところが８施設、21％ございます。

　血液製剤の使用状況ですが、スライドに示し
た通りです。
　血液製剤の廃棄状況ですが、1999年6.5％か
ら、3.1％に減少しているところです。
輸血部門の設置とMAP廃棄状況を輸血部門の設
置有無で比較したものですが、廃棄率がかなり
低率になりましたので、あまり差はありませ
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ん。輸血療法委員会の設置有無について、比較
することは残念ながらできません。
　輸血療法委員会の設置とMAP廃棄状況を輸血
療法委員会の設置有無で、比較したものです
が、これも輸血部門の設置と同様に、廃棄量の
低下とともに、減少してきています。
　輸血患者の実人数の推移ですが、特に大きな
変化はございません。患者数の減少、あるいは
横ばいといった状況です。
輸血延べ人数の推移ですが、これは全体的に減
少傾向にあります。
　次は、製剤毎に見た輸血患者の延べ人数の推
移です。

　赤血球製剤では横ばい、あるいは若干の減少
というところです。
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　血漿製剤は明らかに減少している。
　血小板製剤については、使用量の増加と言わ
れておりますが、今のところ、横ばいというと
ころです。

　延べ患者一人あたりの血液製剤の使用単位数
の状況ですが、赤血球は2.8単位、血漿製剤が
8.8単位、血小板製剤が14.5単位という状況に
なっております。

　FFP、PC、アルブミンのRBC比を比較したも
のです。2006年から調査しておりまして、FFP

については2007年、2008年と減少してきてお
りましたが、2009年では0.44とちょっと上昇
しています。アルブミン比につきましては、
2006年の2.44から、2009年には1.62まで下
がっております。

　貯血式自己血輸血の実施病院につきまして
は、24施設となっております。
　貯血式自己血輸血の実施率と症例数では、
733症例、16.9%となっています。
　貯血式自己血輸血の実施率と平均症例数で
は、輸血部門設置施設がどちらも高くなってお
ります。

報告-2　血液製剤使用状況等に関するアンケート調査結果から



　貯血式自己血輸血の実施率と平均症例数で
は、輸血療法委員会設置施設がどちらも高く
なっております。

　この調査につきましては、指針により、輸血
療法委員会の設置、ならびに輸血部門の設置と
輸血責任医師の任命が求められております。今
後とも、血液製剤の使用状況調査にご協力をお
願いいたします。以上をもって、調査報告を終
わります。
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（藤村；医務薬事課）続きまして緊急輸血体制
に関するアンケート調査結果について、秋田県
赤十字血液センター阿部先生からお願い致しま
す。

（阿部；秋田県赤十字血液センター）血液セン
ターの阿部と言います。宜しくお願い致しま
す。今回は危機的出血時の輸血体制ということ
で、県内の全県下のアンケートを採らせていた
だきました。

　 アンケート調査は輸血部門で回答していただ
き、選択或は一部記入式とし、この様式は2006
年の時に一度同じような内容を取らせていただ
いておりますので、その比較というのも含めま
して、アンケートさせていただきました。医務
薬事課のほうから報告があったように、全供給
の秋田県内の供給、平成20年度は99施設あった

訳なんですが、その98.9％の供給単位数をカ
バーしている調査結果です。
　 期間を①、②と、２つずつ設定していまし
て、輸血環境・緊急対応・連携そして院内体
制、この４つの大項目について質問しておりま
す。

　輸血環境です。
　先ず24時間態勢、輸血検査24時間体制につい
ては、当直体制をとっている26％、それから呼
び出し体制、On Callでの呼出体制が50％とい
う回答でした。

　 この一枚が、大きな纏めになっているんです
が、赤血球供給体制と院内備蓄です。院内備蓄
を行っている施設が19施設あります。赤血球の
供給単位数順に並べてあります。病床数それか
ら24時間態勢の有無、院内備蓄赤血球製剤・血
漿製剤この二つについて具体的な単位数を記載
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していただきました。すると正確な数字じゃな
いでしょうけれど、血液センターからの距離と
いうものを調べてあります。そして通常配送す
る時間、緊急配送依頼したときの病院までの時
間というものを記載していただいております。
　 ここでは年間赤血球の480単位、供給単位数
ですがそこが院内で赤血球を備蓄している最小
の施設でした。こういう施設もありますが、４
番の施設は血液センターの備蓄機関ですので　　　　　　　　　
、「院内在庫は無いんですけれども備蓄として
はある」と回答がございました。距離的にはセ
ンターから240分の距離にあります。

　 それで先程の赤血球単位数と院内備蓄につい
て、もうちょっと分かり易い形にしようという
ことで、グラフにしてみました。X軸のほうは病
院番号になっています。縦軸のほうは赤血球単
位数・供給単位数なんですが、赤いプロットが
「院内備蓄無し」という施設です。白いプロッ
トが「院内備蓄をしている」という施設になり
ますので、ここの所が院内備蓄をする・しない
というところの接点というか、界面になるのか
なと思います。次お願いします。

　 緊急対応です。緊急輸血の定義というものを
今回書かせていただきました。具体的な時間、
緊急定義として具体的な時間を書かれてあるの
が左側に書いてます。黄色で書いているのが15
分という数字がたくさんありますので、緊急と
いうのは「15分以内に出庫」というのが大方の
施設の共通の意見と思います。次お願いしま
す。

　 これまでの経験です。同型赤血球の確保でき
ない事例、それから判定時間に余裕の無い事
例、それから配送遅延についてはどうかという
３つの質問をしております。期間は①②です
が、同型赤血球を確保できなかった事例が期間
②で１例、血液型判定時間に余裕の無い事例が
期間①で１例、期間②で１例ということです。
それから血液センター配送遅延事例が、期間
①、期間②で各１件ありました。
　 同型赤血球確保ができなかった事例として具
体的にはどういう内容であったかと聞いてます
が、肝切除の手術中に予想外の大量出血になっ
た。一時センターからの供給が間に合わない事
態になり異型適合血を使用した。そういう事例
です。それからこちら側の判定時間確保という
点では外傷による救急搬送された時点で血液型
未確定であったため医師の指示によりRCC異型
適合血を輸血した。そういう事例でした。次お
願いします。
 これは配送遅延事例です。肝切除の術中大量出
血、病院と血液センター間の距離が問題である
と指摘されてます。それからもう１つは赤帽、
血液センターから配送に赤帽を使う場合がある
んですが、他の病院に着いたという事例があっ
たようです。もう１つは、調査期間の対象外で
すが、こういう経験があったよという報告が１
つありました。県内に血小板の在庫が無く、仙
台から夜間輸送してもらって遅延したという事
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例があったんですが、この調査期間外であった
ため、そして赤血球ではなかったため、対象外
とさせていただきました。次お願いします。

　 先程、危機的ガイドラインの話が出てました
が、「危機的対応ガイドライン或は異型適合血
を知っていますか」という調査をさせていただ
いたところ、危機的出血対応ガイドラインにつ
いては、知らないという施設が15施設ありまし
た。異型適合血については６施設、院内での周
知或は血液センターの情報提供のところで、ガ
イドラインに対する周知をもう少し図らなけれ

ばならないなというふうに思ったところです。
次お願いします。
　 クロスマッチの省略とO型輸血はどうだった
かという質問です。これはクロスマッチ省略と
同型輸血以外の経験有りが４施設、期間②で４
施設、それから判定可でO型赤血球輸血をした
という事例が２例、具体的な事例については読
んでいただければと思います。次お願いします。

　 同型確保不可、そして且つ血液型判定不可、
そういう場合にO型赤血球を使用するかという
質問をさせていただきました。「使用する・主
治医の判断による・使用しない」という３つの
項目があるんですが、主治医の判断によるとい
うのが大半の意見でした。次お願いします。

　 緊急時の交差試験についてはどうかと質問し
ています。省略をする・通常交差試験を実施す
る・輸血と平行実施とあるんですが、29％大半
が輸血と血液を出庫して輸血をしながら平行に
交差試験を実施するという回答が29％でした。
　 輸血準備に要する時間、先程15分が緊急対応
という設定をしている施設が多い中で５分で出
庫する・10分で出庫する・そして15分で出庫す
る、これは15分が19％の施設でそのように回答
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しています。５分というのが４％、ですから50
施設の回答がありますので２施設が５分で出庫
できる体制にあると回答しています。次お願い
します。

　 緊急時の交差試験の方法としては、だぶって
いる所もありますが、要する時間、その施設に
よって時間が違いますので、同じ様な生食法で
５分というのが２施設、生食法かクームス法に
乗っけるというのが10分かかって１施設、そん
なふうに見ていただければと思います。次お願
いします。

　 連携です。手術室と血液センターの連携はど
うですか。そういう質問させていただいておる
んですが、手術室の連携に対しては十分である
が２施設、やや十分17・不十分が５という結果
でした。十分であるという所が38.8％ですが、
50施設中４施設がやはり手術室との連携が不十
分であるんじゃないかと指摘をしています。同
様に血液センターとの連携は不十分が２施設と
いう感じでした。次お願いします。

　 手術室の連携の問題点としてはポイントがコ
マンダーが存在しない、患者情報が不十分。情
報という言葉が結構出ていまして、情報が伝
わってこない、検査法が伝わってこないのがあ
ると思います。緊急度の情報が伝わってこな
い、意思の疎通は巧く出来ていない、状況が分
かりにくい。そういう結果になってます。次お
願いします。

　 センターとの連携の問題では、やっぱり距離
ということになると思いますね。搬送に時間が
かかって、病院までの距離。緊急体制、供給体
制についてはどう考えているのか、そのへんの
ところが問題点としてあげられています。次お願
いします。
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　 緊急時主治医の判断、担当医師の指示通り発
注するというのが殆どなんですが、ある程度輸
血部門で出血量を予測して上乗せして注文する
んだという所が６％ほどありました。次お願い
します。

　 具体的にはこういうコメントがありますの
で、是非読んでおいて下さい。次お願いします。

　 緊急輸血の院内体制ということですが、緊急
輸血を可能とする院内体制は出来てるかどう
か、十分かどうか、そういう質問があります。
緊急時大量輸血をする院内体制が出来ている１

施設、やや十分７、ただ不十分である23施設・
47％で現在の医療機関、自分たちの機関でも院
内体制に対して緊急輸血は不十分じゃないかと
指摘はされております。次お願いします。

　 具体的なコメントが書かれておりますので、
院内体制問題点について確認しておいて下さ
い。次お願いします。

　 そこで交差試験省略と異型適合血、具体的に
そういう場に遭遇した時にどうするか、そうい
う質問なんですが、交差試験の省略に躊躇は無
い、これは50施設中12施設でした。異型適合血
の使用に躊躇は無いというのが11施設です。交
差試験は縦に見て下さい。異型適合血の場合は
横に見ていって下さい。そのクロスした交差試
験の省略・異型適合血の使用にどちらも躊躇無
いというところが、今回2009年の調査では11
施設ありました。かっこ書きが2006年の調査で
すので、この間にガイドライン或は輸血療法の
実施に関する指針等出てますので、その辺のと
ころで交差試験異型適合血の使用について周知
がされ、内容も理解されていると思います。た
だ両方とも躊躇すると回答した施設が2006年
14施設、同様に今回も2009年も14施設ありま
した。次お願いします。

報告-3　緊急輸血体制に関するアンケート調査結果



　結論は2006年と同様なアンケート調査を実施
して、深刻な同型赤血球輸血確保できない事例
はなかったということです。それから交差試験
省略で同型輸血を実施した症例が10症例あった
けれどもO型異型適合血として使用した事例は２
件だったということでした。
　 危機的出血への対応ガイドラインを知らない
と回答した施設が15施設、異型適合血では６施
設でちゃんと認知されていないという結果でし
た。次お願いします。

　 まとめとしては、輸血療法の実施に関する指
針或は危機的出血への対応ガイドライン、それ
に対する周知院内への周知というものが現状で
はまだまだ不十分であるというふうにまとめる
ことができると思います。

　 救命を最優先した対応では、施設間で意見の
相違が大きくあるようですが緊急時の交差試験
の省略且つ異型適合血の使用を躊躇しないと回
答した施設が増えているということで緊急時に
輸血に対しては施設内での周知或はマニュアル
作成等の取り組みが実施されてるんじゃないか
なと思いました。次お願いします。
　 それで輸血療法委員会、今日合同輸血療法委
員会ですが、輸血療法委員長にお願いしたいこ
とは緊急時の輸血体制について再度、今回の調
査を院内でお示しいただいて再度ご検討いただ
ければと思います。
　 実は麻酔科の秋山先生から質問貰ったときの
施設ごとに検討するべき、超緊急時の交差血の
輸血血液型検査が間に合わない場合にはO型を
輸血するよう検討して下さいというような３年
前の会議の話で報告されております。
　 最後に、話題提供、事例発表予定されてます
が、１）輸血検査24時間体制、２）院内備蓄量
と血液センターとの距離或は連携、３）緊急輸
血の院内周知、４）指針、ガイドラインの認
知、５）異型適合血の概念や交差試験の方法、
６）手術室との連携、７）院内体制不十分との
認識、このようなところをポイントとして、今
後、輸血療法委員会で検討していただければと
思います。以上です。

（藤村）阿部先生、大変どうもありがとうござ
いました。ここで、休憩といたします。

報告-3　緊急輸血体制に関するアンケート調査結果

　



（藤村）基調講演を始めます。「緊急帝王切開
を開始した後に想定外の大量出血に見舞われ、
母体死亡を覚悟せざるを得なかった一例」とい
うことで、雄勝中央病院の産婦人科、椿洋光先
生にお願いすることにします。座長のほうは秋
田組合総合病院、坂本名誉院長にお願いしたい
と思います。宜しくお願い致します。

（坂本；秋田組合総合病院）実は今日、普段は
ラフな格好で来るんですが、今日はネクタイ羽
織袴で来ました。その理由は、今日の講演の椿
先生が、なんとしても今日の講演を聴きたいと
いうことで、いろんな事情があったもんですか
ら、面川先生にあるときに椿先生の発表を私が
聞いたときに、これは凄いことだという話をし
ましたら、面川先生がそのことを覚えていてく
れて、今日の場を設定したということのようで
す。実は私ちょっとですね私事があってこれか
ら出かけなきゃいけないので、本当は椿先生の
講演で座長をするために出てきたつもりではい
るんですが、本当はプライベートなことでネクタ
イしてきたということでそういう理由がありま
す。椿先生は今、下のほうで控えておられます
が、このように非常に謙虚な方で、平成４年に
卒業されてますから、男盛りの時期のお医者さ
んだろうと思います。外科のお医者さんです
が、実は椿先生の人柄でですね大勢の医療ス
タッフが急を知り、こういう緊急の事態に対処
したということでですね、１人で色んなところ
をやらなきゃいけない病院の事情があるでしょ
うが、私はむしろやっぱり椿先生の非常に大き
な人間性とそして色んなことが出来る、例えば
褥創の問題とか、傷をきれいにするとかです
ね、色んな外科的な以外の波及するいろんな仕
事もされております。それから緩和医療のほう
もやられておられますし、いろんなことをされ
ておられますが、やはりこの椿先生の人柄でこ
ういうふうに驚くべきことにですね、雄勝中央
病院の産婦人科、産科・婦人科を１人でおやり
になってるというようなこともですね、とても

我々は信じられないことですけれども、まあそ
ういう涙ながらにしか聴けないというこういう
ストーリーをですね、これから椿先生にお話い
ただこうというふうに思っております。ちょっと
駄弁を申してしまいましたが何はともあれ椿先
生の発表をよろしくお願い致します。

（椿；雄勝中央病院）坂本先生どうもありがと
うございます。大変緊張しておりますけれど
も、今日は、第12回秋田県合同輸血療法委員会
で症例を発表するようにというふうに仰せつか
りましたので、実は平成18年の症例で今から３
年余り前の事例ですので少し古いのですが、そ
れを２～３カ所の所で発表させていただきまし
て、その後いろいろな精査が行なわれて今回３
回にしてということと、麻酔科の先生からもご
意見を頂戴しましたし、輸血担当の検査科の方
も今日一緒に来てますけども、そちら側からの
視点というようなことで、少し手直しを加えて
発表させていただこうと思っています。お手元
にレジメがありますが、それは以前に発表した
内容になっておりますので、そこから一部は改
変した形になっておりますことをお詫びしてお
きます。宜しくお願い致します。

 タイトルは、「緊急帝王切開を開始した後に想
定外の大量出血に見舞われ、母体死亡を覚悟せ
ざるを得なかった一例」ということで発表させ
ていただきます。
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　 症例です。21歳、２回経産婦さんです。この
方は２回とも帝王切開を受けている方です。特
別な理由があって第２子が生後６ヶ月でSIDSで
亡くなっております。

　 現病歴ですけども、通常の定期的な月経の後
に自然の排卵によって、成立しております。17
週目で当科を受診しており、初診のタイミング
が遅いということ。その後、受診はされません
でした。経済的な理由がいろいろあったようで
すけれども、30週以降から定期検診を受けられ
てると、36週の時点での定期検診の際に、２回
帝王切開を受けてらっしゃる方なので今回の予
定帝王切開ということで日程の２週間後に決め
たばっかりという状況です。そのことがござい
まして、実家の湯沢に帰宅をするという時にご
主人の信号無視によってトラックと衝突されて
る。実はこの時はご本人が一番の被害が大き
かったということなんですが、何故か救急車で
はなくタクシーで救急外来のほうを受診しその
まま当科へ入院となりました。

　 入院時の現象ですけれども、身長・体重、特
に体力的には問題は無いと思います。ここで先
ず気になるのは脈拍がすでに３桁に上がってる
ということです。しかし意識は鮮明ですし、取
り立てて急ぐことはないかなというふうに感じ

ておりました。しかし交通外傷の現状が右の頬
とそれから右の上腕部、それから左の大腿部、
左の肩に打撲の跡があると、特に右大腿部には
１㎝×0.5㎝大のびらんが認められるというよう
な状況でした。この方、幸いなことにと言って
いいのかシートベルトは実はされてございまし
て、下腹部にはシートベルトの圧迫部位が認め
られます。写真があれば良かったんですが、そ
れが無かったもんですから看護婦さんの書いた
挿絵がありますので、それをちょっと提供しま
す。ちょっとマンガチックで恥ずかしいんです
けどもこんな感じでシートベルトがこう、それ
から大腿部、それからびらんがありました。お
願いします。

　 入院時の検査所見です。この時点では血小板
等が低いものの特に問題はなく、ヘモグロビン
は少し低下してましたけれども、この前の手術
前検査、妊婦検診の時に測った数値とほとんど
変わりありませんでした。それから凝固系デー
タはこの時点で既に動いてました。フィブリ
ノーゲンは実は79と恐ろしい数値を呈していた
のですが、ちょっと私理由があって、この時、
このデータに全く気づけずに、帝王切開には
いってしまったということが、後で危機的な出
血を招く原因でした。FDPも当然動いてます
し、D-ダイマーも異常値を示しています。この
時点で、採血した時刻が14時11分ということで
した。お願いします。
　DICのスコアを産科的にみて、後からつけてみ
たんですけど、こんな感じで。基礎疾患のとこ
ろについてはいろいろな意見があるんですが後
でご紹介します。出血の症状は勿論あって、臓
器症状は無し、FDPとフィブリノーゲンが動い
ている。PTIRも少し動いてるということで、こ
のような結果であります。スライドお願いしま
す。
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　 DICスコアとしては８点ということでありま
す。次お願いします。

　 産科のほうで色々な判断を緊急の状態がある
かどうか判断する検査で胎児心拍モニター、胎
児心拍数値という検査ですけども。入院時でこ
んな感じで、少し心拍に一過性で、除脈が認め
られています。更に定期的に見ますとやはり一
過性の除脈が記録されてます。
　14時47分の時点でこのパターンを見て母体の
ほうに酸素投与を行ないまして、その後のパ
ターンとして、その後も一過性の除脈を呈してい
ると、この時点で帝王切開を決定しました。そ
れ以後もやはり同じように、けっしていいパ
ターンではありませんでした。

　 入院してから帝王切開を決定するまでの間に　　
原因検索が当然必用になりますので、その検査
で、先ず一番最初に注意しなければいけないの
は、胎盤早期剥離が無かったかということで調
べてみたんですが、超音波上ではそれを積極的
に疑う条件はありませんでした。特別胎児のほ
うも問題は具体的には無かったもんだからそう
いうふうに考えました。

　 ここには計時的にいろんな流れを書いてし
まったんですけれども、帝王切開をこのあたり
に決めまして、手術室にすぐに入室、全身麻酔
をかけていただいて、そして直ぐに執刀、これ
は２回とも下腹部切開というちょっとコスメ
ティックな理由で、以外とこういう手術場の執
刀の仕方をされてたんで、これにならってやって
きました。13分位かかって赤ちゃんが産まれま
した。ただ全麻の影響もありまして、この時点
ではアプガールスコアが１点位、心拍100未満
それ以外は全くカウントされませんでした。そ
れから後は16時15分くらいに赤ちゃんの生まれ
た後の子宮筋層を修復して、その後、出血が随
分多いかなと思ったもんですから、いろいろ検
索をしたところ子宮の後底に、いわゆる子宮破
裂という状態がありまして、それを修復した後
にやはり出血が止まらないという状況で、外科
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の先生に来ていただいて、他の臓器の破裂損傷
は無いかどうかというのを確認していただきま
した。この時点で損傷はありませんでした。
　 次に今度は出血量はこの時点で1290mL出し
ていて、アルブミン製剤を投与しました。その
後出血源を検索しようと考えまして、左の大腿
骨の骨折などが無かったかどうかということで
整形外科の先生に応援を要請し、透視下で調べ
てもらったんですが骨折の所見はありませんで
した。
　 その15分後位に総出血量が1980ccとなりま
して院内に在庫があった分の濃厚赤血球で輸血
が開始されました。止血を図りながら今度は今
日もお出でいただいてます外科の天満副院長と
それからあとは心臓外科の経験がある循環器の
先生と二人で骨盤内の血管、その他諸々の　　　
血管の損傷が無いだろうかということと、止血
を目的に検索していただきましたが、特に損傷
は否定できないということからこの時点で出血
源は子宮以外には無いだろうと判定されまし
た。次お願いします。

　 17時の時点で後で麻酔チャートを少しお見せ
しますが、血圧低下と頻脈と明らかに出血性
ショックということが分かるわけですけれど
も、その12分後の採血の結果でヘモグロビン値
が2.9という、これは検査科からのデータです。
血液ガスでのヘモグロビン値は2.8とういうこと
でした。実はこの時点で血液が病院の中にあり
ませんでした。全く無い状態で、子宮を取った
り、原因を除去するということが、全く血液の
無い状態で時間だけが過ぎていくという経験を
致しました。しかしその30数分後に血液製剤が
到着しましたので、それをもって子宮摘出術の
ほうをを開始しました。この時も実はそれまで
の間に整形外科の先生が普段手術のときにどれ
だけ使われてるのか、隣の平鹿総合病院の方か

ら回収血の自己血の回収血のフィルターを通す
機械、名前は忘れましたけど、その機械を借り
てきて下さって、自己血を回収して、そして戻す
ということをしていたり、あるいは検査科のほ
うの事務課の手続きですね、血液と照合するよ
うな作業を今日来て下さっている検査科の小西
さんと一緒に地道な活動をして下さっており、
血液到着次第、その先生は診療部長なのです
が、手術室の中へ直接お持ちいただくというよ
うなことがありました。それをもって、続きの
仕事に取りかかった訳ですけども、その40数分
後位に手術は完遂することができました。この
時点での血液のデータは、こんな状態でした。
しかし大量に血液は供給されておりましたので
手術が終了するちょっと前には、ある程度なん
とかなるような、回復することができました。
次お願いします。

　 分かりにくい図ですけれども、このように示
してみました。実はここに一番下がっているの
は血液ガスのデータです。一番最低のラインが
2.7だと思いますが、私がこの時点で一番苦労し
たのが、血液製剤が手元に無くて、空白の時間
が過ぎていきました。出血は全く止まらずに、
押さえててもじわっ～と溢れて、水かさが上
がってくるような感じの何とも表現のしようが
ない状況が続いておりまして、それを循環器の
先生が必死に押さえて止血ということでした。
こんな感じで、ショックインデックスは結構数
値としては心配な状態が続いておりました。血
液の累積の出血も図のように推移してました。
次お願いします。
　 摘出標本の肉眼所見提示します。子宮なんで
すけども子宮の内面のほうですけど胎盤が付着
して、胎児がいた方の側ですけども、ここには
特別な異常所見はありませんでした。今度は漿
膜面です。子宮筋の裂創が３カ所ありました
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が、その内、２カ所を修復した絵です。今度
は、シートベルトをしていた前方方向からの　　　　　
細かく見てみると少し子宮筋層がひはく化し
て、切迫子宮破裂という所見かもしれません。

　 これは胎盤なんですが、ここでなにを見るか
と言いますと早期胎盤剥離が無かったかどう
か、こう血腫が無かったかどうかを見ますが、
その所見は肉眼的には病理学的にも組織学的に
もありませんでした。今度は胎児側のほうの面
ですけども、こちらのほうにも特別異常所見は
確認されませんでした。
スライドお願いします。
　 ということで所見としては子宮腔内損傷な
し、癒着胎盤なし、子宮裂創による、子宮破裂
ということが唯一言える所見だったと思いま
す。次お願いします。

　 検査科のほうの対応はどうだったかという視
点で、計時的にみていきたいと思います。先ず
13時40分患者さんがお見えになって治療しま
す。15時過ぎくらいの時点で手術室からO型の
血液の在庫状況を聞かれると。この時点では９
単位だけあったと、FFPは在庫無しということ
でした。当時の血液の供給体制からすれば自然
な感じだなと理解します。その後、血液が必用

だったんだということで準備していただきまし
た。出血のほうが増えていきますので、どんど
ん需要が増えていく訳ですけど、最初に注文し
てから血液到着するまでに約１時間半、まこれ
もうちの病院の地理的な条件考えると仕方ない
かなというふうに考えております。ここからその
時点で、クロスマッチをせずに直ぐに搬入だっ
たと思います。さらに発注があって、注文してか
ら１時間10分くらいで到着してます。更に１時
間後にまた更に、1時間後に到着、合計ですと
RCC44単位、FFP20単位入れて、PCが20単位
と、結局残してしまったのがRCC６単位FFP６
単位でした。手術後に使ったのがRCC33単位、
FFP20単位、PC20単位が輸血されております。
後日、病棟で、RCC６単位、FFP4単位が輸血さ
れています。

　 麻酔科の先生にご意見を伺いたいんですが、
その当時の麻酔チャートを出してみました。実
はここが17時ですね。この辺りから収縮期血圧
が急に下がってきて、ショックインデックスが
あがってきてということで慌てて、あわてはじ
めたんですが、そのちょっと前くらいから分か
りづらいんですけど、19時45分か50分位から
輸血が始められたということです。次おねがい
します。
　 麻酔科の先生からはご意見を一昨日いただい
たんですけど、先ず１つはですね、出血のス
ピードが急速となり循環系が大きく変動するそ
の直前から輸血を開始できたことは結果的に大
きかったと言われました。出血源の特定に時間
を要したんですけども手術的に原因を除去し止
血できたということは救命に結局つながったの
かなというふうに思いました。もう１つは患者
さんが若年というせいで、21歳ということも、
これも好結果をもたらしたんじゃないかなとい
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うふうにおっしゃっておりました。次お願いし
ます。

　 手術後に関しましては実は私は完全に頭がパ
ニックで、体力的にもかなり低下してましたの
で、その時点で外科の先生方のほうで、術後管
理をして下さると申し出がありまして甘えまし
た。その後人工呼吸管理をしていただき、循環
系の維持とそれからDICの治療ということを一緒
にやっていただいて２人の先生方は殆ど交代交
代で寝ずに仕事をしていただきました。結果的
には順調に経過していく訳ですが、整形外科的
な手術もありましたので、これを今回の手術の
11日目に行なわれましたが、どういう訳か３日
後にご本人が退院をしてしまいました。次お願
いします。

　これが整形外科的な所見です。上腕骨の骨折
があってがあって、11日後にプレート固定術と
いうことで手術しておられます。次お願いしま
す。

　最終的な診断ですけれども、妊娠35週目の既
往帝王切開で、交通外傷があって、DICがあっ
て、胎児機能不全があって帝王切開したんです
けども、結果的に子宮破裂があったのと弛緩出
血があったのと出血性ショックがあり、右上腕
骨近位端骨折と診断としております。
　治療に関しましては帝王切開とそれから子宮
全摘です。手術時間は４時間42分で、総出血量
は7815mLです。輸血は先程お話ししたような
量で、自己血の回収血は470mLにおよびまし
た。
　 新生児の結果のほうですけども、生まれてか
らアプガールスコアとともに小児科の先生のほ
うで気管を挿管して人工呼吸管理をしていただ
きまして、結局４日目で赤ちゃんのほうは抜管
できまして、その後は順調のようで、今現在発
達の問題とかは特に無いと話を伺っております
ので、かなりいい経過だったんじゃないかなと
いうふうに思っています。次お願いします。

　 考察です。先ず産科におけるショックの90％
というのは出血性ショックであると言われてい
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まして、本症例は入院時にはすでにDIC、ただ　　
ショックというふうには、その時点では陥って
いなかったというふうに私は考えていた次第で
す。分娩周辺期におけます出血性ショックの原
因というのも色々ありますけれども、本症例は
交通外傷による軽度の子宮破裂というよりもむ
しろDIC発症の帝王切開というのが直接の原因で
はなかったかというふうに考えています。
　産科におきましてDICと診断した場合は、通常
はその治療を最優先に行なうということで児の
生死に関わらず母体への負担を最小限に止める
べく分娩管理というのを行なうようにしてる訳
だと思うんですけども、本症例では先ず先に帝
王切開による児の娩出を図ってしまったという
ことが大量出血に至ってしまったんではないか
なというふうに考えています。
　 これは参考文献なんですが、麻酔科の先生が
提供してくださったんですが、手術室で発症す
る大量出血では、その出血量が５千を超えると
死亡率が15.6％になる、３万をこえると41.2％
になると、ちょっとこの差は大きいんですけど
もまた直近のヘモグロビン濃度が３未満になる
と死亡率が43.2％になると、ちょっとこう後か
らこのデータを、その時点で最初から知ってた
らちょっと僕も手術を踏み切れなかったかもし
れないと感じた次第です。今年の１月の麻酔と
いう雑誌に載っているそうです。次お願いしま
す。

　 この症例を院外の研究会で発表しまして、主
に産科の先生方から、ご意見を頂戴しました。
先ず救命できた要因としては麻酔科の全身管理
の貢献が大きいと思っている訳です。こういう
ふうに言われました。本症例は、高次医療施設
への搬送よりも、当院で対応されたほうが良
かったんじゃないかなというふうに言われまし
た。実は私この症例はうちで診るよりは完全な

医療施設で診ていただくようなものだったん
じゃないかとずっと心に引っかかっていたんで
すけれども、それなりの施設のトップの先生が
言って下さいました。
３番目が入院時の検査データではかなりの低
フィブリノーゲン血漿ということで、これに関
しては術前にFFPを投与していれば出血量をもう
少し減らせたんじゃないかなというふうなご意
見をいただいたのが、河内医療センターの院長
してらっしゃる、産科のほうでこの研究会と関
連のある先生が、小林先生と言いますが、おっ
しゃっておりました。それからこの症例で　　　　　　　　
発揮しないんだけれども羊水鑑別する検査をし
ていましたかということをこの時点で病院から
指摘されまして、ちょっとやってませんでした
と言ってしまいました。
　 後は発注から血液供給まで１時間半を要する
のであれば、職員とかご家族を集めて新鮮血　　
いわゆる院内採血と言うんでしょうか、これを
輸血する方法をとらざるを得ないのじゃない
か、赤十字病院の先生からちょっと教えて貰い
まして、う～ん、私も分かりませんが、そうい
う方法もあるかなというふうに感じました。次
お願いします。

　 本症例を通じて学んだことは、妊婦の交通外
傷に関する対策等の実は統計が存在しません。
それからシートベルトの着用、妊婦さんへの
シートベルトの着用は去年、道路改正法道路交
通法の改正がありました。それまでは日本に関
しては着用義務はありませんでした。当時は　　　　　
シートベルトはしていましたが、それ以外の
ファクターとしては、いろいろなことがあった
ようです。
　それから後はですねFFP15単位、15単位とい
うのはきっと今５単位は、450mL換算なんです
かね、それにその３倍位フィブリノーゲン、これ
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を入れるときっとフィブリノーゲン値が90から
100位上がるんじゃないかなという計算らしい
ので、そうするともしかするとここまで出血し
なくて済んだかもしれない。その時点では分か
りませんでしたけれども、出血が止まらなくて
輸血を中止すると死亡してしまうような究極の
場面、この方はそうでもなかったんですけれど
も最終手段としては、遺伝子組み換えの第VII因
子製剤の投与ということがありました。これは
秋田県内では大学病院にだけしかないというふ
うに思っています。次お願いします。

　 本症例における課題です。緊急手術を必用と
する患者さんにおいては、DICを示唆する情報が
可能な限り敏速に伝達され、関係者に共有され
るかどうか、伝えられないとこういう大変なこ
とになりますよという話です。特にフィブリノー
ゲンが100以下と判断された場合はこれを使用
する目的でやはりFFPの投与が必用と考えまし
た。感じました。それから緊急手術で何らかの
異常出血が急速に発生した場合、血液供給とは
どうなのかな、特に時間外の時には、という心
配が引き続き私のもとではあります。今日皆さ
んで検討いただけるとありがたいなと思いま
す。次お願いします。

 まとめです。交通外傷をおった妊婦さんの帝王
切開を行い、児娩出後に出血性ショックになり
母体死亡を覚悟した事例を経験しました。児娩
出後大量出血にも関わらず血液製剤が手元に無
く、子宮摘出に踏み切るまでの時間は、40分位
でしょうか、母体死亡を覚悟し、完全にパニッ
クになり頭の中が真っ白でしたけれども、ただ
天を仰ぐばかりであった。止血及び全身管理の
ため、当院外科系医師及び麻酔科医師の連携に
より、必死の救命措置により、母体死亡に至ら
ずに済んだことは幸運でした。次お願いしま
す。

　 本日は、この研究会、委員会で発表させてい
ただきまして誠にありがとうございました。本
症例に携わっていただきましたすべての医師・
看護師・助産師・臨床検査技師・臨床工学士・
血液センターの職員の皆様方のおかげで最悪な
ことにならずに済んだことはとてもありがたい
ことで、ここで深く感謝申し上げます。本当に
ありがとうございました。

（坂本）明かりをつけていただいて、まだ
ちょっと時間がありますので少し皆さんのご意
見を伺いたいと思います。何はともあれこのよ
うな貴重な症例を発表していただきまして、ま
た救命にいたったことを、併せて凄いというふ
うに、いろんな面から凄いと思いますが、やは
り病院の皆が対応できる対応するということの
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素晴らしさというんですかね、医療の原点を見
たような気が致します。DICの問題とかいろいろ
ありますが、ジャンル分けないでですね、いろ
いろディスカッションあるいはご意見をいただ
きたいと思いますので、ご意見のある方コメン
トをさっと出したい方どうぞ挙手のうえ発言お
願い致します。阿部先生今日お出でになられま
すか。秋山先生おられますね、では秋山先生。

（秋山；仙北組合総合病院）仙北組合病院の麻
酔科の秋山です。椿先生どうも、大変な症例あ
りがとうございました。椿先生とは一度、同じ
職場で働いたことがありますけれども、こうい
う症例を雄勝中央病院のはっきり言ってマンパ
ワーが少ない所でですね、よく連携してやった
なと先ず最初に感心した感想です。たまたま、
日勤帯でしかも祭日じゃない時に来た症例で、
血液型がもしこれがA型かB型かAB型であれば
異型適合血を輸血する判断もあったのかも知れ
ない、だから３年前だとまだそういうコンセン
サスがはっきりしたものがないんですね、今で
あれば皆さん、ご存知かどうか分かりませんけ
れども、危機的出血のガイドラインというよう
なものが出されており、これが手術場あるいは
緊急外来に貼ってあればそれでいいと、直ぐコ
ンセンサスがその場で成立しますし、危機的な
対応もし易くなると思いまして、この症例を伺
いまして、たいへんだったんだろうなあと思い
ますけども、今後、同じような症例が、経験し
た場合にですね、夜間であればどうしただろう
な、こういうことで普段からガイドラインを目
にすることができるということですね。ちょっ
とでいいから、みなさんでそれを標準してもら
えればと思いました。

（坂本）椿先生、今の秋山先生のコメントいか
がでしょうか。

（椿）貴重なコメント、ありがとうございま
す。多分そういった手術室での部屋の我々が使
わせていただく部屋の前にはそのガイドライン
が貼ってあったと思います。その中で一番心配
なのは、時間外で発生した場合の対応はどう
か、ということです。

（秋山）陣頭指揮を誰がとるのかということで
す。麻酔科なのか、もう少し誰かが陣頭指揮を
とるのか、そこは、その時の状況で判断すれば
いいことです。今回のケースは麻酔科の先生が
手配されたのでしょうか。

（椿）はい。

（坂本）面川先生、大学病院かそういう所でで
すね、夜間の時間外の対応などについてどうい
うふうに、大学病院では対応しているもので
しょうか。

（面川；秋田県赤十字血液センター）秋田セン
ターの面川でございますが、今日一部資料が配
られてますが、日本麻酔科学会と日本輸血・細
胞治療学会が作った「危機的出血対応ガイドラ
イン」というのがあります。これは2007年にで
きてますので、これを周知徹底をして、まずは
これに準じ各施設に合わせて改訂して、使える
ような形にしなさいということになっていま
す。残念ながらやめて半年経ちますけれど、私
が輸血部にいた時には、このガイドラインの周
知を致しましたが、特別な取り組みはしており
ません。幸いなことに臨床検査技師が24時間対
応する体制を行なってますので時間外の対応は
特に滞りなく、血液発注に関しても30分位で供
給されますので大学病院では特に問題はありま
せんでした。秋田県内の血液を使い尽くしたに
近いケースもありましたけれども、それでも時
間をかけて他県から取り寄せたケース、数万mL
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という出血量の事例などが無い訳ではありませ
んが、少し質問させてもらっていいですか。
　 まず貴重なご発表たいへんありがとうござい
ました。いくつかご質問があります。ひとつは
考察にございましたようにですね、子宮からの
出血が原因と先ず考えてらっしゃったことにつ
いてですが、弛緩出血なのかそれとも外傷で破
裂した出血なのかどちらが本態なのか、DICスコ
アも8点ですから弛緩出血を疑っていらっしゃる
と思いますが、どちらが本態とお考えなのか、
そう申しますのは、子宮摘出が最大の方策と思
いますが、最初からそう踏み切れなかったので
しょうか。血液が無くて踏み切れなかった。そ
して、血液が到着してから踏み切ったというよ
うですが、どうしてかということ、お願いした
いと思います。

（椿）多分私自身がもう少し冷静であったらと
か、あるいは同じレベルの産科の医者が横にい
た場合は全く別だったと思いますけれども、判
断としては自分の技術と子宮摘出をする段階で
の失った血液の予測量というもので踏み切れた
ということが、一番のキーワードです。出血の
原因に関してはちょっと弛緩出血、確かに子宮
収縮がとても不良でしたので弛緩出血が全てと
言われればそうかもしれません。実際、子宮破
裂をおこした部位にも外出血というのは余り目
立ってなかったものですから、全く子宮の収縮
力が無い状態ではあったので、弛緩出血だとい
うことを言われればそうなるかもしれません。
あと止血の方法に関しては今回は子宮全摘術を
行なったんですけども、その中に対処としては
内調骨動脈子宮動脈の元の部分ですね、その部
分を結紮するとかあるいは手術をするにしても
膣だけ残して子宮膣除切断術というような方法
も、別の会では指摘を受けましたけれども、そ
ういうことはあったというふうには考えていま
す。

（面川）それで、先程お話ししました危機的出
血への対応ガイドラインというのは、外傷など
の出血を対象にしています。今回の出血が外傷
によるものなのかそれとも産科的出血なのかと
いう点でお伺いしたのには、理由がありまし
て、この危機的出血への対応ガイドラインとい
うのは日本麻酔科学会と日本輸血・細胞治療学
会で作成しましたが、実はこのサブバージョン
と言いますか、産科的な危機的出血に対応する
ガイドラインというのも実は作成中なんです。
これは日本産婦人科学会、日本産婦人科医会、
それと日本麻酔科学会、特に日本麻酔科学会の
順天堂大学の稲田先生等が中心になって、稲田
先生は危機的出血の対応ガイドラインを作った
先生ですが、産科の先生用の危機的出血つまり
弛緩出血とかと思いますが、それらの対応案を
作られたと思います。それができると産科領域
の対応を、参考にされて対応していただければ
と思います。

（坂本）どうもありがとうございました。天満
先生、せっかく、同じクルーとしてとお聞きし
ましたが、天満先生からお聞きする機会が無
かったので、ひとつコメントをどうですか、そ
の辺を聞かせていただければありがたいです。

（天満；雄勝中央病院）椿先生が全部しゃべっ
たので、私がしゃべることは殆ど無いんですけ
れども、私ここに加わっていることになってま
すけども、実はですねその時私病院の直ぐ隣の　　
老人ホームで回診していました。回診してたら
電話が鳴りまして、病院でこういうことが起
こってる、すぐ帰ってこいというようなことを
言われて、ですから私が入った時にはもう既に
出血が止まらないといいますか、そういう状況
で、私の後輩が入ってその時やってたんですが、
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そこへ私が帰ってきて入って、確かに外傷で、
実質臓器とか患部腸管とかそういう所から或は
腸間膜という明らかに目で見える臓器、形作ら
れた臓器からの出血というのは無かったんです
けれども、ダメージを受けた筋肉とか、お腹と
か、腰の周りの筋肉とかそういう所からじ
わ～っと出てくるような感じがありました。小
さな血管とかは破綻した部分が何カ所かあった
んで、大きな所の出血が大きい所だけ結紮した
りとかして止めて、それはさっき椿先生から発
表あったように、大きな所の血管調べたりとか
して結局この凄く大きな、大出血を起こすよう
な出血点は無かったということだったんですけ
ども、さっきも申し上げたようになんかやっぱ
りDICなんですよ。じわ～っと出てくるというよ
うな出血はありました。ただまあ我々の関与す
る所では、これはもう止血したほうが良い。結
紮したりとかで止められるような出血では無い
んで、とにかく早く閉めてしまって圧迫して止め
るしか無いというような判断をして、椿先生を
呼ぼうということで子宮を取って結局それで止
血したということです。

（坂本）ありがとうございました。実際の現場
にいる人、周りで非常になんて言うんですか
ね、対応を焦っている人たち、いろいろクルー
がいる訳ですけれども、現場の中ではですね、
なかなか目に出来ないことでもこのように大変
な事態が起きていることがですね、緊急の輸血
を必用とする、騒いでいるというような場面に
あるんだというようなことをご理解いただけれ
ばありがたいかなというふうに思います。枕元
採血はまだいろんな問題点もありますが、それ
はまた後ほどのパネルディスカッションでいろ
いろやっていただければというふうに思いま
す。何はともあれ椿先生このような貴重な報告
そして皆さんもですね非常に示唆に富む症例を
提示していただきましてありがとうございまし
た。先程言いましたようにいろいろ大変な状況
ですけれども、体力にはおいしいものをいっぱ
い食べてよく寝て頑張っていただければと思い
ます。どうも先生今日はありがとうございまし
た。

（藤村）座長の坂本先生、椿先生、大変どうも
ありがとうございました。
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（藤村；医務薬事課）緊急・大量輸血時の輸血
体制構築に対する取り組みを主題とし、事例報
告ということで、大館市立病院　 小笠原先生、
仙北組合病院　 林崎先生、由利組合総合病院　
木内先生、秋田大学医学部附属病院輸血部　 藤
島先生にお願いしております。それから座長
は、秋田県赤十字血液センター　 面川所長、市
立秋田総合病院　 新津先生にお願いしておりま
す。宜しくお願い致します。

（面川；秋田県赤十字血液センター）それでは
今日のテーマであります緊急大量輸血時の輸血
体制構築に対する取り組みということで、総合
討論を行いますがそれに先立ちまして事例を県
内４施設から御発表いただく予定でございま
す。進行は今ご紹介にありましたように秋田県
赤十字血液センターの面川と市立秋田総合病院
の新津先生の二人で担当させていただきます。
最初の二つにつきましては私が司会進行を努め
させていただきます。
　 事例報告の１.早速まいりますが大館市立総合
病院の小笠原先生宜しくお願い致します。事例
発表ということで、ハンドアウトしました資料
もございますのでそれを見ながら皆さんお聞き
いただきたいと思います。

････････････････････････

（面川）小笠原先生、宜しくどうぞお願い致し
ます。

（小笠原；大館市立病院）大館市立病院の小笠
原です。先程のセンターの方から報告ありまし
た肝切除の事例です。スライド次お願いします。

　 当院で昨年経験しました、あと10年は経験し
ないであろう緊急大量輸血の事例について報告
します。緊急輸血対応はすみやかな血液供給が
重要であります。今も昔も変わらない現状であ
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ります。当院は秋田市から高速道路を使って
も、車で約2時間半の距離にある、県北で最も説
く、一番血液を使っている病院です。そのた
め、緊急大量輸血時の血液供給に不安がありま
す。それで、どうしてもやっぱりセンターのほう
から１００キロ１１０キロという現状でありま
す。スライドお願いします。

　 症例は、今年の５月２３日の７６歳の肝ガン
で肝右葉切除、当初、主治医の予想する術前予
想出血量は1000cc。準備血液はクロス済みは4
単位でT&S4単位と合わせて、一応、8単位の血
液の確保はしているということです。スライド
お願いします。

　 手術が始まりまして、この患者さんの場合に
は肝臓を切る前に肝臓の表面を剥離する段階の
出血が非常に多くなった。昼の12時51分に手術
が始まりまして、開腹して、肝臓の表面を切っ
た、患部に対して動脈塞栓術を数回行った後で
したので、肝の表面に非常に微細な血管網が発
達しておりまして、肝臓をむき出しにする段階
ですでに準備血を含む10単位を全部使い切って
おります。そして、14時までの間に2回センター
の方に電話で発注をしております。それが、大
体2時間ほどかかって10単位が来ております。
そこで10単位入れたんですけれどもまだまだ出

てますよということで、さらにまた、もう20単
位の発注をしております。で、2回3回と分けて
ここで発注をしております。そのときに手術室
のほうから少し出血がおさまってきたというよ
うな、あの、待ってるあのいわゆる注文するほ
う、発注するほうにしてみると、朗報といいま
すか、じゃあこのままいけそうだなというよう
な期待をもたせられるような情報がはいってき
まして、それも束の間で肝臓のほうにいよいよ
切り出しが入りますと、どんどん出血が始まり
まして、それでこのときにちょうど出血がおさ
まってきたということでセンターに追加発注は
してないんですけども手術室のほうからやっぱ
りどんどん出てきたということで、追加発注の
電話を遅れてしております。この時間帯のとき
にちょうどセンターのほうとこちらのほうで電
話連絡がちょっと途絶えてしまったこともあり
ます。途絶えたというのは、私たちのほうでは
出血が少しおさまってきたと、センターのほう
にもまあさきほど言ったようにここで払いだし
た28単位というのはこのときの電話でもって運
んできてくれたものですので、丁度ここの電話
で出血がおさまってきたという情報がありまし
たのでしないままにしておりましたら、どんど
んどんどんまた出血が始まってきたというよう
なことがありましたので、また遅れて手術開始
から3時間後ですね、また追加でお願いしますと
いうような電話の発注をしております。そのと
きちょっと間に合わないですここでね。1時間ぐ
らいタイムラグがでてくるものですから、そして
ここでもうちょっとB型間に合わないということ
でO型の異型適合血14単位ですね、を出してお
ります。そして一旦急場をしのいでいるうちに
追加発注した分の血液が入庫しましたので、
で、手術開始からちょうど７時間後にもう30単
位と入庫したB型の赤血球を輸血しております。
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で、あと出血のほうおさまりまして、最後にま
た6単位の追加のほうがありまして、夜の11時
に手術が終了したというふうなことでありま
す。スライド次お願いします。
　 発注状況ですね。まあ1時55分から9時40分
までの間に赤血球については8回注文して86単
位入れております。FFPも6回注文して60単位だ
とそれからPCについても50単位使っているとい
うふうな手術であります。スライド次お願いし
ます。

　総出血量は26000㏄と体中の血液が1回2回入
れ替わってると、赤血球は７８単位入れて、一
応O型は6単位です。FFPは66単位で血小板は
50単位使っております。スライドお願いしま
す。

　 その連絡体制について血液センターの方とは
供給体制をもってこちらの連絡と供給について
のどうしてもらうか検討してもらいまして、ま、
私どものほうで努めなければならないことは、
早めの情報提供です。これが一番大切なことで
す。で、やっぱりちょっと多めに多めに、その
あとどうしてもあまるかもしれないときもある
んですけどもやっぱり供給のことを考えると多
めに注文するように、そして院内にもなるべく
多めに確実にまた早めに発注できるような情報

提供体制を整えていきたいと、いうふうなこと
です。
　 それからもうひとつは、緊急持ち出し血の車
載在庫量を増やしてほしいと。いうふうなこと
を要望をしております。これは、県北のほうは
血液センターからの配送車が常時回っておりま
すので、それの車に積んである在庫ですね、血
液を増やしてもらいたいと、単位数を増やして
もらいたいと。で、配送車が近くにいない場合
にどうしてもこちらの待っているほうで不安が
あると、それからもう一つは、先ほどちらっと
話しに出てますけども、秋田センターから運ん
できた場合やっぱり2時間という時間がかかりま
すけども、弘前から運んでもらいますと１時間
で来ますので、そういう広域供給というふうな
ものを出来る限り早くとってもらいたいなとい
うことを今後期待したいという要望をしており
ます。
　 情報提供に協力していきたいというふうに
思って、それができれば本当は血液センターの
ほうに要望し、どう構築していくかということ
は今後の課題ではありますけど永遠の課題にな
ると思います。緊急血持ち出しの車載在庫、
廻っている車ですね、それの在庫を増やして貰
えないか。情報提供については、切迫感がセン
ターのほうになかなか伝わらないんだなという
ようなこともありますし、またこれから高速交
通体系が整備される見通し秋田県もありません
ので、なにもいつも秋田から供給されなくても
いいじゃないか。
　 秋田•青森•岩手の三県分の供給体制になって　　　　　　　　　　　　
と い う ふ う な 意 見 も し ば し ば　　　　　　　　　　
供給体制についても検討してもらいたいという
のが私の事例の結論とさせていただきます。ス
ライドお願いします。

　 まとめでありますけれども、その一番の大量
出血事例があまりないものですから、いろんな
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ことでトラブルになるのはまず少ないんですけ
ども、どうしてもやっぱり緊急大量輸血これを
経験しております。Ｏ型の異型適合血、これは
危機的出血ですので使っております。
　 それから問題は、予想外の大量出血のときに
血液供給できるようにですね、センターとの供
給体制、こちらのほうと院内の連絡体制とそれ
からあのセンターとのスムーズな供給体制、と
いうふうなものの構築を今後どんどん構築して
いきたいというふうなのが今の現状でありま
す。

【事務局注】
※マイクの音量が不調で、小笠原先生のご発表
が正しく、記録されていない部分があることを
お詫びいたします。

（面川）はい、ありがとうございました。明か
りをつけていただいていいでしょうか。最後に
総合討論を行いますが、個々の事例発表につい
てもご質問等あると思いますので、今、小笠原
先生の事例報告につきまして会場の方からご質
問等お願いしたいと思います。いかがでしょう
か。同じようなケースを経験されている遠隔地
の方はどうでしょうか。先程、椿先生の発表は
雄勝中央病院での事例で、血液センターから遠
く離れた病院です。ご質問等ございませんか。

（新津；市立秋田総合病院）市立病院の新津で
すが大変な治療をなさったということですけ
ど、実は４時間半秋田からかかるということで
すね、変な話ですけど、どんな感じなんです
か。そういう時というのは簡単に考えてしまう
と、血液センターの中のいろんな県のいろんな
連携というのもあるかも知れないけど弘前の方
からの供給とかというのも血液センターではで
きるものなんですか。

（小笠原）それについては、何度も秋田セン
ターの方へ連絡しまして秋田センターの方から
青森センターの方へ電話がいって、青森セン
ターの方から血液センターの方へあったら言っ
て下さい、そういうふうにしますからという回
答しか頂いておりませんで、直接私たちのほう
でセンターのほうに電話してと売買行為の契約
を新たに発生するので、緊急にはすぐに対応で
きないのが、今の血液センターの体制でありま
す。

（新津）そうですか、わかりました。

（面川）今の話は貴重なご意見なので、血液セ
ンターの供給課のほう来てますね、それに対す
るコメントをしていただけたらいいと思います
が。

（松田；秋田県赤十字血液センター）秋田セン
ターの松田と申します。今の話なんですけれど
も、一応その事例があった時、青森センターさ
んのほうと話をしまして、じゃ緊急時にはこち
らの方から青森センター弘前から仮伝という形
で出してもらうということで話しておりますの
で、こちらで弘前のほうが早く供給できると判
断、緊急の場合に判断した場合にはこれから弘
前のほうにも依頼ということもあると思います
ので宜しくお願いします。

（小笠原）けれども、時間外の対応はセンター
の対応とまるっきり違うので、絶対できないん
ですよ、何回もセンターの担当者によって、ま
るで違うので、前にもセンターのほうへ、そう
いう話をしたら、じゃ大館のほうは備蓄して下
さいというふうなことを言われておしまいでし
たので、痛感しておりますけれども、それから
受付にたつ方の意思統一ですね、きちっとマ
ニュアル化するなりしてこちらのほうの状況を
把握して欲しいと思います。

（面川）いかがですか、それに対して。

（松田）受付のほうでいろいろ対応がつまって
たということなんですが一応マニュアルはあり
まして、再度こちらで周知を図りまして体制を
取っていきたいと思います。よろしいでしょう
か。

（面川）血液の供給に関してですね、距離的に
当然、弘前市と秋田市を考えた場合、大館市は
弘前の方が近い、それは誰が考えても地図をみ
れば分かると思います。供給時間も直接供給す
れば、50分と2時間半ですか、そういう時間•距
離だということも当然知っていると思います
が、それを埋める工夫というのも当然なされる
んですね。
　 勿論その１つとしては小笠原先生ご自身から
もお話ありました、備蓄施設になるということ
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もあります。県内は先程当センターの阿部のほ
うから報告ありましたように鹿角組合病院が、
備蓄施設になってますが大館市立病院は現在備
蓄施設ではありません。備蓄施設は、院内の血
液プラス周囲の医療機関へのサービスのための
備蓄施設で、そういう備蓄施設になっていただ
きたいということは、血液センターから提案申
し上げておきたいと思います。それから市内の
病院の先生、新津先生からご質問いただいたん
ですが、緊急持ち出し血という体制のことは多
分市内の病院の方は分からないと思います。私
も大学病院の時こういう配送システムがあるこ
と自体はよく分かりませんでした。供給する車
には医療機関の注文プラスアルファをある程度
積んでいる。それを同じ地区に配送した車が
帰ってくる途中に言われたら、その車がまた出
向けば供給手続きが可能だという体制です。こ
のような体制で、時間•距離を縮める努力をして
いるということがあると思います。ですからそ
れでも足りない、それでも必要な時、それを上
回るほど弘前から供給したほうが早いときがあ
れば、当然注文されていただいて結構だと思い
ます。

（松田）注文は秋田センターにいただきまし
て、こちらのほうで青森センターに連絡してそ
れから弘前という形になるんですが、需給調整
という他県から秋田に貰うという形になります
ので、弘前出張所からの仮伝という形で納品さ
れることとなります。

（面川）結局はそのときの秋田センターの対応
としては、いまその緊急持ち出しの供給車がど
こに位置してるかということと、弘前から貰う
のとどっちが早いかという判断をして、それで
も秋田センターから遠いというのであれば弘前
の注文があれば、対応することとなります。

（小笠原）備蓄に在庫がなければ。

（秋山；仙北組合総合病院）大量の出血が予想
される場合、ついでにセンターの方から何単位
か仮に納品していただいて、使った分だけ代金
をセンターに払うという方法は無いんもんで
しょうか。

（面川）どうですか。多分できないと思いま
す。

（小笠原）できないと言われました。

（面川）保管管理の面で、多分それは病院に一
回出したものは、病院の責任のなかででしょ
う。

（松田）保管管理上、一度、出庫した製品の返
品はできないことになってましてそれは受け付
けていません。

（面川）供給車に積んだものはいいんですね。

（松田）納品前であればキャンセルが効きます
んで。

（面川）よろしいでしょうか。ところで、O型の
血液を輸血する場合、患者さん、又は家族への
説明はどうでしたか。

（面川）すでにとってあるのでしょうか。

（小笠原）感染症検査と輸血については。

（面川）なかなかほかの施設はそうなってない
とは思います。異型でO型を使う場合、臨床的に
は全然問題ありませんけど、説明する必要があ
ると思いました。それにもう一点はですが、こ
の症例はレアケースと考えていいのかどうか

（小笠原）レアケースです。

（面川）天満先生、外科として何かご意見は、
こういう経験ないほうがいいんでしょうけど

（天満；雄勝中央病院）私ども2万という手術と
いうのは入ったことないんで、どういう状況な
のかというのは分からないんですけども、我々
のところもさっき報告した病院なのですが、私
どもでは肝臓刺されてナイフでお腹を刺されて
出血したっていう患者さんだったんですけど、
その人はまあ全部で7,000cc位の人だったんで
すけども途中で操作をするとだだだっと出る訳
ですよね、そのときは多分もう院内には何単位
位しか無かったんで血圧がコントロールできな
くなって、血液もないと、操作をしようとする
と出血をするんで、血圧が保てなくなるという
ので発注してから、ちょうど真冬だったんです
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よ、1時間半位かかったんですけれども、その間
手術中止してずっと押さえて、1時間30分押さえ
て、操作できないで待ったという経験はありま
す。

（面川）はい、貴重な経験ありがとうございま
す。ほか何かご質問等ございませんか。１つだ
け時間経過から赤血球のところ空欄のところあ
りますので

（小笠原）出庫要請はなかったです。

（面川）なかったんですね、実は違ってたとい
うことですね。FFPの在庫は結構あるんです
か。

（面川）よろしいでしょうか。小笠原先生あり
がとうございます。

････････････････････････

（面川）次は２番目の事例報告、仙北組合病院
の林崎先生よろしくお願いします。

（林崎；仙北組合総合病院）仙北組合病院臨床
検査科の林崎です。よろしくお願いします。
　 当院の緊急対応輸血の輸血体制構築というこ
とで、危機的出血に対応するシミュレーション
を実施したということで報告致します。スライ
ドお願いします。

　　
　 当院で発生した緊急対応輸血の事例をきっか
けに危機的出血対応の院内整備を行いました。
特に危機的出血シュミレーションを医師•看護師
•検査技師で実施しましたので、事例報告及びシ
ミュレーションを中心に報告します。
　 始めに輸血準備の遅れた夜間の大量出血事例
を提示します。
　 患者さんは40歳代男性、血液型はA型、Rh
(+)、平成X年Y月Z日19時30分頃、秋田自動車
道で運転中、対向車と正面衝突し腹部と骨盤を
受傷しました。救急車が現場に到着した時点で
は患者の意識は鮮明でした。20時35分当院救急
外来に到着、収縮期血圧70が認められました。
意識は朦朧とし、意識レベルの低下が認められ
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ました。腹腔内出血、胎盤骨折、出血性ショッ
クの診断で緊急回復止血術を予定されました。
次スライドお願いします。

　 次にMAPの発注•搬送•輸血の経緯について時
間ごとに提示します。現在はMAPと言わず、
RCCと言われておりますが、この事例当時は
MAPでしたので血液製剤の名称もこのまま使わ
せていただきます。
　 20時50、分ヘモグロビン12.8g/dL、検査科
へMAP20単位の交差が依頼されました。この
時、院内在庫のA型•Rh(+)MAPは10単位でし
た。当直技師が先ず血液型検査を開始しまし
た。
　21時10分、当直技師が一人では交差試験が困
難と判断し、輸血担当技師へ対応をを要請しま
した。21時40分、輸血担当技師が病院に到着。
交差試験を開始するとともに輸血担当技師は
MAPを緊急配送して欲しい旨、センターへ電話
をしました。この時センターの電話のやりとり
の内容ですが、センター側からは緊急車両を出
すより赤帽のほうが早いということでしたの
で、当院からは「とにかく早く届けてもらう方
法をお願いします。」と伝えました。このよう
なやりとりの後、22時15分、血液センターへ
MAP12単位を発注致しました。22時、患者さ
んは腹腔内出血の診断で開腹手術のため手術室
へ入室しました。

　22時47分、MAP12単位発注から32分後にセ
ンターから「今から出発」との連絡が検査科に
入りました。23時10分、患者の血液ガス分析
で、ヘモグロビン3.8g/dLと超貧血状態が判
明、麻酔科医がMAP追加発注の依頼が検査科へ
入り、センターへMAP10単位の追加発注のため
電話をしました。このときも赤帽さんのほうが

早いということで、通常の発注で、早くお願い
しますとコメントをし、発注しました。23時40
分、センター出発から53分後に当院に初回発注
分のMAP12単位が到着しました。23時53分、
MAP追加発注の43分後にセンターより「今から
緊急車両で運びますので、緊急対応文書をコ
ピーして下さい。」請求されファックスしまし
た。0時10分、患者さんは止血困難で止血でき
ないまま閉腹し手術室を退室しました。術中出
血量は360mLに対し輸血量はMAP10単位、
FFP10単位でした。0時33分、センターを出発
して40分後に追加の注文の10単位が当院に到着
いたしました。2時30分、患者さんは治療の甲
斐なく、永眠されました。次スライドお願いし
ます。

　 事例のまとめです。夜間に緊急大量輸血の
オーダーに迅速に対応できなかった事例を経験
したので、問題点を検討しました。
　 先ず当院検査課の今回の対応についてです。
この事例では担当医師がA型Rh(+)MAPを20単
位オーダーしましたが、在庫が10単位であった
ため不足分を直ちにセンターへ発注しなければ
なかったのに、発注が遅れてしまいました。夜
間の検査課当直は一人体制で緊急輸血は一人で
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血液型検査、センターへの発注、交差試験のす
べてを迅速に行わなければなりません。今回の
血液型検査と在庫MAPの交差試験を優先したた
めセンターへの発注が遅れてしまいました。
　 今回の事例の後に検査課内で検討した結果、
夜間緊急対応輸血には原則として輸血担当者に
応援要請するとともに、センターへの発注を先
ず行い、血液型検査、交差試験を先ずすること
にし、検査課内に周知致しました。
　 次に、血液センター側の問題点を検討致しま
した。今回センターに血液製剤を発注してから
血液のセンター出発するまでの時間は１回目は
32分間、２回目は43分間でした。発注から当院
到着までの時間は１回目は１時間25分、２回目
は１時間23分でした。センターからの当院の配
送時間は緊急車両であれば50分から60分です。
日中は血液の発注から到着まで約１時間です
が、夜間はそれ以上の時間を要することが判明
致しました。
この事例を経験してから、血液センターへは夜
間緊急対応の改善を要請致しました。次スライ
ドお願いします。

　 次に、危機的出血に対して当院の取り組みを
報告致します。取り組みが院内の緊急輸血マ
ニュアルの作成、緊急輸血マニュアルに基づいた
危機的出血対応シュミレーションの実施、検査
技師の輸血リトレーニングの実施、血液セン
ターとの連携です。次スライドお願いします。

　 これからは当院の輸血マニュアルの紹介と危
機的シュミレーション例を報告致します。当院
の概要です。当院は大仙市大曲に在り、血液セ
ンターとの距離は約50㎞で緊急輸送で45分要し
ます。一般病床数は560床、昨年の赤血球製剤
使用数は3066単位です。大量出血症例数は年間

2～3例です。院内の血液製剤在庫数は赤血球製
剤RCC-LRがA型8単位、B型6単位、O型8単
位、AB型4単位で、新鮮凍結血漿はFFP-LR2を
各２本としております。次スライドお願いしま
す。

　当院の緊急輸血マニュアルを説明致します。
医師の判定しやすいように、検査科で準備に要
する時間を待てる時間とし、そのまま緊急度の
名称に致しました。そして血液型が不明の場合
と血液型確定の場合と２回に分け緊急度に応じ
た輸血検査と払い出す血液を確定しました。さ
らに同型血が不足した場合はABO異型適合血の
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使用を推奨いたしました。次スライドお願いし
ます。
　 緊急輸血の申し込みは、当院輸血申し込み伝
票に新たに緊急度別にチェック項目を設け、運
用することにしました。例えば血液型が不明な
患者で、直ちに輸血しなければいけない場合はO
型未交差払い出しをチェックしてもらいます。
この伝票の特色は、検査科へ先生の意思が明確
に伝わること、医師が伝票を見ることで緊急度
に応じて払い出せる血液を確認し、判断できる
ことがあげられると思います。次スライドお願
いします。

　 次に、危機的出血のシュミレーションの説明
をします。シナリオの症例は60歳男性、A型Rh
(+)、不規則抗体は陰性、診断術式は右腎癌にて
右腎摘出術を設定しました。血液の準備は濃厚
赤血球交差済み４単位です。次スライドお願い
します。

　 シナリオの続きです。麻酔科より手術中の危
機的出血との連絡が入り、検査科へA型赤血球
20単位、FFP20単位を緊急に発注するように依
頼されます。続いてO型異型赤血球の払い出し、
センターからの血液の緊急輸送という流れにな
ります。次スライドお願いします。

　 次に、検査科内のシュミレーションの内容で
す。平日日勤帯の設定なので、技師２名でそれ
ぞれ対応します。そしてシュミレーションの内
容を検査科内の技師にも見学してもらいまし
た。麻酔科医から危機的出血の連絡が入った
ら、患者氏名、ID、ザールの部屋番号を電話で
聞きます。そして血液型を輸血管理システムで確
認します。院内の在庫数の確認をし、手術室へ
連絡します。病棟の看護師が伝票と検体を持っ
てきたら、検査技師１は赤血球製剤番号を伝票
に記入し、セグメントを確保します。同時に技
師２は検体の遠心を開始し、FFP製剤番号を記
入します。技師１が看護師と呼称確認し払い出
します。技師２は交差試験を開始します。スライ
ド次お願いします。

　 血液センターとの連携は先ず電話で、オペ中
の大量出血でRCC-LR10単位、FFP10本緊急搬
送をお願いしますと伝えた後、緊急発注依頼書
をファックスします。ファックス送信の後確認
のためもう１度電話を入れます。この時出発前
に電話を下さいと伝えます。センターからの出
発の連絡が入ったら依頼書に出発時刻を記入し
ます。センターへは納品伝票をあらかじめ
ファックスして下さいと依頼し、伝票に記入し
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準備をします。手術室へは血液製剤の到着時刻
を連絡します。次スライドお願いします。

　O型異型血の払い出しについては、麻酔科医が
O型の在庫数確認の電話が来たら、O型８単位と
伝えます。看護師が緊急申し込み伝票を持参し
たら、技師１は伝票の緊急度別チェック項目を
確認し、O型の赤血球の製剤番号を記入し看護
師と呼称確認し払い出します。次スライドお願
いします。

　 センター車両が到着したら手術室へセンター
到着を伝え、交差試験用検体持参で、取りに来
るよう連絡します。その後はシュミレーション
①と同じ行動になります。次スライドお願いし
ます。

　 実際のシュミレーションの風景です。看護師
が伝票を持参したら検査技師が製剤番号を記入
し準備しているところです。シュミレーション
用に製剤ラベルを作成して血液製剤の代わりと
致しました。次スライドお願いします。

　 看護師と呼称確認している風景です。次スラ
イドお願いします。
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　 血液センターへ連絡しているところです。次
スライドお願いします。
　 血液センターにファックスしているところで
す。次スライドお願いします。

　 シュミレーションを実施した後に輸血担当技
師と輸血担当以外の検査技師から感想を聞きま
した。輸血担当技師からは今回はセンターとは
一緒にシュミレーションをしていないため、実
際に所要時間は不明である。出血の状況を検査
科では把握しきれていないため、迅速な払い出
しのため手術室との連携を密に取ることが大切
と思ったと感想がありました。次スライドお願
いします。

　 輸血担当以外の技師からは実際に輸血担当者
のとる行動を見る事ができ、全体の流れが把握
できた。血液型•不規則抗体スクリーニングが済
んでいない場合、今回のシュミレーションのよ
うにいかないのでは、O型異型血を払い出す場
合、交差試験が必要か、実際シナリオ通りに行
動できるかという不安という感想がありまし
た。次スライドお願いします。

　 シュミレーション実施のメリットは次の２点
になります。シュミレーションにより、検査技
師の輸血業務に対する理解が進むとともに改善
点も明らかになりました。明かになった改善点
を基に危機的出血対応の検査科内行動マニュア
ルを整備し役割を明確にできました。次スライ
ドお願いします。

　 次に検査技師の輸血リトレーニングの実施に
ついて報告致します。輸血リトレーニングは日
当直者全員を対象に実施しました。内容は緊急
輸血時の出庫、報告書の記入方法、連絡方法、
試験管法による血液型の検査と交差試験です。
リトレーニングの個人票を作成しトレーニング
の状況等を記録に残しました。記録をもとに、
次回のリトレーニングを計画する予定です。次
スライドお願いします。

　 血液センターとの連携について私が思う大切
なことをあげてみました。１つは病院の検査技
師と血液センター供給課の職員との間でコミュ
ニケーションが重要であり、特に危機的出血時
は連絡を密に取り合うことが重要と思いまし
た。もう１点は、血液センターの取り決めで
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す。例えば血液製剤の予想到着時刻の連絡など
です。次スライドお願いします。

　 まとめです。当院での平成X年Y月の事例を
きっかけに緊急時の輸血マニュアル作成、シュ
ミレーション、検査技師のリトレーニングなど
院内の緊急輸血体制の構築に取り組んできまし
た。シュミレーションにより、検査技師の輸血
業務に対する理解が進むとともに改善点が明ら
かになりました。次スライドお願いします。

　 今後の課題です。患者様の救命、輸血過誤防
止のためには、院内の緊急輸血マニュアルが医
師、看護師に浸透するように周知に努めること

と、そして検査技師と緊急輸血に対応できる知
識と技術を習得することが課題です。スライド
ありがとうございました。

（面川）林崎先生どうもありがとうございまし
た。平成X年の症例をもとに、院内で危機的出血
ガイドラインに関し、院内のマニュアルを作
り、かつシュミレーションが行われたというこ
とですね。仙北組合病院の輸血管理体制につい
てはいろんな、輸血後感染症なども先進的なこ
とを既にやっていらっしゃる施設なんですね、
危機的出血に対する院内の取り組み、輸血体制
の構築についても、先進的にやられて、非常に
素晴らしい発表だったと思います。そこで今の
ご発表に対してご質問等ありましたらどうぞお
願いしたいと思います。いかがでしょうか。は
い、どうぞ。

（小塚；大館市立総合病院）大館市立総合病院
の小塚と申します。貴重な症例ありがとうござ
います。１つご質問あるんですけども、緊急輸
血マニュアルで、緊急度を待てる時間として、0
分、20分、30分というふうに設定されていらっ
しゃるんですけども、こちらのほうマニュアル
のほうに記載されて、すぐに確認できるよう掲
示されてますでしょうか

（林崎）院内の各病棟には、輸血マニュアル
ルールというものを常備してるんですけども、
実を言うと掲示してはおりません。病棟に対し
ては、ただ、何かあるときには、見出しが緊急
輸血ということで、見れるようにはしているん
ですが、手術室等はでてくるんです。今後、すぐ
見やすい所におかなければならないなとちょっ
と考えているところです。

（小塚）当院でも緊急レベルの設定について、
やはり緊急度というのはレベルで分かるんです
けど、結局検査の中身というかなかなか周知難
しいところでありまして、当院のほうでも、緊
急レベルはこういうふうな内容で、血液を払い
出しするんだと、周知したいなと考えていまし
た。なんかそういうふうにこう緊急度０分であ
ればO型血だよと、緊急度10分であれば同型で
未交差血だよと、そうゆうことを周知するそう
いう取り組みというのはされてるんでしょう
か。
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（林崎）それは全体的にっていうことは、今後
の課題でして先ず当院では、秋山先生をはじめ
術中に関しては、麻酔科の先生方と私たちの連
携で動いております。今後の課題としては、病
棟、外来、救急外来にきた時の対応ですね。そ
のへんは課題が残っております。

（面川）確かにこの事例から学んだ事といった
ら、センターからの供給体制と緊急輸血時の技
師のほう検査部内の対応という事で、緊急度
0•20•30ということで非常に分かりやすいと思
いました。僕も昔、外科やってましたけど、急
ぐんだとにかく急ぐんだという医者が多い。と
にかく直ぐ持って来いと言っている割には余裕
が有ったりするんです。大学病院の輸血部で経
験した時に具体的に何分あればいいのか、いつ
までなら欲しいんだ、そういう具体的な数字が
大事で、0•20•30という数字も緊急度1•2•3と
いうのはありますけど、この場合は分で言って
いることで分かりやすい。これだと技師さん
も、これなら交差しなくていいかなと取り決め
できますし、これならO型出していいんだなと、
そういうことでとてもいいんじゃないかなと思
います。また、緊急時の緊急度30になったとし
ても交差試験はしなくてもいいじゃないかと僕
は思いますが。

（林崎）当院では、まず出すだけ出します。先
生が待てるんであれば待っててもらって、平行
して輸血検査をしているっていう話です。はい。
先生が30分待てるんであれば、生食法、いわゆ
るABOの型だけは保証しますよって話です。

（面川）検査が終わらないとかね、随分昔でい
うとクームス法までやらないと出庫しないとか
そういうのは、どこの病院でもなくなっている

と思うのですが、そういうところで止まるなん
ていうのはナンセンスと言いますか、省略でき
るところと思います。何か他ございませんか。
　 後は、血液センターの立場でいうと、何年か
前だと思いますが、確かこの後、夜間の配送体
制を変更してるはずです。赤帽ではなく、セン
ター職員が２名当直していて１名が出せるとい
う話になってるはずです。

（林崎）はい、あと赤帽さん、このときは確か
赤帽さんも出払っていて、なかなかつかまらな
かったと記憶しておりますけれども、タクシー
のほうも手配をするという体制を供給課の方か
ら報告いただいて、まだタクシーを利用した事
は無いんですけれども、この当時、そういう体
制を改善させていただきました。

（面川）よろしいですか。もう１点、実際、緊
急0分、20分、30分など、何回かこういうケー
ス実はあるんですか

（林崎）作った後はあまり無いです。

（面川）いかがでしょうか、大変参考になると
思うんですね。よろしいでしょうか。皆さん参
考になったでしょうか。ご質問があれば、どう
ぞ遠慮なくしていただきたいと思います。秋山
先生、コメントいいですか、どうぞ。

（秋山；仙北組合総合病院）当事者の話はでき
ませんでしたけれども、医者側も、当事者も患
者さんの家に接する時間もないもんで、あれだ
け同意書をつくっている意味は大体分かりま
す。後で、事後の同意を受けます。

（面川）先ほど、大館市立では異型適合血の輸
血マニュアルには同意書を取っているというお
話ですけど、仙北組合病院ではそこまで、同意
書あります？
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（秋山）緊急時には緊急マニュアルに従って、
輸血する場合がありますが、その際には同意書
を別にまたいただきますという一文を入れてあ
ります。

（面川）よろしいでしょうか、はい、どうぞ。
西成先生。

（西成；由利組合総合病院）由利組合総合病院
の西成ですけども、大変緻密なシミュレーショ
ンで参考になりました。２つほど教えてほしい
のですが、１つは、私たちの病院もそうなんで
すが、緊急輸血の場合指揮官は誰かという事、
資料を見せていただいたところでは、麻酔科の
先生がされておるとは思うんですけど、秋山先
生や他の先生方の働きを考えると、大変スムー
ズにいっていると思うのですが、他の先生方、
外科の先生方は、そういう事は大体麻酔科の先
生が輸血のオーダーすることで、コンセンサス
を得ているのでしょうか、どうでしょうか。そ
れから、日中のシミュレーションということを
先ほどおっしゃったようですが、実際、例えば
深夜帯、夜中の２時３時になった場合、シミュ
レーションと違う場合が想定されるかどうか、
実際輸血された症例以外に、RCCの遅延など、
緊急輸血の状況について、そこらへんもあれば
教えていただきたいんですけども。

（秋山）緊急輸血ってのは、手術中あるいは緊
急手術、夜間のですね、やっていてどうして
も、院内在庫で足りなくなった場合、当直技師
さんに、センター側に注文して下さいと話をす
るのですが、前はなかなかセンターにファック
スするという自体が、検査技師さんにとっては
なかなか重荷にだったようですが、今回のよう
にシュミレーションやってからは、スムーズに
流れていく、そこで時間のロスはなくなった
と、そういう効果はございました。

（林崎）秋山先生はわかっていただいているの
ですが、外科の先生方は・・・。

（秋山）外科の先生方への今回の適合血のコン
センサスに関しては、要するにはっきり言って
把握されていないのですが、院内へのアンケー
トの必要性を感じているところです。

（西成）実際は手術時に追加の輸血を発注した
りする判断は麻酔科の先生がどちらかというと
されておるんでしょうか

（秋山）術中に関しては麻酔科の判断で、外科
とコミュニケーション取りますけれども。

（西成）シュミレーションの他に実際に提示さ
れた症例のように、特に夜間などにですね、緊
急の危機的あるいは大量出血で苦慮された事例
等、ございますでしょうか

（秋山）せっかく作ったマニュアルですが、ス
ライドでは２～３例と書かれてましたけど、麻
酔科学会の調査も入って振り返ってみたんです
けど、実は無かったんです。5,000を超える出血
は無かったんです。それほど超緊急輸血という
感じではなかったです。

（面川）よろしいでしょうか、どうも林崎先生
ありがとうございました。

････････････････････････
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（新津；市立秋田総合病院）続きまして緊急輸
血時の現状報告、由利組合総合病院の木内先生
お願いします。

（木内；由利組合総合病院）宜しくお願いしま
す。スライドお願いします。

　 初めに、当院は612床、今612床今稼働して
おります。由利本荘市、にかほ市地域の機関病
院であり、救急医療に対応しております。血液
センターからの供給時間は最大で60分です。次
お願いします。

　 緊急輸血対応としてはスライドのようになり
ますけれども、この他に産科の大量出血があり
ます。消化器系の緊急輸血の場合は院内在庫で

間に合うような感じになっております。院内在
庫数としてはA型6単位、O型6単位、B型4単
位、AB型2単位となっております。次お願いし
ます。

　 危機的出血時の対応としては、輸血療法委員
会、去年の2008年10月18日に検討しました結
果、危機的出血時のガイドラインに沿っていく
という事で、先ずは大まかな事でそのガイドラ
インに沿うという事で話し合いをしました。そ
の中で主に緊急時の血液型の選択としては、異
型輸血O型を使用するという方向に持っていくと
いうふうな話になりました。またRh陰性血、希
な血液型に関しては、こういう場合は院内採血
もあり得るという事で、マニュアルを残しておき
ますが将来的には廃止の方向であるという事に
しました。次お願いします。

　 緊急輸血をしたのは、2007年～2009年まで
の症例を調べてみましたところ、2007年には腹
部大動脈瘤破裂これが２例、食道静脈瘤破裂、
左腎腫瘍摘出オペ時の大量出血、また外傷によ
るものです。2008年は２例で急性大動脈瘤乖
離、多発性外傷の２例でした。次お願いしま
す。
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　 これは2009年、今年の場合なんですけれど
も、救急室に運ばれた症例で、全部で虫垂炎も
入れて９例になっております。次お願いします。

　 緊急輸血事例の報告として、異型輸血として
２例、同型輸血として２例で、異型輸血では院
内採血新鮮血を輸血した症例が１例、同型輸血
でも院内採血新鮮血を輸血した症例がありまし
た。次お願いします。

　これは異型輸血症例2005年の症例です。患者
は67歳男性、B型のRh陰性です。臨床診断は閉
塞性動脈硬化症、経過としては11月９日大動脈
そう大腿動脈バイパス術を行っております。10
日に術後、術後グラフト血栓閉塞にて再手術を

行っております。12日に腹部膨満があり、手術
を行っております。この時の輸血の血液製剤入
庫の状況がO型のRh陰性が照射解凍赤血球２単
位を４本全部で８単位、それからB型Rh陰性
MAPが20単位で、これが大阪から届いておりま
す。次にO型のRh陰性MAPが２単位入っており
ます。患者さんの血液型がB型のRh陰性だった
ので、大量出血ということでテレビに呼びかけ
まして、400mL２名200mL１名の新鮮血を輸
血しております。次お願いします。

　 これが血液製剤の入庫経過時間です。午後の
３時半から入庫製剤の入庫経過を表しておりま
す。この間にセンターから入っているうちに、
新鮮血の採血も行われております。解凍赤血球
はO型４単位、２回に分けられて入庫されており
ます。次お願いします。

　 実際に血液製剤を使用したのは12日の大量出
血の際は、MAP20単位準備したうち10単位、
FFPが15本、PCが40単位、新鮮血が400mL２
本、200mLが１名です。実際、解凍赤血球を依
頼しましたけれども、実際には使用しておりま
せん。MAPO型陰性のやつも使用しておりませ
ん。11月13日から11月21日までにB型陰性の
MAPが22単位、FFPが２単位が46本、PCが35
単位輸血されております。11月23日にはO型陰

総合討論



性血がMAP２単位輸血されております。次お願
いします。

　次に異型輸血症例です。これは2007年で患者
は男性、血液型A型のRh(+)、臨床診断は破裂性
腹部大動脈瘤破裂、3月24日緊急外来、これに
より緊急入院して25日緊急手術に入っておりま
す。血液製剤の入庫状況が深夜１時46分から明
け方6時半までに血液製剤が入庫されておりま
す。このときにO型のRh(+)７単位が入庫されて
おります。次お願いします。
　 製剤の使用ですがRCC-LRが40単位です。O
型のRh(+)が７単位です。FFP-LRが27本、PC
が60単位使用されております。次お願いしま
す。
　これは同型の血液を輸血した症例です。2007
年です。患者は75歳女性、O型Rh(+)、臨床診断
は左腎癌、多発肝、脾、肺、リンパ節に転移し
ておりました。上記診断にて、12月30日手術し
ております。当初タイプアンドスクリーニング
で３単位、タイプアンドスクリーニングの依頼
で輸血が必要になったということで3単位足して
３単位輸血したんです。血液製剤の入庫状況は
午後の３時から５時過ぎまで随時入庫されてお

ります。夕方の５時以降に新鮮血の採血が施行
されてされております。次お願いします。

　 この場合の血液製剤の使用ですがRCC-LRが
19単位、新鮮血17単位としておりますが、ここ
の単位がちょっと不明で、９人分輸血されてお
ります。FFP-LR２が15単位、PCが40単位輸血
されております。次お願いします。

　これは同型の輸血症例で、2009年今年のもの
です。患者は75歳男性、血液型O型Rh(+)、臨床
診断は膀胱癌です。５月26日に血尿により貧血
進行が激しく、膀胱タンポナーデとなり入院し
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ました。５月28日これは土曜日でした。血尿で
コントロール困難になりまして、緊急手術にな
り膀胱全摘と尿管皮膚瘘施行が行われました。
血液製剤の入庫状況ですけれども、トータルで
表のようになっております。次お願いします。

　 これの使用状況ですがRCC-LRが18単位輸血
されております。FFP-LR２が10本、PCが50単
位輸血されております。次お願いします。
　 まとめとして、今回は私たち輸血検査側から
見た視点での事例報告となりました。大量出血
時の対応としては、私たち検査技師２～３名が
選任技師の指揮に基づき、仕事を分担しており
ます。その作業としては臨床側からの製剤の問
い合わせ、在庫の確認、血液センターに発注、
血型、不規則抗体スクリーニング検査など、ま
た交差試験、そのような作業を分担してやって
おります。今までには、血液センターとの連絡
はスムーズであり、特別な問題点はありませんで
した。次お願いします。
　 課題としては、危機的出血への対応ガイドラ
インに沿ったシュミレーションの施行は今後の
検討課題です。臨床側の緊急時適合血の選択で
すけれども、O型血の理解をお願いしたいとい
うことで、これは輸血療法委員会で今後更に指

導していかれると思います。また検査側の血液
製剤のオーダーですけれども、オーダーがダブル
ことがあるので、臨床側で指揮官の必要がある
と思います。オーダーするのは看護婦さんがだ
してくるので、そこらへんも臨床側のほうでも
色々と連携を取らなければいけないなと思って
おります。それから検査側も患者情報が少ない
ので、情報が貰えることによって、血液セン
ターとの連絡がよりスムーズになると思われま
す。次お願いします。

　 今まで緊急発注の回数がかなりありましたけ
れど、当院においては適宜に対応していただき
ました。色々助言を受けながら作業を行う事が
できました。今までに問題はありませんでし
た。お互いのより良い連携、これによるだろう
と思いますので今後とも宜しくお願い致しま
す。ありがとうございました。以上です。

（新津）はい、どうもありがとうございまし
た。由利組合病院のご発表に関して何かご意見
とかご質問ございませんか。

（阿部；秋田県赤十字血液センター）血液セン
ターの阿部と言いますけど、一つ検査側からの
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視点でというお話でしたが、新鮮血採血が２年
ほど前までやられていたという事だと思うんで
すが、新鮮血を採血すると結構パワーいると思
うんですが、どのへんで新鮮血を採血する、院
内採血をするっていうふうに決めるのかなと、
そのへんを教えて下さい。

（木内）それは担当医が決める事なんですけれ
ども、2005年の時はB型陰性ということで、更
に出血があって供給できないんではないかとい
うことで、それで院内採血に踏み切ったという
ことでいいのでしょうか。実際、新鮮血を使う
と出血が止まりやすいことがあるのかなと思い
まして。

（新津）新鮮血に関してのことですけど、他に
何か、小笠原先生。

（小笠原）新鮮血についてですけど、院内照射
をされたのですか。

（木内）そこはちょっと分からないんですけ
ど。

（西成）由利組合病院の西成ですけども、放射
線照射に関してはライナックを使用して、15グ
レー、マニュアルに決めてあります。院内で緊急
採血をするということが決まれば、技師さんが
ライナックをウォームアップをして、それで院内
で照射をしております。白血球除去フィルターを
それを使っております。

（小笠原）そうしますと、院内照射のことで、
ライナックを使う場合に放射線の技師のほうの
コンセンサスも必要になってくると思います
が、問題はですね、当院は新しい機械を入れた
ものですから、もし院内照射をもし必要になっ
た場合、ライナックでやらざるを得ないなと、
以前から未照射の赤血球を買っていた時代に、
照射用の管球付きの機械があるんですけども、
故障したんで、更新はなかなか難しいし、そん
なわけで、レントゲンの技師のほうには、ス
ペックというか、仕様について、機器の設定と
して院内照射を行うことを前提としてると、保
健所に届け出ていて、いつでも照射が行える体
制には由利組はなっているのでしょうか。

（西成）保健所には届けては、あまりちゃんと
はしておりません。してないんですけども、そ
んなに回数もあるものではないんで、ただ技師
さんには、周知しております。ただ今ディスカッ
ションあるかも知れないけども今後おそらく、
院内血採血はほとんどされなくなると思います
ので、多分この点に関してはあまり発展しない
と思います。

（面川）秋田大学でもですね、院内の照射装置
を廃棄しました。耐用年数が過ぎてメンテナン
スに、院内でもお金がかかるという事で。それ
で唯一残るという事が院内採血をどうするかと
いう問題なんですね。それでそれは能登谷さん
いますか、大学病院は結局放射線科に依頼する
しかないの、放射線科の内諾を得て放射線装置
を廃棄したという経緯ですが、コメントできれ
ば。

（能登谷；秋田大学附属病院輸血部）もし院内
採血となれば、治療棟のリニアックで15グレイ
を照射するという事で一応約束したうえでの廃
棄という事です。

（面川）一応は担保を取らないと。ほとんどな
いということですが、西成先生のおっしゃる通
り無いことがいいんですが、あり得る場合を考
えていないといけないということで、院内に放
射線装置があればということで、それに対応し
ていくしかないと思います。

（新津）院内採血に関して何か他の病院で経験
とかあったら、村岡さん。

（村岡；山本組合総合病院）山本組合の村岡で
すが、端的に言って院内採血いわゆる枕元は、
例えば合同輸血療法委員会、公的会議、もしく
はいろんなところで廃止という方向で考えてい
いのかどうかをちょっと聞きたいんですけど
も、ようするに我々の療法委員会の規約の中に
も枕元採血を廃止したい話をするんだけれど
も、どうしても術後で産婦人科の、産科のほう
の先生からも、それはまあ残そうという事と、
療法委員会の議決としても残そうということな
んですけど。従来照射血をまだセンターでやっ
てなかった頃、センターから未照射を買って院
内で照射していた、それを先程出ているライ
ナックで、立ち上げに30から40分かかって、検
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査技師さんが、その連携はシステムを作って
あったのですけれど、透明な箱に水を入れて、
ライナックにかけるわけですけれども、こっち
から、片側から15グレー、片側から15グレーと
大体15分15分で30分かかるんですけど、採血
するまで最低そのドナーを呼ぶまで、結構時間
もかかって、調製して輸血するまで、照射して輸
血するまでというと１時間半位かかるんです。
それが果たして必要なのかどうかという部分
で、じゃあセンターから何とか能代までだと１
時間なのでそれで対応できるかどうか、その
どっちを選ぶかという事で、どうしても枕元を
廃止したいんだけれども、そこをどうしたらい
いのか、先生からオーダーあったときにそれは
廃止です、やりませんよとそういうふうに言っ
たらいいのか、そこらへん、非常に悩んでいる
んですけど、なんかコメントいただければと思
います。

（新津）今のご意見に対してコメントをどう
ぞ。

（吉田；秋田県赤十字血液センター）血液セン
ターの学術を担当しています吉田と申します。
山本組合の村岡さんが話した内容なんですけ
ど、ちょっと補足なんですけど、関連するとこ
ろが今お手元にあるとあると思いますが、青色
の血液センターの小冊子のポケット判ですが39
ページのところに、今お話のありました院内採
血の話が載っておりますのでこちらのほうを参
照していただきながら、話をされるといいかな
と思いました。以上です。

（新津）院内採血はかなり労力はかかります
し、センターとも大分供給もよくなっていると
いう事で、いろんな病院でやめたいなと思って
いる病院も多いかと思ってるんですが、何かあ
とご意見ありませんか。

（面川）秋田大学病院で経験があったのはです
ね、先程もちょっと話しましたが肝臓の手術
で、４万mL以上出たケースがありました。その
時の血液型ちょっと忘れましたけど、その時危
機的出血のガイドラインが無かった時なので、
それがあればO型異型適合血を使うという選択
肢が当然あると思います。要するに院内採血を
どうしてもしなければいけないのはどういう時
かというと、止血のためではないと思うのです

ね。止血効果云々でなくて血液供給が全く無く
なると、秋田県内の血液掻き集めてもなくな
り、他の県から持ってくる間じっと出血を手で
押さえてるしかない。それでも間に合わない
時、そういう救命救急の場合にしかあり得ない
と思います。且つ仮にO型だったらたいへん困る
のですが、O型以外であればO型赤血球を入れれ
ば多分200単位くらいは何とかなるんじゃない
か、200単位あれば多分それくらいの出血に対
応できるんじゃないかと思います。もちろん輸
血臨床上赤血球だけで生きられる訳じゃありま
せんから、PCの供給が当然あってという話に
なって、そういう事があれば限りなく院内採血
をしなくて済むと思います。ただしどこで破綻
きたすか分かりませんし、災害とかそういう時
もありますから、院内採血を止めるという決定
はこれは誰もできないんじゃないかとは僕は思
います。医療上必要に迫られてやってるケースは
非常に稀ですが、院内体制を準備するのはナン
センスな気はするんですが、なんかの道は残し
ておかなければならないと思います。ですから
最悪の場合、医療上しょうがないし、照射装置
の無い病院においては緊急の場合、出す血液も
無いのであれば、ドナーから院内採血をして照
射もしないで輸血する場合も緊急の場合があり
得てもしょうがないだろうなと思います。もし
それが患者の主治医の立場であればそうする事
もあり得るんのではないかと思います。

（村岡）恐縮なんですけれども、雄勝の椿先
生、大変恐縮なんですが、先程最後のほうで新
鮮血の話も出ておりました。湯沢まで、雄勝中
央病院まで１時間半、１時間かかるという事
で、枕元の話をされてましたけれども、先生、
産科の産婦人科の立場からちょっとお話してい
ただければと思います。すみません、恐縮で
す。

（椿）産科に関係する立ち場としては、どこの
病院で働いてるから血液の供給はどれくらいの
感じかというところにもよると思うんですが、
個人的には面川先生先程言って下さったように
最後ではないかもしれませんが、選択肢の１つ
としては残しておきたい、うちの病院の場合、
照射装置はありませんけれども、本当にもうど
うにもならないときは選択肢として残して欲し
いなと、僕ら基本的に学生時代から、お産はと
にかく出血との戦いだとずっと習ってきており
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ますので、今でも変わりませんし、実際、日本
の母体死亡の原因の半分は出血な訳ですので、
年間50から70人位は亡くなるんですけども、そ
のような背景を考えますとやはり捨ててしまっ
ては困るという感じを持っています。

（新津）ちょっと時間も押してきましたので、
どうもありがとうございました。

････････････････････････

（新津）では最後にですね、秋田大学付属病院
輸血部藤島先生お願いします。

（藤島；秋田大学医学部附属病院）宜しくお願
いします。お願いします。

　 出血性ショックなどで患者のABO型検査を行
う余裕の無い場合、緊急輸血について緊急時のO
型赤血球輸血の運用マニュアルが示されている
と思います。これはみなさんが周知だと思いま
す。最近当院で経験しました出血性ショックに
おける血液型未確定での輸血事例をもとに、当
院での検討事項を紹介させていただきます。お
願いします。
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　緊急時のO型赤血球輸血の運用マニュアルは皆
さんご存知の通り、周知になっておりますけれ
ども、血漿製剤の使用に関しても同じように基
準がありまして、血液型確定前にFFPを用いる場
合はAB型のRh(+)を使用することとあります。
これが実は我が院内には十分周知されてません
で、今回の事例に若干関係がございます。次お
願いします。

　 今回の事例ですが、40代の男性で交通外傷に
よる出血性ショックで、A病院に救急搬送されて
います。受診時は意識は鮮明であったようです
が、約５分後に意識障害が出現しました。CTで
検査したところ頭部外傷はなかったようですが
右の軽気胸と加圧肋骨骨折と骨盤骨折、大腿骨
骨折を認め、出血性ショックを呈していたとい
う状態です。同院でO型プラスと判定されまし
て、O型赤血球とO型FFPを投与されています。
この状態で出血がコントロールつかず、骨盤内
の動脈塞栓を目的としまして当院のほうに転院
となっています。お願いします。

　 当院での経過を示しますが、当院に搬送があ
ると連絡があったのは、当日の夜間23時30分で
ございます。担当医はO型というふうに聞いてお
りましたのでO型プラスの赤血球を40単位とO
型プラスのFFP40単位を発注しています。患者

到着時には、すでに意識障害がありまして頸動
脈で弱く脈拍検知するも血圧が測定できません
でした。結局、ルートが確保できなかったみた
いで、血液型を適格に検査が行われておりませ
ん。到着５分後に当直医師は担当医のオーダー
に従いまして血液センターへO型の赤血球とO型
のFFPを依頼しています。次お願いします。

　 その後輸血のスタッフに連絡がありまして、
到着から30分後、出庫したのは未交差のO型Rh
(+)のRCC６単位とAB型Rh(+)のFFP６単位で、
ABのFFPは異型適合血として投与しておりま
す。到着から90分後にようやく検査用の血液が
採取できまして、O型プラスと判定しました。以
後の血液には交差適合のO型プラスRCCと同型
のFFPを準備しています。しかしながら出血のコ
ントロールも残念ながら到着135分後に患者さ
んは死亡しております。お願いします。

　 今回、以外だったのは輸血療法マニュアルが
あるんですけれども、それに緊急時のO型赤血球
使用については記載はあるんですけれどもAB型
の血漿製剤使用に対する記載はなく、発注に対
して、若干のタイムラグ、タイムラグじゃないで
すが検査技師さんの中でも、発注に対して、迷
いがあったということを踏まえまして、次回改
訂時に、緊急時のO型赤血球輸血の運用マニュア
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ルに準じましてAB型の血漿製剤の使用を明記さ
せていただくことにしました。次お願いしま
す。

　 これ現状の輸血療法マニュアルを撮ってきた
ものでありますけれども、ABO血液型の判定が
不可能な場合はO型の赤血球MAPを輸血すると
いう記載があります。けれども同じところにAB
型の血漿製剤の使用についても追記したいと考
えております。次お願いします。

　 もう１つ、議題になりましたのは、血液型検
査の簡略化が可能かどうかということでありま
す。輸血部のほうではA案B案２つ考えて提示し
ました。A案は以下の条件に限定して１回の採血
で血液型を確定してはどうかというので、救急
部処置室に限定しまして輸血が必要なときの採
血ができないような状態のときの、もしくはと
いうか各処置後に患者が１人居てオーダー入力
からラベルを貼り、採血まで一貫して行なえ更
に確認者２名が文書に署名することを条件とし
て１回の採血で血液型を確定するということで
す。B案は２回血液型を確認して、O型RCCと
AB型FFPを継続して使用するというのが現在の
方法です。医療安全部会議で現状を報告致しま
したが、緊急時ほど間違う危険性が高いという
ことで、結局、現状のまま２回の検査は必須と

いうことで決着致しました。血液型が確定する
まではO型の赤血球とAB型の血漿製剤を使用す
る。これは前院での血液型の確定に関わらず当
院での検査が必須であることになっておりま
す。つい先日ですが、次のスライドに入れてくる
のを忘れたんですけれども、血液型の確認ミス
がありまして、緊急手術を目的とした患者様で
ありまして隣の患者様から１回採血をしてし
まって、始めの血液型がB型プラスと２回目がO
型プラスということで、そういう間違いがあっ
たのも踏まえまして、２回の検査というのが緊
急時でもやはり必須だなというふうに考えてお
ります。では次お願いします。

　 これが、それほど問題となるわけではありま
せんが、現状のシステムでは、血液型未確定で
の輸血オーダーというのが、今のオーダーリン
グシステムには無いので次回システム改定時には
これを訂正しようと考えています。次お願いし
ます。

　 今後の課題ですが、これは一部のホームペー
ジから抜粋してきたもので、当院ではまだ取り
決めが無いんですね、緊急度のコードは、先
程、仙北組合病院の林崎先生のほうから所要時
間に関しての分類がありましたが、これに関し
ては、面川先生からもご指摘がありましたけれ
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ども、分で書かれたほうが確かに分かりやすい
かと思います。緊急度に応じた緊急時の輸血と
いうものを今後院内でも整備し周知してまいり
たいと考えております。ではお願いします。

　 まとめでありますが、今回の事例を基に、当
院では緊急時のO型赤血球とAB型の血漿製剤の
使用に関しまして、コンセンサスが得られたも
のと考えています。しかしながらまだ院内で十
分にこれは周知されているとは思っておりませ
んので、血液型不確定時の血液製剤使用指針、
使用方針につきまして院内での周知を行なって
いく必要があると考えています。更に緊急度に
対応した血液製剤の出庫について今後検討及び
整備していく方針であります。以上です。ありが
とうございました。

（新津）どうもありがとうございました。只今
のご発表についてご意見ご質問等ございません
か。
　 血漿を何いれるかということは、ピンと頭に
こない時がやっぱりありますけども、他のいろ
いろマニュアルを作っていらっしゃるというか
経験されてるところで、そういうコンセンサス
というか出来上がっているものなのでしょう
か。いかがでしょう、西成先生どうですか。

（西成）由利組合病院の西成ですけども、一応
皆様のもとにも血液センターの資料が渡ってお
り、一番最後のページに、緊急時の適合血の選
択肢について、赤血球濃厚液ばかりでなく、FFP
のPCの型についても各患者さんの型毎に合わせ
るかどうか、それと同じものが我々の病院の輸
血マニュアルに載せてありますけども、実際は
今その緊急時にはRCC、O型ということ以外に
もその他に何を、製剤は何型というのを私ども
の思い浮かぶレベルではないし、ですから藤島
先生の大学でやられているようなことを、やは
りこれから私たちそれぞれの病院でも、やって
いく必用があります。後ですね、学生さんの教
育で、緊急時の輸血に関して言えば面川先生い
ろいろ講義されてきたと思うのですが、かなり
学生さんには周知しておるものでしょうか、ど
うでしょうか。

（面川）輸血学の講義というのは大学病院で、
今は藤島先生が替わって講義して下さってます
が、私も一時担当してますが、講義時間はある
程度ありますので緊急時に使用する血液、指針
の解説になりますが、講義しております。必然
的に緊急時血液型未確定の場合のO型赤血球と
AB型血漿を説明します。ただ、臨床医になっ
て、且つこういう緊急の現場にならないとなか
なか実感できない点かなと思います。もう少し
シュミレーション的な講義といいますか、症例
検討かなんかを持っていって、例えば藤島先生
がこういう症例あったときに、君らはどうです
かというそういう講義をやるといいんじゃない
かなとこの症例を見て思いました。

（藤島）はい、ご指摘ありがとうございまし
た。今後私のほうでも、教育として取り入れた
いと思います。

（西成）コメントありがとうございます。別に
指摘したという訳ではなくて、実はこれは血液
センターのほうから今日配布、中に入れてもら
いましたけど、この１番新しい指針ができた辺
りからO型を緊急輸血で使うということが、あ
る程度常識化してありますので、輸血療法委員
会や、少しこの指針を知っている病院の職員の
人は緊急時は赤血球はO型と認識すると思いま
すけれども、それ以外の古いと言えば語弊があ
りますけども昔からの職員の人は、余りそうい
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う認識が、それでそれを使うよりも枕元輸血を
うちの病院ではずっとやってきた、そういう既
成概念が大きいので、私たちのほうでもこれか
ら病院の中で意識改革を少し進めていかなけれ
ばいけないと思ってお話を聞かせていただいた
ところです。どうもありがとうございました。

（面川）１つ事例をお話しますとですね、O型赤
血球というのは先ず頭に入ってきて、今は緊急
時で血液型が分からなければO型という頭で、実
はそのO型というのだけが先行していて血漿もO
型でいいんじゃないかという意識があります。O
型じゃない患者さんに間違ってO型の凍結血漿を
使ったという事例があります。異型血漿輸血で
は臨床的には多分何も起こらないと思うんです
けどもそういうケースがあります。今回、血液
型未確認だったからO型とAB型を出庫したとい
うところですね、これは誰が判断したのか、当
直体制をやっていて当直技師が判断ということ
かな、そこらへんをちょっとお聞きしたいんで
すが、そういう取り決めがなくとも、こういう
判断をよくしたなと思って感心しているのです
が。

（藤島）それはですね、うちの輸血認定技師の
能登谷さんが判断しました。当直の検査技師さ
んは、ちょっと判断は迷ったんだけど、発注は
O型でやってから確認の電話をくれたということ
です。

（新津）その他に何か、ご意見ご質問ございま
せんか。どうぞ。

（横山；秋田赤十字病院）赤十字病院の横山で
すけども、先生にお聞きしたいのがいつも私ど
もは緊急時の血液型の確定のところで、やっぱ
り迷うんでというかどうすればいいかいつも問
題になってるんですけれども、先ず先生の大学
のほうでも２回も採血をしてというふうに決定
するということなんですけど、現実的にはそう
いう場合、どういうタイミングで２回採血を緊
急時というもの採血して確定してるんでしょう
か。

（藤島）現実的には確認というのは非常に難し
いんですが、結局持ってきてもらうタイミング
を若干変えてはいます。ただそれに何時に持っ
てきたかとか、誰々が持ってきたとかいう日に

ちや時間は書いたりはしてないので後で見直す
ことは現時点ではできないことです。わざとで
すね、わざとというかひょっとしたら同時期に
採って時間をずらして持ってきてる可能性が
100％は否定できないんですよ。この場合、ど
こが責任を取るかという問題もありますけどそ
このところは難しいところです。異なる時間を
ずらしてちゃんと採ってきていただければ全く
問題なくできる訳なんですが、タイミングとか
そういう関しての取り決めは今のところ無いで
す。

（新津）２回採血するというのは、なかなかど
ういうタイミングでという難しいところもある
と思うんですが、ほとんどの病院ではそういう
形で緊急時の対応をされてるでしょうね。は
い。

（村岡）今回、埼玉の輸血学会の２回採血で２
回で確定するか、１回で確定するかという議論
になって途中で話時間経って終わったんですけ
れども、できればそのこういう緊急の場合は１
回で採血して確定する方法をした場合に、もし
何かで血型が１回で決めるためのいろんな提示
が必用ですけれども、何かあった場合に訴訟と
か色んな法的な問題が絡んでくるのかどうか、
いわゆる２回やるんだったら１回で例えば検査
技師もしくは看護師が現場で確定して１回で検
査するというか、本人確認をきちっとすれば１
回でいいんじゃないかなという方法なんですけ
れども、我々は２回やってません。ですからそ
ういう方法を手順を作るためにもそこらへんど
うしたらいいのかちょっと悩んでいるところが
現状です。

（新津）藤島先生、そこのところを安全部会で
決めたのですね。色んな状況のなかで、１回
やって間違ったときに色々訴訟その他が起こる
かどうかというのはなかなか難しいところと思
いますけれども。他に無ければ、先生ありがと
うございました。ちょっと時間も押してしまい
ましたが、もう５分位ありますので、まとめと
いうかなかなかまとめられませんけれども、い
ろんな各発表に対して色々貴重なご意見が出
て、それぞれの施設にお持ち帰りになって、検
討していただけるんじゃないかと思いますが、
何かもう少し時間ありますからお互いに聞きた
いこととか言っておくことがあれば、おっ
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しゃっていただければと思うんですが、小笠原
先生。

（小笠原）仙北組合の秋山先生に伺いたいので
すが、いつもお話を聞くと、麻酔科でよくここ
までできるのだと感心して思うですが、ひとつ
お聞きしたいのは、術中の出血について、その
ときにですね、伝票の動く経路なんですよ。当
院の場合に、術場に全部、カルテと写真がいっ
てしまっているので、もちろんオーダリングの
画面をぱっぱと開ければ、血液型を調べている
か、分かるんですけども、その時、術中術場の
方では早く血液を持ってきてくれと、そのよう
なオーダーがあって、その後、病棟に待機してい
る看護師が伝票に記載して、検査科に持って
いって、払い出しになるのですね。どうしても
切迫感が伝わらないといのが一つと、伝票の中
身がいろいろ書く項目がありますよね、感染症
とっているかとか、同意書とっているかとか、
そのような記載ものが十分か、省略をしている
かというのもあります。緊急時の伝票をどなた
が書いてるのかというのと教えてほしいと思い
ます。

（秋山）手術中に追加の交差依頼の場合は、病
棟に連絡すると病棟の看護師が検体とカルテの
確認にきます。伝票を持ってですね、血液型を
確認するというのとそれを持って検査科のほう
に行って血液をすぐ払い出すんです。手術室のほ
うで検査結果あがるまで待機するんです。だか
ら血液は既に手術室の冷蔵庫にあるんです。だ
から、未交差払い出しのような形なんですけど
も、生食法の結果を見て輸血をすると、生食法
はいらないんじゃないかというご意見もあるん
ですが、少なくてもやっていますので。その辺
はちょっと今後の課題かなと思っています。

（小笠原）そうしますと、術中の大量緊急出血
用に別の輸血伝票があるというわけではないの
ですね。一枚の伝票に病棟待機の看護師さんに
あげてもらうと。後、今日ご発表の各施設の先
生方にお聞きしたいのですが、センターの供給
に満足してる人のだいたいのデッドラインが70
分だなと印象をもったのがひとつと、そのなか
で皆さん備蓄血を院内備蓄を、みんな一桁なん
ですね、全型、二桁準備しているのは県内でも
私の施設だけだが、備蓄血の多い少ない、上げ
る、減らすについて議論の見直しなど、いろん

な病院で行われているかどうかということを教
えていただきたいんですけども。

（面川）それは医療機関のほうから聞かなきゃ
いけないと思います。それに関しては、緊急の
ため在庫を多くしなきゃいけないけど、廃棄を
考えて少なくしなきゃいけないのと、これが難
しい。そこらへんが皆さん非常に苦慮している
ところだと思うんです。だから院内の在庫、適
正在庫が何本かというのは、非常に難しいと思
いますよ。どの位一日出るか、病院によって違
うし型にもよって違うから簡単じゃないのでそ
こらへんもあるでしょう。山本組合病院の村岡
さんどうやって院内在庫の本数決めてるんです
か。緊急時も対応して且つ廃棄も少なくすると
いうその一番バランスがいいところってのはど
うやって決めるべきなのか。

（村岡）一応一日のうち払い出し量から計算す
る方法がどこかについてまして、それにのっ
とってその倍量をおいて、例えばA型であれば
7.7で８というような形で一応数値で計算した値
でもって適正在庫を決めてるという状況があり
ます。それからどうしても医療監視とかあれ
ば、廃棄多い少ないということ言われて先程も
スライドありましたけれども３％までは廃棄で
いいのかどうか、どこまでいいのか。それは勿
論事務方からも指摘される。でも麻酔科の先生
から何故こんなに在庫少ないのと麻酔科の先生
から言われて板挟みになっているのが我々の現
状ですけれども、だからさっきちょっと思った
のは、良くないかもしれませんけど備蓄病院に
なりたいなということちょっと思ってます。大
館は備蓄病院になられたほうがいいと思うので
すが、以前未照射の血液を他病院に出庫すると
いうことで、年何回も無いんですけどそれで備
蓄病院だったんですけども、未照射を出庫する
事件が起きて、かなりの訴訟事件が、そんなと
ころで皆で備蓄病院を止めたのですけれども、
今度照射を備蓄できてるということが可能なん
であれば備蓄したほうが一番いいんじゃない
か、廃棄のことも考えれば、ベターなんじゃな
いかと。

（面川）勿論、今の要素に、使用量と緊急、廃
棄の問題それから血液センターの距離の問題当
然出てくると思います。皆苦慮されてる。仙北も
廃棄が多いからと言われたので減らしたいとい

総合討論



う話もされてる。減らしても供給してくれるんで
すかという話も一方でくるので、色々難しいと
ころです。もう一方、平鹿の方、誰かいらっ
しゃいますか。

（金子；平鹿総合病院）大変難しい問題だと思
います。面川先生おっしゃったように適正在庫
とはどんなもんかというやはり廃棄のことをど
うしても考えてしまうし、そうすると医療管理
した分だけあればいいかなという発想にならざ
るを得ない時も非常に多いですね。先生方にす
れば在庫を多く持っていただければいいと思う
んですけど、現実にはちょっと廃棄が大分多い
もんですから、またそれで助かっている部分も
あるんです。実はさっき緊急時の輸血をですねO
型で凌いだ一時凌がしてもらったという所が
あったんで、その時はO型使わなかったんですけ
れども同型で持ってったんですけども、もし緊
急の場合はO型使う在庫あったもんですから使え
たという状況ではありました。ただ実際は使っ
ておりません。適正在庫って難しいと思いま
す。

（面川）ありがとうございます。そろそろ時間
ですので簡単にまとめさせていただきたいとこ
ろです。今の事例発表と、それから椿先生のご
発表と、それからいろいろございました。テー
マが緊急輸血大量出血輸血体制の構築で、輸血
体制って何かと考えたときに、血液センターも
加えてセンターからの供給体制、小笠原先生か
らもご指摘あるように供給体制連携という点が
１つ大きいところがあると思います。血液セン
ターの立ち場でお答えしますと、各病院の地域
の条件に合わせてできることは当然やっていき
ます。仙北組合病院の過去の事例も、改善した
という経緯もありますし、県北地区での対応等
緊急持ち出し血のことも、そういう制度を分
かっていただいて巧く運用させていただきたい
なと思っております。
　 それともう１つ輸血体制として、やっぱり林
崎先生のお話で感じたのは検査、輸血検査で如
何にこうクイックに巧く直ぐにやるかというこ
とが大きな点なんだなと思います。私も輸血部
に居た経験からですとね手術場との連絡を輸血
部が受けて輸血部が血液を発注する、間に入る
訳ですね、そこを１人だけでやるというのは絶
対出来ない訳ですね。輸血専門の検査技師を呼
び出すというのも第一だと思います。片方が電

話連絡、片方が血液出庫とかで、一人では絶対
出来ないと思います。緊急時は、２から３人呼
んで対応する、１人は血液の払い出しに専念す
る、１人は手術場との間に入る、要するに輸血
検査室のコマンダーが居ないと手術室との全く
連携がとれないと思ってます。手術室のコマン
ダーと輸血検査室の輸血部のコマンダーが直に
連絡して、かつ血液センターに連絡して、
ショートカットしない限り緊急時の体制は巧く
とれないんじゃないかという感想を持ちまし
た。そこで今回の事例発表４題ございますので
これを是非参考にしていただいてですね且つ自
分に病院に合った体制を構築して、ガイドライ
ン等を基にして自施設の緊急出血対応体制、ガ
イドラインを作っていただきたいと思っており
ます。
　 時間も５分過ぎましたので、これにてこの総
合討論を終わりたいと思います。
　 さて、１つご案内さしあげたいのがございま
すが、先程の挨拶で言い忘れたのですが、国の
厚生労働省の予算がついたことになりまして年
度内３月末までに使うのでございますが、今回
の合同輸血療法委員会の他にですね、昨年の例
で言いますと、県南地区と県北地区に分けた形
で分科会ということでございませんが、このよ
うなテーマに絞って近くの病院の方、今日来れ
なかった方にも含めて色々お話、議論していた
だける場を設けることを考えたいと思います。
　 去年は自己血輸血の看護師採血ということを
テーマを絞って県南地区は横手市で、県北地区
は能代市で開催をさせてもらいました。今年は
テーマは緊急輸血として、もっとたくさんの人
に、近隣の病院の人に来てもらってということ
です。県南地区県北地区、秋田になかなか来れ
ないという地域があれば伺いたい。大館地区、
県南であれば昨年横手ですから由利本荘辺りか
分かりませんがそういうところでやりたいと思
いますのでその際は多くの方にまた来ていただ
いて、議論させていただいて合同輸血療法委員
会として役目を達成していきたいと思います。
　 総合討論をこれで終わらせていただきたいと
思います。どうもありがとうございました。

（藤村）貴重な事例報告ありがとうございまし
た。面川先生、新津先生ありがとうございまし
た。

総合討論



（藤村）それではこれをもちまして、第12回、
秋田県合同輸血療法委員会を終了いたします。

長時間にわたりましてありがとうございまし
た。

総合討論

　



平成 21年度使用適正化方策調査研究事業 

秋田県合同輸血療法委員会 
県北地区輸血講演会 プログラム 

 
日時：平成２2年 ３月 13 日（土） 午前１０時～午後３時 
場所：秋田看護福祉大学 講堂（大館市清水 2-3-4） 
内容：  
１．シンポジウム『緊急・大量輸血時の体制構築に対する取り組み』 

   座 長 小笠原 仁（大館市立総合病院） 
    村岡 利生（山本組合総合病院臨床検査科） 
基調講演 
『緊急輸血時の体制構築に対する取り組みと構築後の現況』 

  弘前大学医学部附属病院輸血部   玉井 佳子 先生 
 事例報告・話題提供 

１）「緊急輸血体制に関するアンケート調査結果」 
秋田県赤十字血液センター技術課  阿部  真 

２）「事例報告１：緊急大量輸血の１症例」 
大館市立総合病院内科    小笠原 仁 

３）「事例報告２：危機的出血対応シミュレーションを実施して」 
仙北組合総合病院臨床検査科   林崎久美子 

４）「事例報告３：緊急輸血時の現状報告」 
由利組合総合病院臨床検査科   木内 優子 

５）「事例報告 4：血液型の確定が困難な状況での緊急輸血症例」 
秋田大学医学部附属病院輸血部   藤島 直仁 

６）「緊急搬送体制の構築」 
秋田県赤十字血液センター供給課  松田  明 

総合討論 
『院内の緊急輸血体制構築のために 今、何をするべきか』 

 
２、ランチョンセミナー --- 昼食休憩 --- 

『ありがとうといっぱい言わせて（アンパンマンのエキス）』 
 

３、血液センターの業務集約 
座長 藤島 直仁（秋田大学附属病院輸血部） 

講演 1 『血液事業の広域運営体制と輸血医療』 
秋田県赤十字血液センター   面川  進 

 講演 2 『秋田県における検査・製剤業務集約と課題』 
   仙北組合総合病院臨床検査科   藤田 秀文 

 
問い合わせ先：秋田県合同輸血療法委員会事務局 

秋田県赤十字血液センター技術課（阿部）  Tel. 018-865-6845 
秋田県健康福祉部医務薬事課（藤村）   Tel. 018-860-1407 



平成 21年度使用適正化方策調査研究事業 

秋田県合同輸血療法委員会 
県南地区輸血講演会 プログラム 

 
日時：平成２2年 ３月 22 日（月） 午前１０時～午後３時 
場所：由利組合総合病院 講堂（由利本莊市川口字家後 38） 
内容：  
１．シンポジウム『緊急・大量輸血時の体制構築に対する取り組み』 

座長 西成 民夫（由利組合総合病院）  
    村岡 利生（山本組合総合病院臨床検査科） 
基調講演 
『緊急帝王切開を開始した後に想定外の大量出血に見舞われ、 

母体死亡を覚悟せざるを得なかった一例』 
  雄勝中央病院産婦人科    椿  洋光 先生 

 事例報告・話題提供 
１）「緊急輸血体制に関するアンケート調査結果」 

秋田県赤十字血液センター   阿部  真 
２）「事例報告１：緊急大量輸血の１症例」 

大館市立総合病院臨床検査科   小塚 源儀 
３）「事例報告２：危機的出血対応シミュレーションを実施して」 

仙北組合総合病院臨床検査科   林崎久美子 
４）「事例報告３：緊急輸血時の現状報告」 

由利組合総合病院臨床検査科   佐藤 和美 
５）「緊急搬送体制の構築」 

秋田県赤十字血液センター供給課  松田  明 
総合討論 
『院内の緊急輸血体制構築のために 今、何をするべきか』 

 
２、ランチョンセミナー --- 昼食休憩 --- 

『ありがとうといっぱい言わせて（アンパンマンのエキス）』 
 

３、血液センターの業務集約 
座長 西成 民夫（由利組合総合病院） 

講演 1 『血液事業の広域運営体制と輸血医療』 
秋田県赤十字血液センター   阿部  真 

 講演 2 『秋田県における検査・製剤業務集約と課題』 
   仙北組合総合病院臨床検査科   藤田 秀文 

 
問い合わせ先：秋田県合同輸血療法委員会事務局 

秋田県赤十字血液センター技術課（阿部）  Tel. 018-865-6845 
秋田県健康福祉部医務薬事課（藤村）   Tel. 018-860-1407	 



緊急輸血時の体制構築に対する 
取り組みと構築後の現況

弘前大学医学部附属病院輸血部
玉井佳子、田中一人、舛甚　 満、大久保礼由、
金子なつき、福田幾夫、伊藤悦朗、木村あさの

平成21年度使用適正化方策調査研究事業 
秋田県合同輸血療法委員会 
県北地区輸血講演会  

弘前大学医学部附属病院での輸血使用状況
(2009.1 ～ 12)

１．輸血実施患者数　　（８８７名）
　　　・　同種血のみ　：　７９８名
　　　・　自己血のみ　：　　８０名
　　　・　両者併用　　 ：　　　９名

２．使用製剤量
　　　・　赤血球製剤　：　6,833単位　（3,773袋）
　　　・　血小板製剤　：　24,635単位（2,363袋）
　　　・　血漿製剤　　 ：　6,850単位　（1,744袋）
　　　・　自己血(全血）：　185単位　（97袋）
　　　・　アルブミン　　：　47616.5ｇ
　　　・　免疫グロブリン：  4840.5ｇ

弘前大学医学部附属病院での緊急輸血体制

2006年（平成18年）6月1日から

１．検査部当直者による24時間輸血検査施行
　　以下の場合は輸血部職員の呼び出し
　　　・　不規則抗体検出時
　　　・　大量輸血オーダー時（大量の交差適合試験）
　　　・　院内緊急採血（スペンダー血）

２．緊急輸血時対応チャート適用開始

緊急輸血時対応チャート

血液型判定
（院内コンピュータシステム登録済み）

No 

血液型判定を待てる

No 

１

O 型 IrRCC - LR 血
６単位（緊急）

Yes 

交差適合試験を待てる

No Yes 

３- A ３- B 

同型血 交差済み適合血

必ず、輸血前に

採血検体をとっておくこと
（末血、生化１本ずつ）

Yes 

交差適合試験を待てる

No Yes 

２- A ２- B 

同型血 交差済み適合血

連絡を受けてから
１０分

検体が届いてから
２０分

検体が届いてから
６０分

連絡を受けてから
１０～２０分

検体が届いてから
６０分

記載した時間は、あくまでも目安であり、輸血オーダーの重複や検査オーダーとの重複などにより、
この限りではないことをご了承下さい。

弘前大学医学部附属病院における 
従来の血液型・交差適合試験実施体制

＜～平成18年5月までの血液型検査体制＞
①　主治医がオモテ検査を施行
②　輸血部職員がオモテ・ウラ検査を施行

＜～平成18年5月までの休日・時間外赤血球輸血体制＞
・交差適合試験（生食法）は内科系は主治医
・交差適合試験は救急・外科系は輸血部職員の呼び出し
・特殊輸血検査（不規則抗体等）は輸血部職員の呼び出し

緊急輸血体制構築までの歴史 
‐　過去のインシデント（診療科からのクレーム）　‐

2001.2.3　　　腹部大動脈解離患者に緊急輸血オーダーがされたが、
　　　　　　　　検査部当直者のオーダーの確認が遅れたのと、検査検体
　　　　　　　　が検査部に届くのが遅れたため、輸血準備が遅れた。

2002.2.28　　急性心筋梗塞で心破裂を生じた患者に緊急輸血オーダー
　　　　　　　　されたが、輸血準備が間に合わず患者が死亡した。

2004.1.26　  交通外傷で前医から救急搬送。出血性ショックで瞳孔散大
                 を認めていた。前医からMAP血10袋持参されていたが、返
                 還。院内での輸血準備も遅れた。



輸血療法の実施に関する指針　

　２．緊急時の輸血 
 血液型が確定できない場合のＯ型赤血球の使用 

 「出血性ショックのため、患者のＡＢＯ血液型を判定する時間
的余裕がない場合は、例外的にＯ型赤血球を使用する」   

 　　　1999年厚生省医薬安全局長通知（2005年改訂）

当院においても、 
緊急時の異型適合輸血（O型赤血球輸血）体制の整備を検討 

する必要性があった

当院での緊急輸血体制が比較的スムースに開始できた理由

2006年4月4日（火）に勃発した
時間外輸血持ち出し事件

深夜時間帯に大量出血性ショック（整形外科）患者への、緊急赤血球濃厚液
と新鮮凍結血漿の払出請求の電話が検査部当直者にあり。

検査部当直者が、輸血保管部門（輸血部）に行ったときにはすでにB型MAP
血 6袋が持ち去られ、使用されていた。
（その後セグメントが届いて後追い交差試験の依頼あり）

時間外赤血球持ち出し使用アクシデントの問題点

１．検査部（当直者常駐）と輸血保管場所（輸血部）が離れている

２．輸血部入り口には施錠しているが、鍵は事務当直から誰でも持ち出　
　　せる状態であった

３．検査部当直者の確認なしにMAP血が持ち出され、かつ使用された

４．検査部での血液型検査がされていない状態でB型輸血を施行した
　　（主治医は、オモテ試験施行済み）

５．超緊急時における血液製剤の使用・払出に対する手順がなかった

６．超緊急時におけるO型MAP血使用に関する検討がなされていなかった

時間外赤血球持ち出し使用アクシデントの問題点

１．検査部（当直者常駐）と輸血保管場所（輸血部）が離れている

２．輸血部入り口には施錠しているが、鍵は事務当直から誰でも持ち出　
　　せる状態であった

３．検査部当直者の確認なしにMAP血が持ち出され、かつ使用された

４．検査部での血液型検査がされていない状態でB型輸血を施行した
　　（主治医は、オモテ試験施行済み）

５．超緊急時における血液製剤の使用・払出に対する手順がなかった

６．超緊急時におけるO型MAP血使用に関する検討がなされていなかった

　医療安全推進室からの是正要求

（インシデント対策実施報告書提出）

インシデント対策実施報告書

１．検査部（当直者常駐）と輸血保管場所（輸血部）が離れている
２．輸血部入り口には施錠しているが、事務当直から誰でも持ち出せる
　　状態であった

３．検査部当直者の確認なしにMAP血が持ち出され、かつ使用された

４．血液型検査が検査部でされていない状態でのB型輸血を施行した
　　（主治医は、オモテ試験施行済み）
５．超緊急時における血液製剤の使用・払出に対する手順がない
６．超緊急時におけるO型MAP血使用に関する検討がなされていない

インシデント対策実施報告書

１．検査部（当直者常駐）と輸血保管場所（輸血部）が離れている
２．輸血部入り口には施錠しているが、事務当直から誰でも持ち出せる
　　状態であった
→　時間外は検査部にMAP血を運搬して検査部保管とする
　　（検査部に自記温度記録計つき血液製剤専用保冷庫を設置）

３．検査部当直者の確認なしにMAP血が持ち出され、かつ使用された
→　インシデントを示し、各診療科に注意喚起　

４．血液型検査が検査部でされていない状態でのB型輸血を施行した
　　（主治医は、オモテ試験施行済み）
５．超緊急時における血液製剤の使用・払出に対する手順がない
６．超緊急時におけるO型MAP血使用に関する検討がなされていない
→　平成18年4月10日にO型MAP血緊急輸血の適応（暫定案）を配布
→　輸血療法委員会での検討（対象者の設定、同意と説明書等）



緊急輸血体制の構築

１．緊急O型MAP血輸血の適応を規定

　　①当院コンピュータシステムに血液型が登録されていない患者
　　　（異なる採血検体で2回以上の検査が施行されていない場合）
　　②出血性ショックのため、血圧の著明低下、不整脈、心停止等が
　　　認められ、直ちに輸血を施行しなければ救命できない場合

緊急輸血体制の構築

１．緊急O型MAP血輸血の適応を規定
　　①当院コンピュータシステムに血液型が登録されていない患者
　　　（異なる採血検体で2回以上の検査が施行されていない場合）
　　②出血性ショックのため、血圧の著明低下、不整脈、心停止等が
　　　認められ、直ちに輸血を施行しなければ救命できない場合

２．緊急O型MAP血輸血の説明書・同意書の作成

　　①O型緊急輸血について、②O型緊急輸血をする理由、
　　③O型緊急輸血の方法、④O型緊急輸血に伴う合併症の可能性

緊急輸血体制の構築

１．緊急O型MAP血輸血の適応を規定
　　①当院コンピュータシステムに血液型が登録されていない患者
　　　（異なる採血検体で2回以上の検査が施行されていない場合）
　　②出血性ショックのため、血圧の著明低下、不整脈、心停止等が
　　　認められ、直ちに輸血を施行しなければ救命できない場合

２．緊急O型MAP血輸血の説明書・同意書の作成
　　①O型緊急輸血について、②O型緊急輸血をする理由、
　　③O型緊急輸血の方法、④O型緊急輸血に伴う合併症の可能性

３．緊急輸血時対応チャートの作成
　　①検査部・輸血部門共同ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟでの検討
　　②時間外は、緊急申込書を運用（慣れていない検査技師への配慮）

緊急輸血時対応チャート

血液型判定
（院内コンピュータシステム登録済み）

No 

血液型判定を待てる

No 

１

O 型 IrRCC - LR 血
６単位（緊急）

Yes 

交差適合試験を待てる

No Yes 

３- A ３- B 

同型血 交差済み適合血

必ず、輸血前に

採血検体をとっておくこと
（末血、生化１本ずつ）

Yes 

交差適合試験を待てる

No Yes 

２- A ２- B 

同型血 交差済み適合血

連絡を受けてから
１０分

検体が届いてから
２０分

検体が届いてから
６０分

連絡を受けてから
１０～２０分

検体が届いてから
６０分

記載した時間は、あくまでも目安であり、輸血オーダーの重複や検査オーダーとの重複などにより、
この限りではないことをご了承下さい。

　　　１　　　 ：　血液型未確定・未交差輸血
　　　　　　　　　（O型　Ir-RCC-LR）

２-A、３-A　：　血液型確定済み・未交差輸血
　　　　　　　　　（患者同型　Ir-RCC-LR）

２-B、３-B　：　血液型確定済み・交差試験済み輸血
　　　　　　　　　（患者同型　Ir-RCC-LR）

弘前大学医学部附属病院の緊急輸血時対応
緊急輸血体制の院内周知

１．平成18年4月10日
　　O型MAP血緊急輸血の適応（暫定案）を配布：意見・コメント募集

２．平成18年6月1日

　　O型MAP血緊急輸血・緊急輸血時対応チャート運用開始
　　（チャート、適応、説明書・同意書等を各診療科に配布）

３．平成18年6月20日
　　院内職員対象の血液型検査と緊急輸血の講演会

４．平成19年、20年、21年
　　院内職員対象の緊急輸血の説明

５．平成20年5月
　　緊急輸血時対応チャートポスター配布（掲示用）　　



!!さんにB型RCCを 
緊急オーダーします

血液型未確定ですので、
チャートでは０型RCCですよ

!!さんはB型だから
B型RCCを使います

院内緊急対応と異なるので、
先生の責任でのオーダーに
なりますがよろしいですか？

緊急輸血が必要な場合の会話例 O型Ir-RCC-LR緊急輸血　‐時間外緊急申込書‐

O型Ir-RCC-LR緊急輸血　‐時間外緊急申込書‐
現在の院内RCC備蓄状況

A型RCC　：　１４単位

B型RCC　：　１０単位

O型RCC　：　１４単位

AB型RCC：　　６単位

大学病院から直線距離で約２km（自動車で１０分）に、
赤十字センター供給部門（RCC、FFP）あり。

緊急時輸血体制構築のまとめ　

! 　弘前大学医学部附属病院では、時間外に発生した血
液型確定前MAP血持ち出し輸血インシデントを契機に、
緊急時輸血体制の構築が進んだ。

!   体制構築には、①適応者の決定、②十分なインフォー
ムドコンセントがとれる体制整備（同意書・説明書）、③院
内（特に救急対応医師や看護師）関係者のコンセンサス
が重要である。

! 緊急輸血体制は、患者ばかりでなく医療者をも守る安全
で必要な体制であることを、定期的に情報配信して院内
医療者の啓発に努める必要がある。

緊急輸血時体制構築後の現況



緊急輸血体制構築と構築後の現況

平成18年6月1日
　　O型MAP血緊急輸血・緊急輸血時対応チャート運用開始
　　（チャート、適応、説明書・同意書等を各診療科に配布）

平成19年1月
　　緊急度１の第1例目

平成19年（2007）1月～21年（2009）12月
　　緊急度1　　　　　　：　7　症例
　　緊急度2-A、3-A　：　5　症例

緊急輸血（緊急度１）の内訳

緊急１（Ｏ型IrRCC,未交差出庫）

年 病　　名
年
齢

性
別

時
間
帯

手
術 転帰

１ ‘07 腹部大動脈瘤破裂 83 男 外 有 死亡＊

２ ‘08 上部消化管出血 61 女 内 退院

３ ‘08 多発外傷 72 女 内 死亡＊

４ ‘09 腹部大動脈瘤破裂 62 男 内 有 死亡

５ ‘09 腹部大動脈瘤破裂 40 男 内 有 退院

６ ‘09 急性硬膜外血腫 32 男 内 有 死亡

７ ‘09 多発外傷 81 女 内 死亡＊

2007.1～2009.12

＊は24時間以内

　　緊急度１における血液製剤使用量　(単位)

病　　名
血液型
ABO/Rh

IrＲＣＣ  使用/出庫

同型

１ 腹部大動脈瘤破裂 A/+ ２/１０

２ 上部消化管出血 Ｏ/+ ４/１０

３ 多発外傷 AB/+

４ 腹部大動脈瘤破裂 A/+ ４４/５０

５ 腹部大動脈瘤破裂 A/+ ３４/３５

６ 急性硬膜外血腫 O/+ ６/６

７ 多発外傷 A/+ ２０/２０

緊急１（Ｏ型IrRCC,未交差出庫） 2007.1～2009.12

同型未交差緊急輸血(2-A, 3-A)の内訳
緊急2-A 3-A（同型IrRCC,未交差出庫）

分類 病　　名
年
齢

性
別

時
間
帯

転 帰

2-A
出血性ショック　　　

（弛緩出血）
41 女 外 退院

3-A

急性循環不全 76 女 外 死亡＊

出血性ショック　　　

（後腹膜血腫）
73 女 外 死亡＊

出血性ショック　　

(上部消化管出血)
63 男 内 死亡　　　　　

出血性ショック　　　

(下部消化管出血)
71 男 内 転院

2007.1～2009.12

＊は24時間以内

　　緊急度2-A, 3-Aの血液製剤使用量　(単位)

分類 病　　名
血液型
ABO/Rh　　　

IrＲＣＣ
使用/出庫

2-A 出血性ショック（弛緩出血） A/+
２０/２０

20/30（交差済）

3-A

急性循環不全 B/+ ２/１０

出血性ショック（後腹膜血腫） Ｏ/+ ２７/３４

出血性ショック 
（上部消化管出血）

Ａ/+ ４/４

出血性ショック 
（下部消化管出血）

ＡB/+ ２/４

緊急2-A 3-A（同型IrRCC,未交差出庫） 2007.1～2009.12

緊急度１の症例４（腹部大動脈瘤破裂）

２００９年6月10日

血液型 製剤名 単位 受付 払出 検査 出庫先

O/+
救急部

Ａ/+

IrRCC １０ 10:57 11:15 血
液
型

A/+

FFP １０ 10:57 12:15

手術部
IrPC ２０ 10:57 13:30

IrRCC ２０ 12:38 13:30
不
規
則
抗
体
陰
性

FFP ２０ 13:55 14:10

FFP ２０ 17:16 17:25

ICUIrRCC ２０ 17:19 17:51

IrPC ２０ 17:19 20:20

緊急１（Ｏ型IrRCC,未交差出庫）



緊急時輸血体制構築後の現況のまとめ　

! 　2007年1月から2009年12月までに交差適合試験未実施
による緊急輸血対応チャートに準じた濃厚赤血球輸血を
12例経験した。

      7例は血液型未確定患者に対するO型輸血であったが、
いずれも急性溶血反応を始めとする輸血副作用を認め
なかった。

!   緊急時はABO不適合による急性溶血性輸血副作用を
回避することが最も重要であることから、緊急O型輸血と
血液型確定後の同型輸血の実践により、安全な輸血を
推進したい。



緊急帝王切開を開始した後に想定
外の大量出血に見舞われ、母体死
亡を覚悟せざるを得なかった一例

雄勝中央病院産婦人科1、同麻酔科2、同外科3、同整形外科4、同検査科5、

札幌天使病院産婦人科6、北秋中央病院外科7、中通総合病院外科8、
大沼整形外科クリニック9、山岸クリニック10

　　　　　椿　 洋光1、河口　 哲6、矢部雅哉2、小西正規5、日比野政則3、
　　　　　今野広志7、進藤吉明8、天満和男3、山岸逸郎10、大沼信一9、
　　　　　鈴木　 均4、中村正明3

第12回秋田県合同輸血療法委員会

2010年3月22日

症　例
症　例：21才、女性、2-0-0-2
家族歴・既往歴：特記事項なし
既往妊娠分娩歴：
　H16年8月11日(36週5日)初診。9月7日(40週4日)、緊急帝王切開
(適応；胎児機能不全)。

　H17年9月21日(33週1日)初診。10月26日(38週1日)、予定帝王切開
(適応；既往帝王切開2回)。

　第2子は生後6ヶ月でSIDSにて死亡。
現病歴：H18年1月10日から6日間を最終月経として妊娠成立。5月9日　
(17週0日)当科初診。その後受診せず。生活保護が認可された
8月11日(30週3日)から定期健診を受けた。9月25日(36週6日)、
定期健診の際に帝王切開の日程を決めた。帰宅の途中、夫の信
号無視でトラックと衝突。タクシーで救急外来を受診しそのまま当科
へ入院となった。

入院時現症
身長158cm、体重61.0kg、非妊時BMI 20.8
体温36.7℃、血圧114/61mmHg、脈拍101/min.、酸素飽和度95%。
意識清明。
右頬部・右上腕部・左大腿部・右下腿部に打撲痕があり、
右大腿部にはφ1.0×0.5cm大のびらんが認められた。
さらに下腹部にシートベルトの圧迫による圧痕が認められた。

入院時検査所見

血　算 

WBC 10,400/µl 
Hb 9.3g/dl 
Ht 28.0% 
Plt 17.3万/µl 

凝固系 

BT 4min. 
PT 60.0% 
PT-INR 1.43 
APTT 43.3秒 
Fib 79mg/dl 
FDP 1977µg/ml 
D-D 670µg/ml 
AT-Ⅲ 79% 
ESR 23/52mm 

生化学 

AST 22IU/l, ALT 9IU/l 
LDH 289IU/l, ALP 283IU/l 
!-GT 9IU/l, T-BIL 0.5mg/dl 
BUN 4.0mg/dl, Cre 0.30mg/dl 
UA 2.2mg/dl 
TP 5.8g/dl, Alb 3.0g/dl 
Na 138mmol/l, K 3.2mmol/l 
Cl 106.3mmol/l, Ca 8.5mg/dl 
CRP 0.32mg/dl, BS 94mg/dl 

検　尿 

潜血(2+) 
糖(-) 
蛋白(-) 
ケトン体(-) 

産科DICスコア 入院時検査所見

産科DICスコア： 8 点

8点以上をDICと診断する



入院時からのＣＴＧ所見 入院時の腹部超音波所見

FHB(+) 
BPD 8.7cm 
FW 2457g 
AFI 5.3 

Retroplacental 
 hemorrhage(-) 

手術前～手術中の経過

•  14時11分、凝固系検査値異常（低フィブリノーゲン血症）
•  14時45分、胎児心拍変動一過性徐脈頻回に出現
•  14時50分、帝王切開決定
•  15時15分、手術室へ入室
•  15時26分、麻酔導入
•  15時43分、執刀（下腹部横切開）
•  15時56分、女児娩出
•  16時15分、子宮筋層切開部縫合・子宮後面に断裂創あり修復

         肝・脾・腸管・腸間膜の損傷確認→損傷なし
•  16時30分、総出血量1290ml→アルブミン製剤開始

　　　　左大腿骨骨折の有無確認（透視）→骨折なし
•  16時45分、総出血量1980ml→RCC輸血開始

         止血を図りながら骨盤内血管の損傷の有無確認
         →損傷否定的≒子宮以外に出血源なし

手術中の経過

•  17時00分、血圧低下・頻脈（明らかに出血性ショック）
•  17時12分、ヘモグロビン値2.9g/dl

       （血ガスでのヘモグロビン値2.7g/dl）

•  17時45分、RCC手術室到着
         →子宮摘出開始

•  18時24分、ヘモグロビン値2.7g/dl
       （血ガスでのヘモグロビン値1.7g/dl）

•  18時32分、子宮摘出終了
•  19時55分、ヘモグロビン値8.6g/dl
•  20時25分、手術終了

手術中の経過
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累積出血量

Shock Index
Hb値

児娩出

UTI 
30万E 

PGF2" 
1000mg局注

ソル・メドロール1500mg 

PC20E 

子宮摘出

(g/dl) 

(分) 

(ml) 

回収血輸血 
(220ml・227ml) 

2 3 3 1 4 2 3 4 3 3 

RCC 

FFP 

4 2 4 3 2 

摘出標本の肉眼所見

臍帯断裂なし

早剥なし

癒着胎盤なし

子宮腔内損傷なし

子宮筋の裂創

子宮筋層菲薄化



当日緊急（危機的出血）時の検査科での対応状況
　１３：４０ 患者搬送される（救急車ではなくタクシーで）。
　１５：００過ぎ　手術室からＯ型RCCの在庫状況を聞かれる。

在庫はＯ型RCC９単位（内４単位予約）ＦＦＰ在庫無し。
　１６：００頃 在庫分５単位をクロスし手術室に搬入。
　１６：２０ 在庫分として４単位発注（１９時頃まで）（Ｈｂ　６．４ｇ/ｄｌ）
　１６：３５頃 Ｏ型RCC１０単位請求される。
　１６：４０ RCC６単位発注
　１７：２０ RCC１０単位発注
　１７：３０ RCC１０単位・ＦＦＰ１０単位・ＰＣ２０単位発注
　１８：１０ RCC１６単位到着（１時間３０分）

すぐに手術室に搬入（後追いでクロスマッチ）（Ｈｂ　２．９ｇ/ｄｌ）
　１８：３０ RCC１８単位・ＦＦＰ１０単位・ＰＣ２０単位到着（１時間１０分）
　１９：００ RCC１０単位・ＦＦＰ１０単位発注
　２０：００ RCC１０単位・ＦＦＰ１０単位到着（１時間）

計 RCC４４単位・ＦＦＰ２０単位・ＰＣ２０単位　発注
RCC６単位・ＦＦＰ６単位　返品

手術時、RCC３３単位・ＦＦＰ２０単位・ＰＣ２０単位輸血され、
後日病棟でRCC６単位・ＦＦＰ４単位輸血されている。

当日緊急（危機的出血）時の麻酔科Dr.のご意見

当日緊急（危機的出血）時の麻酔科Dr.のご意見

•  出血のスピードが急速となり、循環系が大きく変動
する直前から輸血を開始できたことは結果的に大き

かった。

•  出血源の特定に時間を要したものの、手術的に原因
を除去し、止血できたことが救命に繋がったと思う。

•  患者が若年女性であったことも好結果をもたらした
かもしれない。

手術後の経過
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術後外科転科

抜管

Mチューブ抜去

ＤＯＡ；10µg/kg/分

ＦＯＹ；33mg/kg/日

UTI；30万単位/日

整形外科転科

FFP；4単位

RCC；計10単位

CV抜去

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (日) 0 

(右上腕骨骨接合術) 
Foley抜去 ドレーン抜去

(日) 

手術 希望退院

右上腕骨のレントゲン所見
入院時 手術後（プレート固定術）

右上腕骨 
近位端骨折

最 終 診 断
#1. 妊娠36週6日、既往帝王切開（2回）、交通外傷
#2. DIC #3. 胎児機能不全
#4. 子宮破裂 #5.弛緩出血
#6.出血性ショック #7.右上腕骨近位端骨折

15時56分、全麻帝切で女児出生、2668g、Ap 1(1’)/4(5’)/6(10’)。
出生直後心拍確認されず、直ちに気管内挿管。1分で心拍聴取。
3分でエピネフリン気管内投与。徐々に回復。生後4日目まで
人工呼吸管理を行ったが、その後経過良好。生後30日目に退院。

新生児の経過

治　　療

手術術式：帝王切開術＋止血術＋子宮全摘術 
手術時間：4時間42分 
総出血量：7815ml 
術中輸血：RCC 28単位（3640ml）＋FFP 15単位（1200ml） 

 　　＋自己回収血 470ml 



考　　察
•  産科におけるショックの約90%は出血性ショックであるといわれ
ているが、本症例では入院時にはDICではあったがショックには
陥っていなかった。

•  分娩周辺期における出血性ショックの原因は数知られるが、本
症例は交通外傷による軽度の子宮破裂によるというよりも、DIC
発症後の帝王切開が直接原因と考えられる。

•  産科においてDICと診断した場合、通常はその治療を最優先に
行うべきで児の生死に関わらず母体の負担を最小限に留める
べく分娩管理を行うが、本症例ではまず帝王切開による児の娩
出を図ってしまった。

•  手術室で発生する大量出血では、総出血量5,000mlを超えると
死亡率が15.6%、30,000mlを超えると41.2%となる。また術中最低
Hb濃度が3g/dl未満になると死亡率が43.2%になるという。

院外の研究会発表における反応

•  救命できた要因としては、麻酔科の貢献度が大きい。

•  本症例は、高次医療施設への母体搬送ではなく、当院で対応し

たことは正解だった。

•  入院時の検査データでかなりの低フィブリノーゲン血症を認めて

いたので、術前にFFPを投与していれば出血量をもう少し減らせ

たかもしれない。

•  これだけの症例でDICの直接原因がはっきりしないが、羊水塞

栓症を鑑別すべく検査はしていたか？

•  発注から血液供給まで1時間半も要するのであれば、職員また

はその家族を集め、新鮮血を採取（院内採血）し輸血する方法

を取らざるを得ないのではないか。

本症例を通じて学んだこと

•  妊婦の交通外傷（死亡事故）に関する統計は存在しない。

•  本邦では、妊婦へのシートベルト着用が平成20年度道路交通

法改正により義務化されたが、当時は未だ義務化されていな

かった。交通外傷における損傷の程度には明らかな差が認め

られているため、着用を勧める。

•  FFP15単位中にフィブリノーゲンが約3g含有されている。

•  出血が止まらず、輸血を中止すると死亡してしまうような究極

の場面では、最終手段として遺伝子組み換え血液凝固第Ⅶ因

子製剤（エプタコグアルファ/ノボセブン）の投与を考慮する。

本症例における課題

•  緊急手術を必要とする患者において、DIC
を示唆する情報が可能な限り迅速に伝達

され、関係者に共有されるかどうか。

•  低フィブリノーゲン血症(≦150mg/dl)、とくに
≦100mg/dlと判断された場合に、これを補正

する目的で迅速にFFPを投与することができ

るかどうか。

ま　と　め

•  交通外傷を負った妊婦（帝王切開既往2回）の帝王
切開を行い、児娩出後に出血性ショックとなり、母体
死亡を覚悟した1例を経験した。

•  児娩出後の大量出血にも拘わらず、血液製剤が手
元に無く子宮摘出に踏み切れずにいた時間は母体
死亡を覚悟し、ただ天を仰ぐばかりであった。止血
および全身管理のために当院外科系医師および
麻酔科医師の連携による必死の救命処置により
母体死亡に至らずに済んだことは幸運であった。
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•  本症例の診療に携わって頂きました全ての
医師・看護師・助産師・臨床検査技師・臨床

工学士・血液センターの職員の皆様のお蔭

で最悪の転帰を辿らずに済んだことに深く
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日本の妊産婦死亡数

（母子保健の主なる統計 平成17年度刊行 ）

妊産婦の死亡原因

死因 年次
1995
平成7

2000
平成12

2003
平成15

2004
平成16

総数       85          78          69          49   

    直接産科的死亡     67         62          56          38
　     子宮外妊娠      2           5            6           0
             妊娠, 分娩, 産褥における浮腫, 蛋白尿, 高血圧性障害               19  8            4           6 
       前置胎盤及び常位胎盤早期剥離    3          12            7           3
       分娩前出血, 他に分類されないもの    0           0            1           0
       分娩後出血      4          11          17         10
       産科的塞栓     20         14            9           8
       その他の直接産科的死亡    19         12          12         11

    間接産科的死亡     18         15          13          10

    原因不明の産科的死亡     0           1            0            1
（母子保健の主なる統計 平成17年度刊行 ）

基礎知識(1)　 妊婦の交通外傷

•  鈍的外傷のうち50～70%を占める

産科的合併症

常位胎盤早期剥離 軽症の1-6%・重症の50%に発症
子宮破裂 　 約1%に発症。
胎児外傷
骨盤骨折
切迫流早産
横隔膜ヘルニア

※予防：正しいシートベルトの着用
（平成20年道路交通法改正により妊婦への着用が義務化）



基礎知識(2)　 産科DICの基礎疾患- 基礎知識(3)　 産科DICの治療フローチャート-

基礎知識(4)　 羊水塞栓 妊婦補助ベルト



緊急（危機的出血）時の輸血体制
アンケート調査報告

2009

平成21年11月26日

秋田県合同輸血療法委員会

阿　部　　真

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

緊急（危機的出血）時の輸血体制

! アンケート調査
!  輸血部門で回答

!  選択式、一部記入式

! 対象：医療機関58施設（使用状況調査と同施設）
!  年間100単位以上供給の44施設と過去に調査した14施設を追加

!  供給99施設計174,415単位、対象58施設計173,359単位（99.4%）

! 期間：平成21年9月~10月

! 回収率：50/58（86.2%）
!  回答50施設　172,534.5単位(98.9%)

-
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100,000
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全供給の98.9%

施設数の51.0%

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

目的

! 県内の緊急（危機的出血）時の輸血体制
! 期間①（2008.1.1~2008.12.31）

! 期間②（2009.1.1~2009.6.30）

! 項目
!  Ａ．輸血環境

! Ｂ．緊急対応

!  Ｃ．連携

!  Ｄ．院内体制

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

調査結果

!  Ａ．輸血環境 
!  Ｂ．緊急対応 
!  Ｃ．連携 
!  Ｄ．院内体制

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

輸血検査24時間体制

! 当直体制： 13

! 呼出体制： 25

! 上記以外： 5

! 回答無し： 7

26% 

50% 

10% 

当直体制

呼出体制

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

赤血球供給単位数と院内備蓄



血液センター 
備蓄施設 

通常供給240分 
1060u/year

赤血球供給単位数と院内備蓄

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

院内備蓄 
RCC:2,2,2,1 

FFP:10,10,10,1 
緊急供給70分 

537u/year

院内備蓄 
RCC:2,2,2,0 
FFP:2,2,2,2 
緊急供給90分 

480u/year
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 1,060 
 980 

 537 

 480 

 - 

 500 
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供給単位数　院内備蓄備蓄無

> 3,000 1 0 
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> 100 1 15 
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調査結果

!  Ａ．輸血環境 
!  Ｂ．緊急対応 
!  Ｃ．連携 
!  Ｄ．院内体制

「緊急輸血」の定義
＜具体的時間を設定＞

!  10~15分以内で出庫

!  15分以内

!  15分以内で出庫する、場合によって、未交差、生食法のみな
ど。

!  15分以内で出庫を緊急と定義

!  15分以内で出庫を緊急と定義

!  15分以内の出庫を目安

!  決まった定義はないが、15分位で出庫を緊急としている。

!  20分以内で出庫

!  30分以内で輸血が可能な状態

!  30分程度で出庫

!  定義としては整理されていないが、申し込みから30分以内で

の出庫

!  60分以内で出庫を緊急と定義

!  発注から受領まで約１時間

!  1時間、備蓄病院からの到着。

!  最長1時間までの出庫を緊急と定義。緊急度に応じたレベル
分けをしている。

!  血液センターに発注してから到着までの時間が90分以内。

!  120分以内に輸血が必要な場合

＜その他＞

!  院内在庫数を上回る出血で、緊急で輸血が必要な場合

!  準備ができ次第輸血する

!  注文した血液製剤を可能な範囲で速く届けてもらう。

!  定義として決定していないが、緊急時、麻酔科など医師から
輸血部門に連絡あり。

!  予定外の大量出血で循環不全を伴い、緊急な輸血を必要と
する場合だと考えます。

!  定義は無いが状況に応じて、体制を整え対応している。迅

速に対応している。

!  特に、一般病院のような定義はなく、先生が緊急に輸血した
いと言われた時。ほとんど無し。

!  医師が判断する

!  不明。医師の判断。

!  緊急輸血は経験がない

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

緊急：15分以内で出庫

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

緊急対応の経験有無

!  同型赤血球確保不可
!  期間１：肝切除の手術中に予想外の大量出血となった。一時、センターから
の供給が間に合わない事態となり異型適合血を使用。 

!  血液型判定時間確保
!  外傷により、救急搬送された患者で、血液型未確定であったため、医師の
指示により、RCC異型適合血を輸血。

期間①：2008.1.1~2008.12.31　期間②：2009.1.1~2009.6.30

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

緊急対応の経験有無（２）

!  配送遅延事例
!  肝切除の術中大量出血、病院と血液センター間の距離。

!  赤帽が他の病院に走った。

!  （調査対象外）県内にPCの在庫が無く、仙台より夜間輸送が原因。

!  遅延の原因

!  ①遠距離のため

!  ②配送の遅れ

期間①：2008.1.1~2008.12.31　期間②：2009.1.1~2009.6.30

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

危機的出血対応GL、異型適合血を
知っていますか？

「輸血療法の実施に関する指針」
V 不適合輸血を防ぐための検査（適合試験）およびその他の留意点
３．大量輸血時の適合血
３）救命処置としての輸血
　上記のような出血性ショックを含む大量出血時では，時に同型赤血球輸血だけでは対応できないこともある。
そのような場合には救命を第一として考え，O型赤血球を含む血液型は異なるが，適合である赤血球（異型適
合血）を使用する。ただし，使用にあたっては，3－1）項を遵守する。

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

危機的出血
対応GL 

異型適合血

29 

38 

15 

6 

5 

5 

知っている 知らない 回答無し

38 

29 

6 

15 
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クロスマッチ省略とＯ型輸血

!  クロスマッチ省略で同型を輸血した事例
!  ①外傷（作業事故）、②手術中の大量出血

!  交通外傷など

!  手術中の予想以上の出血。

!  外傷などの出血患者が救急搬送されたとき。製剤出庫後にクロスマッチ実施。

!  出庫後にCrossを実施している。
!  術中の大量出血による（前立腺ope）

!  血液型判定不可O型赤血球使用
!  院内に同型の在庫が無くなり、やむをえずにO型を使用。  
!  肝切除の術中大量出血。センターの供給を待つことができず、B型患者にO型RCCを輸血した。 

期間①：2008.1.1~2008.12.31　期間②：2009.1.1~2009.6.30

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

同型確保不可＆血液型判定不可 
Ｏ型赤血球を使用するか？

0 10 20 30 40 50 

異型適合血

O型赤血球

3 

4 

33 

32 

1 

3 

4 

4 

8 

6 

使用する 主治医の判断による 使用しない 不明 回答無し

4 

3 1 

3 32 

33 
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緊急時の交差試験
省略; 4%

通常交差試験実施; 8%

輸血と 
並行実施; 

29% 

通常交差試験
実施&輸血と 
並行実施; 2% 

血液型のみ確
認&輸血と並行
実施; 2% 

血液型のみ; 
4% 

主治医の指示; 
2% 

外部へ発注; 
2% 

その他 
（経験無）; 12% 

不明; 14%

回答無し; 21%

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

輸血準備に要する時間

!  ５分 2

!  10分 3

! ~15分 9

! ~20分 2

! ~30分 7

!  30分~　4

5分; 4% 
10分; 6% 

15分;
19% 

5分 10分
15分 20分
25分 30分
40分 50分
60分 180分
回答無
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緊急時の交差試験 要する時間 施設数
生食法 5 2
生食法からクームス法へ 10 1
生食法 10 2
アルブミン法 15 1
ブロメリン法 15 1
生食法 15 7
生食法、ブロメリン法、クームス法 20 2
生食法 25 1
クームス法 30 1
生食法 30 1
生食法、PEGクームス法 30 1
生食法、ブロメリン法 30 1
生食法、ブロメリン法、クームス法 30 1
生食法、酵素法、クームス法 30 1
間接クームス法 40 1
生食法、ブロメリン法、クームス法 50 1
間接クームス法 60 1

2009.11.26 第12回・秋田県合同輸血療法委員会

調査結果

!  Ａ．輸血環境 
!  Ｂ．緊急対応 
!  Ｃ．連携 
!  Ｄ．院内体制
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手術室
連携

血液C 
連携
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十分である やや十分 不十分 不明 回答無
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手術室・血液センターとの連携

63.3%

38.8%

18 

2 5 

2 13 

17 
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手術室との連携・問題点
!  いわゆるコマンダーが存在しない。患者情報が不十分。

!  医師の指示が口頭や電話による場合がある。

!  患者の情報と予測量の情報があいまい

!  急ぎの度合いが検査室に伝わらない。急ぎの度合いをもう少し詳しく教えて欲しい。

!  緊急度が検査部に十分伝わらない。

!  具体的な出血状況が検査に伝わってこない。

!  今まで経験がないが、窓口がどこなるのか不明のため。

!  時間外や日曜・祭日の検査科は呼出体制になっている。

!  手術の進行状況が臨床検査室まで伝わってこない。

!  手術室から病棟を介して輸血依頼がされるため、情報のやりとりに時間を要する。

!  出血量や患者さんからのバイタルを知らないので、具体的な緊急度がわからない。

!  術中は麻酔医師より連絡がある。しかし、その他の場合、輸血後（落ち着いてから翌日でも）、
連携がないので、今後、検討していきたい。

!  大量在庫になるので、危惧して、何回も発注したりする場合がある点。

!  大量出血が起こったことがあまりない。手術室の状況がわかりにくい。

!  電話連絡が多く、伝票が検査室まで来ないことがある。

!  病棟を介することで時間がかかる。

!  麻酔科が常勤ではない事と看護師が間に入ることで、意志の疎通がうまくいかないことがある。
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血液センターとの連携・問題点

!  センター職員が少ない時は、赤帽に頼らざるを得ない状況。

!  やはり遠方であるため、届くまで時間はかかる。

!  緊急時や大量輸血の際、センターから長距離に位置する施
設への供給体制について。

!  超緊急の場合は時間的に間に合わない距離にある。

!  緊急時（中度位）であれば、十分だと思います。

!  配送に時間がかかりすぎることがある

!  備蓄病院なのである程度在庫はあるが、無くなった場合、セ
ンターから一番遠いので、製剤の確保。
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緊急時の追加発注・請求は？

出血量予測; 
6% 

担当医師の 
指示後に発注; 

55% 

!  出血量を予測 3

!  担当医指示後 27
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緊急時の追加発注・請求は？
!  まず口頭で、担当医または麻酔科医の指示を受け、院内在庫数、センター発注時の院内到
着時間、検査時間（血型、生食・交差時間）を伝える。院内在庫血がある場合は、15分位で
出庫している。

!  マニュアル対応

!  院内在庫分の患者同型製剤を未交差で出庫。不足分はセンターに緊急発注。製剤到着時
間や数量を依頼元に伝える。出庫製剤のクロスマッチ実施。

!  危機的出血への対応マニュアルに従う。

!  基本的には担当医師の指示による。予測して発注することもある。生理食塩水法のみによ
る交差試験で払い出し、異型輸血（O型赤血球）はたったことが無いが、生理食塩水法も省
略しえ、患者と同型であることのみ確認して払い出したことがある。

!  緊急で血液センターに血液を注文する。交差試験は血型と食塩水法のみで出庫し、輸血と
ともにブロメリン法、クームス法を実施してゆく。

!  緊急時（特に院内在庫がない場合）は、未クロスで後追いクロスを施行している。

!  在庫単位数、確認のTELが入る、その時点で、緊急対応待機状態となり、その後は状況変
化等々、刻々と連絡が入る。

!  主治医からの血液依頼を受け、ただちに血液センターに発注する。

!  日常的な在庫の確保。担当部門より、電話連絡、その後、輸血申込書提出。

!  麻酔医もしくは主治医より連絡がある。

!  輸血オーダーの際、通常の配送が赤色灯での配送か、確認する。
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緊急輸血の院内体制

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

院
内
体
制

1 7 23 10 8 

十分である やや十分 不十分 不明 回答無

46.9%

1 23 7 
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大量輸血可能な院内体制・問題点
!  センターから何回も搬送してもらうが、限界がある。

!  ルーティンでは良いが、夜間はオンコールで一人のため。

!  異型輸血への不安感

!  院内のガイドラインが未整備であること。

!  院内マニュアルがあいまい。現在、整備中。

!  院内全体の周知がまだされていない。

!  供給が間に合うかどうか。

!  緊急O型赤血球の使用経験がないことと、備蓄無しのため。
!  血液センターより遠方の病院は、院内在庫をあまり置けないので、大量輸血には限界があると
思う。

!  血液準備量の確保を最低現にしてあること、夜間の人員不足。

!  血液製剤の在庫を置いていない。

!  血液備蓄病院ではないこと、急速輸血装置を保有していないこと。

!  廃棄血が多くなる。

!  備蓄していない、輸血検査は外注のため、夜間対応できない。

!  夜間、時間外対応（輸血部門職員がの場合）

!  輸血療法委員会にて話合いはまだ行っていない。司令塔が必要。
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調査結果

!  Ａ．輸血環境 
!  Ｂ．緊急対応 
!  Ｃ．連携 
!  Ｄ．院内体制
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交差試験省略と異型適合血

2009(2006) 
交差試験の省略に

躊躇はない 躊躇する わからない 回答無 合計

異
型
適
合
血
の
使
用
に

躊躇はない 11(5) 0(1) 0(0) 0(0) 11(6) 

躊躇する 0(4) 14(14) 0(0) 0(0) 14(18) 

わからない 1(2) 0(1) 13(11) 0(0) 14(14) 

回答無 0(0) 0(0) 0(0) 11(14) 11(14)

合計 12(11) 14(16) 13(11) 11(14) 50(52) 
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結果

!  緊急（危機的出血）時の輸血体制の在り方について、
2006年と同様のアンケート調査を実施した。

!  今回の調査期間では、深刻な同型の赤血球製剤が
確保出来ない事例、血液型判定の時間的余裕のな
かった事例を経験した施設が１施設で、血液セン
ターによる配送遅延事例が２件あった。

!  交差試験省略で同型の輸血を実施した症例が10症
例あったが、Ｏ型を異型適合血として使用した事例
は２件であった。

!  危機的出血への対応GLを知らないと回答した施設
が15施設、異型適合血は６施設で認知されていな
かった。
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まとめ

!  「輸血療法の実施に関する指針」や「危機的出血時
の対応ガイドライン」に対する周知が、現状では不
十分と考えられた。

!  救命を最優先した対応では、施設間での意見の相
違が大きかったが、緊急時の交差試験省略、かつ
異型適合血の使用に「躊躇しない」と回答した施設
が、前回調査5施設から、11施設に増加しており、緊
急時の輸血に対して、施設での周知やマニュアル
作成等の取り組みが実施されていると考えられた。
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輸血療法委員会委員長　様

! 貴院の輸血療法委員会で、 
『緊急（危機的出血）時の輸血体制』について、
再度、ご検討・ご確認下さい。 
　『・・・出血から輸血するまでの流れを施設ごとに
検討すべきです。超緊急時には未交差血の輸血、
血液型検査が間に合わない場合にはＯ型血の輸
血をすべきことも加味して。・・・』 

! アンケートに、ご協力ありがとうございました。



緊急輸血・大量輸血への対応と問題点

!  輸血検査の24時間体制 
!  院内備蓄量と血液センターまでの距離 
!  「緊急輸血」の定義と院内周知 
!  指針やガイドラインの認知（所内周知） 
!  異型適合血の概念 
!  緊急時の交差試験の方法 
!  手術室との連携（情報の共有） 
!  院内体制不十分との認識 



緊急大量輸血の１症例

大館市立総合病院　輸血療法委員会

小笠原　仁

第12回秋田県合同輸血療法委員会　
2009/11/26

ODATE　MUNICIPAL　HOSPITAL 

はじめに

•  緊急輸血、大量輸血の際には速やかな血
液供給が重要である。

•  当院は血液センターから車で約2時間半の
距離にある。そのため、緊急大量輸血時
の血液供給に不安がある。
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症例

76歳　男性　　B型（+）

• 疾患 ： 肝細胞癌

• 術式 ： 肝右葉切除術

• 予想出血量 ： 1000ml 

• 血液申込量 ： ｸﾛｽ血 4U + T&S 4U
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時間経過とRCC輸血
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血液製剤発注状況

• 注文時間：13：55～21：40まで

• 注文回数：RCC 8回 （86単位）
                     FFP 6回 （60単位）
                     PC 4回 （50単位）
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輸血状況

• 出血量：  26006ml 

• 輸血量：RCC 78U （うちＯ+6U） 
　　　　　　 FFP 66U 
                 PC 50U
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2009/11/26



供給体制の変化に対して

•  医療機関からの早めの情報提供

•  緊急持出血の車載在庫量の増加

情報提供に協力していきたい

各施設の追加発注分を緊急持出血から供給

↓

真の緊急持出血はどのくらい？
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まとめ

•  肝右葉切除術中の大量出血により、緊急大
量輸血を経験した。

•  患者同型RCCの供給が間に合わず、O型適
合血を輸血した。

•  予想外の緊急大量輸血の際にもスムーズ
に血液供給できるよう、さらなる血液セン
ターとの協力体制の構築が望まれる。

第12回秋田県合同輸血療法委員会　
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仙北組合総合病院　臨床検査科 
林崎久美子 

第12回　秋田県合同輸血療法委員会　2009.11.26 

当院の緊急・大量輸血時の 
輸血体制構築に対する取り組み 
~危機的出血対応シミュレーションを実施して~ 

輸血準備が遅れた 
夜間の大量出血事例 

!  ４０歳代、　男性、　血液型Ａ型Ｒｈ（!） 
!  平成１Ｘ年Ｙ月Ｚ日　 
　１９：３０頃、秋田自動車道で運転中、対向車 
　　　　　　と正面衝突。腹部、骨盤を受傷。救 
　　　　　　急車現地到着時、意識清明。 
!  ２０：３５　当院救急外来へ到着、収縮期血圧 
　　　　　７０ｍｍＨｇ、意識はもうろう状態。 
!  腹腔内出血、骨盤骨折、出血性ショックの診断 
!  緊急開腹止血術が予定される。 

ＭＡＰの発注・搬送・輸血の経緯!"# 

!  ２０：５０　検査科にＭＡＰ２０単位交差依頼 
　　　（Ａ型（＋）ＭＡＰ院内在庫：１０単位）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
!  ２１：１０　当直技師は輸血担当技師に応援 
　　　　　　　要請 
!  ２１：４０　輸血担当技師到着、　交差開始 
　　　　　　　センターに緊急搬送につき電話 
!  ２２：００　患者が手術室へ入室 
!  ２２：１５　センターへＭＡＰ１２単位発注　 

22:00 23:00 0:00 0:20 23:40 22:15 

MAP12U 
センターへ発注

MAP12U 
到着

MAP12U 
センター出発

22:47 

53分間32分間

１時間２５分

23:10 

MAP10U 
センターへ発注

23:53 

手術室
入室

手術室
退室

ＭＡＰの発注・搬送・輸血の経緯(2) 

MAP10U 
センター出発

４３分間

MAP 
２ ２ ２ ２ ２

２
２
２
２ １

１
MAP 

40分間

① 

② 

事例のまとめ 

!  夜間に緊急大量輸血のオーダーに迅速に対応
できなかった事例を経験したので、問題点を
検討した。 

!  緊急輸血時の当直技師の作業について、優先
順位を見直し、検査科内に周知した。 

!  血液センターでは、夜間において血液製剤の
緊急搬送ができない場合があることが明らか
になった。 

!  血液センターに対し、夜間緊急対応の改善、
を要望した。 

危機的出血に対する当院の$
取り組み 

!  院内緊急時の輸血マニュアルの作成 
!  危機的出血対応シミュレーション実施 
!  検査技師の輸血リトレーニングの実施 
!  血液センターとの連携 



当院の概要 

!  位置　：　大仙市大曲 
!  血液センターからの距離　：　約５０ｋｍ 
!  緊急輸送に要する時間　：　４５分 
!  一般病床数　：　５６０床　　　　 
!  赤血球製剤使用数　：　３０６６"／年#２００８年$%
!  大量出血症例数（５０００ｍｌ以上）：２～３例／年　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
!  院内血液製剤在庫数　 
　Ｉｒ&ＲＣＣ&ＬＲ：Ａ型８"'Ｂ型６"'Ｏ型８"'ＡＢ型４"%
　ＦＦＰ&()２：各型２本 

当院・緊急輸血マニュアル 
－　輸血検査と払い出す赤血球製剤　－ 

緊急度の名称 待てる時間 輸血検査 払い出す血液

緊急度０分 ０分 なし Ｏ型血

緊急度２０分 ２０分 血液型 ＡＢＯ同型・未交差血

緊急度３０分 ３０分 血液型＋交差適合試験 ＡＢＯ同型・生食法適合血

緊急度の名称 待てる時間 輸血検査 払い出す血液

緊急度０分 ０分 なし ＡＢＯ同型・未交差血

緊急度２０分 ２０分 血液型＋交差適合試験 ＡＢＯ同型・生食法適合血

患者血液型 ＡＢＯ異型適合血

Ａ Ｏ

Ｂ Ｏ

ＡＢ Ａ　＝　Ｂ　＞　Ｏ　

Ｏ なし

払い出す血液

ＡＢＯ異型適合血

!　血液型不明の場合

!　血液型確定済みの場合

!　同型血が不足した場合

緊急輸血時の申し込み 

!　当院輸血申込伝票に新たに緊急度別チェッ
ク項目を設けて運用 

!緊急度別チェック項目 
□　直ちに輸血したい
　　　　□　血液型不明　→Ｏ型未交差血払い出し
　　　　□　血液型判定済→同型未交差血払い出し
□　20分待てる
□　30分待てる

危機的出血シミュレーション 
シナリオ 

!症例：６０歳、男性、Ａ型Ｒｈ#!$%　　　　%
　　　　　不規則抗体#－$%

!診断・術式：右腎癌にて右腎摘出術が予定 

!血液準備：濃厚赤血球：４単位#交差済み$%

危機的出血シミュレーション 
シナリオ（続き） 

●術中に急速、大量出血が発生、麻酔科医より
「手術中の危機的出血」との連絡が検査科へ 

　  入る。 

!検査科への依頼 
　①A型赤血球２０単位、FFP２０単位の緊急
   　発注 
　②O型異型赤血球の払い出し 
　③センターからの血液の緊急輸送 

シミュレーション　① 
　危機的出血宣言から交差試験開始まで 

1.  麻酔科医から危機的出血の連絡 
　□ 患者氏名、ＩＤ、ザールNo．の確認 
　□ 血液型を輸血管理システムで確認 
　□ 院内在庫数の確認と手術室への連絡 
２. 病棟看護師が伝票・検体持参 
　□ 技師1：赤血球製剤番号を伝票に記入、セグメント確保　　　 
　□ 技師2：検体遠心開始、FFP製剤番号記入 
　□ 技師１：伝票コピー、看護師と呼称確認、払い出し 
　□ 技師2：交差試験開始 



シミュレーション　② 
　　　　　血液センターとの連携 

1.  センターへの連絡 
　□ 技師1：センターへ電話
　　「Ｏｐｅ中の大量出血でＲＣＣ-LR20単位、FFP2を10本緊急　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
搬送お願いします」 

　□ センターへ緊急依頼発注書をＦＡＸ、確認の電話： 
　　「緊急依頼ＦＡＸは届きましたか？出発前に電話下さい。」 
2. センターから出発の連絡 
　□ 緊急依頼発注書に出発時刻を記入 
　□ センターへ：「納品伝票を予めＦＡＸして下さい。」と依頼　　　　　　　　　　 
　□ 技師1：到着予定の製剤の番号を伝票に記入 
3. 手術室へ連絡 
　□「センターを出発しました。"時到着予定です。」 

シミュレーション③ 
　　　O型異型血の払い出し 

１．麻酔科医からＯ型の在庫数確認の電話 
　　□「Ｏ型8単位です。」と伝える。 

２．看護師が緊急輸血申し込み伝票持参 
　　□ 技師1：伝票の緊急度別チェック項目を確認 
　　□ 技師１：Ｏ型濃厚赤血球の製剤番号を記入 
　　□ 技師1：看護師と呼称確認、払い出し 

シミュレーション　④ 
　センター車両到着から払い出しまで 

１．センターより製剤到着 
　□ 技師1：手術室へ電話 
　　「センターから血液が届きました。交差用の採血を
　　　お願いします。」 
２．病棟へ電話 
　　「センターから血液が届きましたので、交差用検体
　　　持参で取りに来てください。」 
　□ 技師1：セグメント確保 
　□ 技師2：検体遠心開始、FFP製剤番号記入 
　□ 技師1：伝票コピー、看護師と呼称確認、払い出し 
　□ 技師2：交差試験開始 

シミュレーション風景① 

シミュレーション風景② シミュレーション風景③ 



シミュレーション風景④ シミュレーション後の感想 
　輸血担当技師 

!  今回はセンターとは一緒にシミュレーショ
ンしていないため実際の所要時間は不明で
ある。 

!  出血の状況を検査科では把握しきれないの
で、迅速な払い出しのためには、手術室と
の連絡を密に取ることが大切と思った。 

シミュレーション後の感想 
輸血担当以外の技師 

!  実際に、輸血担当者の取る行動を見ることがで
き、全体の流れが把握できた。 

!  血液型、不規則抗体スクリーニングが済んでい
ない場合、今回のシミュレーションのようにい
かないのでは・・・。 

!  Ｏ型異型血を払い出す場合、交差試験は必要
か？ 

!  実際、シナリオ通りに、行動できるか不安。 

シミュレーション実施のメリット 

!  シミュレーションにより検査技師の輸血
業務に対する理解が進むとともに改善点
が明らかになった。 

!  危機的出血対応の検査科内行動マニュア
ルを整備し、役割を明確にできた。 

検査技師の輸血リトレーニングの実施 

!対象　：　日当直者全員 
!リトレーニングの内容 
　①緊急輸血時の対応%
　　#　出庫、報告書の記入および連絡方法 
　②試験管法による血液型検査と交差試験 
!リトレーニングの継続 
　リトレーニング個人票を作成し、トレーニング
の習得状況等記録に残した。記録をもとに次回
のリトレーニングを計画する予定である。 

血液センターとの連携について 
～私が思う大切なこと～ 

!  病院#検査技師$と血液センター#供給課$間で、
日頃からコミニュケーションが必要 

!  特に、危機的出血時は連絡を密に取り合う
ことが重要 

!  血液センターと取り決めをする 
　　例えば：到着時刻の連絡 



まとめ 

①当院では平成1Ｘ年Ｙ月の事例をきっかけ
に緊急輸血マニュアルの作成、シミュレー
ション、検査技師のリトレーニングなど、
院内の緊急輸血体制の構築に取り組んでき
た。 
②シミュレーションにより検査技師の輸血
業務に対する理解が進むとともに改善点が
明らかになった。 

今後の課題 

" 患者様の救命、輸血過誤防止のために
も、院内の緊急輸血マニュアルが、医
師、看護師に浸透するよう周知に努め
る。 

" 検査技師が緊急輸血に対応できる知識
と技術を習得する。 



木内　優子　　　 
佐藤　和美 
西成　民夫

緊急輸血対応 

消化器系 外傷 
（交通事故等）

心臓血管外科 手術時の大量出血

大量出血

院内在庫 院内在庫+センター供給
院内在庫数：Rh(+) 
A:6単位　　B:4単位 
O:6単位　AB：2単位 

2007年

2008年

新鮮血使用

救
急
室



解凍赤血球 
  O（-）-4 

解凍赤血球 
  O（-）-4 

【11月12日】 

新
鮮
血
採
血 
施
行

11/12 新鮮血　　B（陰性）
400ｍｌ：2名　200ｍｌ：１名

解凍赤血球　O型(陰性）：8 単位準備したが使用せず　 

MAP　　　　    O型(陰性）：2単位準備したが使用せず　　　　　　　　　

11/13            　　MAP　 ：22単位； B（陰性） 

　　　　 ～11/21  　FFP-2 ：46本 

　　　　　　　　　　　　PC 　　：35単位

11/23         MAP :         2単位/10 単位準備； O型(陰性）







事例報告４

秋田大学医学部附属病院　輸血部!

藤島　直仁、能登谷　武、大門　つぎ子
佐々木　綾子、佐藤　郁恵、熊谷　美香子

澤田　賢一!

第"#回秋田県合同輸血療法委員会!
$%&#'(!#))*

緊急輸血・大量輸血時の輸血体制構築に対する取り組み

はじめに

•  出血性ショックなどで患者+,-型検査を行う
余裕がない場合の緊急輸血について「緊急
時の-型赤血球輸血の運用マニュアル（案）
（#)).年）」 が示されている。!

•  当院で経験した出血性ショックにおける血液
型未確定での輸血事例を基に、当院におけ
る検討事項を紹介する。

緊急時の-型赤血球輸血の運用マニュアル（案） 事例紹介

•  /)代、男性。!
•  外傷による出血性ショックでＡ病院に救急搬
送。同院で-型012345と判定され、-型066と-
型778投与。!

•  止血および全身管理のため当院へ転院。

当院での経過①

•  搬送の連絡後、担当医が-型012345!066!/)
単位と-型012345!778!/)単位を発注。!

•  患者到着時、意識障害あり。頸動脈で弱く脈
拍を触れるも血圧測定不可。血液型の確認
検査を行えず。!

•  到着9分後、当直技師が、担当医のオーダー
に従い、 血液センターへ-型012345!066!と同
型778を依頼。!

当院での経過②

•  輸血部スタッフへ連絡あり。!
•  到着:9分後、 未交差の-型012345!066!'単
位と+,型012345!778!'単位を出庫。同製剤を
投与。!

•  到着*)分後、検査用血液採取。-型012345と
判定。以後の血液には交差適合の-型012
345!066と同型778を準備。!

•  到着":9分後、患者死亡。!



検討・改善事項①

•  輸血療法マニュアル（秋田大学）に緊急時の
-型赤血球使用について記載あるも+,型血
漿製剤使用に関する記載なし。!

– 「緊急時の-型赤血球輸血の運用マニュアル
（案）」に準じて、+,型血漿製剤の使用を明記。

現状の輸血療法マニュアル（秋田大学）

+,型血漿製剤の使用についても追記

検討・改善事項②

•  血液型検査の簡略化は可能か？!

–  +案：以下の条件に限定して"回採血で血液型を確定!
•  救急部処置室に限定、輸血が必要だが、採血が困難!

•  処置室に患者一人、オーダー入力からラベルを貼り採血まで一貫!

•  確認者#名が署名!
–  ,案：#回血液型を確認するまでは-型066と+,型778を継
続!

•  医療安全部会議で検討!

– 意見：緊急時こそ間違う危険性が高い!
– 結論：,案を採用。現状のまま#回の検査を必須。!

•  血液型確定するまでは-型赤血球と+,型血漿製剤を使用。

検討事項③

•  現状のシステムでは、血液型未確定での輸
血オーダー入力の方法なし!

– システム改正時の是正が必要

今後の課題
•  緊急度コード!

•  所要時間!
– 緊急度+（")分出庫）!
– 緊急度,（#)分出庫）!
– 緊急度6（"時間出庫）

患者、出血の状態 緊急度
コード

赤血球の選択例

出血しているが循環は安定! Ⅲ 交差済同型血

昇圧薬が必要な出血! Ⅱ 未交差同型血

大量出血、心停止が切迫!
（危機的出血）

Ⅰ 異型適合血!
（緊急-型血）

産科危機的出血への対応ガイドライン（案）!
日本輸血・細胞治療学会;8

検討が必要

まとめ

•  今回の事例を基に当院では緊急時の-型赤
血球および+,型血漿製剤使用へのコンセン
サスが得られた。!

•  今後、血液型未確定時の血液製剤使用方針
について院内での周知が必要である。!

•  さらに緊急度に対応した血液製剤の出庫に
ついて検討していく。



　　　　　　　　　　　　秋田県赤十字血液センター

　　　　　　　　　　　　　　　　供給課　松田　明　

はじめに �

�供給時間を要する地域への緊急搬送体制
については、緊急輸送・緊急持出血液・備
蓄病院（県北地域）からの供給などの体制
をとっている。 
�今回、特に緊急持出血のその後の状況及び
医療機関からの評価について検討したの
で報告する。 

A O B AB 計

前
日

の 43 43 54 15 155
供
給

数 0 0 0 0 0

36 15 20 12 83

198 116 60 45 238

432 247 140 102 921
0 0 0 0 0
0 0 30 0 30

232 47 10 22 311
2 3 1 2 8

21 19 14 4 58

44 41 29 10 124
0 0 0 0 0
62 65 44 13 184

うち他県へ払出(再掲)

2単位

3日目の製品化数

明日製品数
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3月�RCC在庫�予測 

県北150km
一部高速道路整備

片道2.5時間

県南80km
高速道路網整備
片道1.5時間

5.1% 

8.1% 

10.8% 

9.0% 

13.9% 

53.2% 

!200床以上の 
医療機関数は・・ 

R-1：5施設 
R-3：4施設 
R-4：4施設 
R-5：3施設 
R-6：3施設 
R-7：7施設

供給ルートと所要時間

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

��	  ���


����

���	

�"��

���"

��	

����

���� ����

����

�"��

�!�	

����

18:00


��	

R-1：鹿角・大館

R-3：男鹿・五城目・能代

R-4：大曲・角館・田沢湖

R-5：横手・湯沢・雄勝

R-6：由利本荘

R-7：秋田市

発

発

発

発

発

発

帰着
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帰着

帰着

発

原料血液回収

原料血液回収

原料血液回収

原料血液回収

原料血液回収



10~15分 
依頼本数による

医療機関との距離

20分以内 
配送業者による

受注から納品までの手順 

緊急輸送体制の構築への取り組み 

•  緊急持出血液の活用���������������（医療機
関からの情報） 

•  夜間緊急要員として1名増員。������������ 
•  隣県からの供給体制。 

•  血液運搬車に緊急持出血として 
�A型 O型 B型  ���8単位�� 
�AB型   ���6単位 
�大館地域に関しては����������������12単位 
����������10単位 
�緊急時用の位置付けであるが 
�実質時間外の注文に対応している。 �

緊急持出血液 

●有効内容(L)：60

●外形寸法(mm)

幅　790

奥行490

高さ441

●重量(kg)：31

●使用電源：

AC100V

DC12V/24V共用 

●定格消費電力：

AC100V 

72W

●予備バッテリー

（左写真丸印）

●電源：

温度計：1.5V

単4型電池1個

電圧計：DC12V

●外形寸法(mm)

幅　118

奥行  22

高さ  25

●電源電圧：

12V/24V両用

●外形寸法(mm)

幅　115

奥行  75

高さ24.5

●重量(g)：200

車載保冷庫及び周辺機器

■  車両搭載在庫数
　 Ir-RCC-LR
　　各型約8単位

■  持出血1件あたりの供給数
　　平均4.07本

■  廃棄本数の削減に貢献

�	���200���

��
��

	��

��/� 	��/� �
�
�	��

��

��
��

��10�� � � � � 63,742 3,925 15
��11�� 541 2,161 1.5 4.0 63,541 3,395 6
��12�� 1,287 5,469 3.5 4.2 60,313 5,259 6
��13�� 1,640 7,091 4.5 4.3 61,014 1,544 2
��14�� 1,724 7,048 4.7 4.1 57,791 2,132 2
��15�� 1,923 7,422 5.3 3.9 58,971 1,385 2
��16�� 1,811 6,655 4.9 3.7 57,894 345 1
��17�� 2,027 8,346 5.6 4.1 59,221 1,346 1
��18�� 2,097 8,964 5.7 4.3 59,037 422 1
��19�� 2,475 10,608 6.8 4.3 59,047 433 1
��20�� 2,925 11,106 8.0 3.8 60,485 348 1

R-1
�%

����	���

���#��
28.9%

R-3 �
��% �����'�$� 20.6%
R-4 �� ����	��� 10.3%
R-5 �" ���!��)� 21.0%
R-6 �
��" &��( ��� 9.2%
R-7 �
��� ��� 9.9%

■  予備血として運用された 
　血液のうち 
　　28.9%が 
　　県北地区へ供給

遠方の医療機関への安定供給に寄与 



平成19年度緊急輸送は196回 
19時~6時までは全体の19％ 
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45 114 24 13 

回

緊急輸送 

•  夜間の緊急輸送は9時まで2人。9時以降翌朝6
時までは1人泊まりで対応。 

•  医療機関からの情報に基づき緊急持出血液を活
用。 

�1名増員した事で夜間緊急輸送が迅速になった。 
�緊急持出血液を活用する事で追加の注文にも対
応。 

青森県血液センター��������
弘前出張所 

人員�2人 
在庫�10~35単位�� 

夜間�1人で受注���か
ら配送担当 

・秋田県には基本�
的に配送業者で�
対応。 
・需給調整での��供
給になる。 

青森県血液センターと協議済み。 

考�察�

まとめ 最後に 

•  緊急輸送要請原因の多くは医療機関内での意
志疎通及び医療機関と血液センターとの相互理
解不足と考えられる。また定期便以外の供給件
数の増加で迅速な供給が妨げられている現状も
ある。緊急輸送・定期便以外の供給減少を目指
しお互いに情報提供をして、よりよい供給体制を
構築して行きたい。 



血液事業の広域運営体制と 
輸血医療

秋田県合同輸血療法委員会 
県北地区輸血講演会 
2010年3月13日（土）、大館 

秋田県赤十字血液センター
面川　進 

厚生省通知　　平成２年３月３１日　（抜粋）!

　血液事業の体制整備の見直しについて!
! ! ! !採血、製造、供給の各機能に即した効率的、!
! ! !合理的な組織形態の構築!

　　「現在、血液事業の実施は各血液センター毎に、事業面、財政面、
人事面において独立的に運営されているが、血液事業が各血液セ
ンター単位に細分化されている現状では、効率的、合理的な事業運
営は困難といえる。　　　長期に安定した血液事業を実施するため
には、採血、製造、供給の各機能に着目し、それぞれにふさわしい
運営をしなければならない。同時に独占による非効率や停滞の生じ
ないような組織形態を構築する必要がある。例えば、広域区域単位
に血液センターを再編成して計画的採血を実施するとともに、・・・・
・（略）」

血液センター業務集約化の経緯

日赤血液センターの業務集約化目的（1）

! 安全対策の充実 
! 充実した施設・設備による安全で均質な血液製剤
の製造 

! 新たな安全対策技術の導入に向けた迅速な対応 

! 血液製剤の安定供給 
! 製剤規模の増大、需給管理の充実により血液不
足時の迅速な供給の確保 

! 少子高齢化社会を見据えた広域的な献血推進に
より、安定的な献血者確保が可能 

国民に信頼される持続可能な 
血液事業体制の確立 

日赤血液センターの業務集約化 
目的（2）

"  事業の効率化

　 期限切れの削減及び血液製剤を有効活用

　　　⇒複数センターの在庫を一元管理することで、より需
要に見合った管理体制の構築　

　 施設の統合による事業費用の削減

"  適正な人員配置と人材育成

安全・安定・効率化
!  安全対策の充実 

!  全国一律の安全対策基準はあるが、各施設で品質の統
一化ができていない面があった。 

!  古い建物では国の製造品質管理基準（GMP）を満たせ
なくなるおそれもあった。 

!  集約化すれば、近代化した施設で均質な製剤が提供で
き、新たな安全対策技術にも迅速に対応できる。 

!  安定供給 
!  血液は生きた細胞であり、有効期限があるいわば生（な
ま）ものだ。広域化でパイが大きくなれば需給管理が徹
底され、血液不足や製剤の期限切れ、血液型による過
不足なども減らせる。 

!  事業効率化

安全対策の充実について
! 日本赤十字が行う血液事業を取り巻く環境は、特
定生物由来製品の製造販売業者として、法的規制
の強化はもとより社会的にも安全性に対する関心
が高まるなか、より高度な安全基準を全国すべて
の赤十字血液センターで維持していくことが困難な
状況になりつつある。 



血液センターの課題

! 47都道府県のうち、 
68%の血液センターが建築年数20年以上経過 
①　GMP(安全)基準強化に伴う補足的な改修工事による 
製造エリアの狭隘化 

②　製造機器の多様性及び老朽化の バラツキ、 
③　製造規模による職員数の多寡、及び、統一的な 
教育訓練の実施体制等 

安全対策について

! 製造施設を全国規模で計画的に集約し、施
設整備等の強化を行い、より充実した体制
のも と、均質な血液製剤の提供、さらなる安
全性の向上に努める必要があった。 

血液製剤の安定供給について
! 血液センターの現状 

!  小規模な血液センターほど、計画的な需給管理が難しい。 
! 輸血用血液製剤の期限切れや他センターからの受入
（他センター依存率）が多い。 

! 輸血用血液製剤の大量使用等（急激な大量出血）によ
り、血液型別の適正な在庫量を維持が難しい。 

!  少子高齢化が進行する中、高齢者人口（輸血割合が高
い）の増加と輸血必要量を支える献血可能人口の減少に
より、安定的な献血者確保について地域間格差が懸念さ
れる。

安定供給や効率性は ? 

　　以下の各項目にセンター間の顕著な格差が存在し、
安定供給や効率性に問題がある。

　・　期限切れ率の格差

　・　他センターからの受入率の格差 
　・　人口減少の格差 
　・　固定施設での献血率の格差

　・　移動採血の地域間格差

　・　医療機関数の格差

　・　供給量の格差 
　・　仕事量に見合っていない人員配置 

１２

　　　  5％減少
　　　  5％～10％減少
　　　10％～20％減少
       20％以上減少

2010年 　2015年 　2020年

将来の都道府県別人口推移(15歳～64歳)
・・・2005年を基点とした減少率・・・・

「国立社会保障・人口問題
研究所」統計データによる

1,149,148
（2005.11.1）

1,120,782
（2007.11.1）

1,097,483
　　　　（2009.10.1）

秋田県の人口ピラミット(2009.10.1)

S41:丙午の出
生減 

第一次ベビーブーム 



65歳以上の人口構成比率

資料：平成17年までは国勢調査�平成18年度以降は「都道府県将来推計人口」�

29.3% 
36.5% 

23.1% 

29.2% 

秋田県

全　国

平成２２年

平成３２年

年齢別輸血実患者数割合の推移
秋田県合同輸血療法委員会調査　

血液製剤の安定供給について

! 広域的なエリア内で計画的に献血者を確保
することや、輸血用血液製剤の在庫量を一
元管理するなどの「広域需給管理体制」を整
備することによって、上記の現状をより改善
していく。この体制により、献血血液の有効
利用が図られ、輸血用血液製剤の期限切れ
を減少させることが期待でき、より献血者の
善意に応えることが可能になると考えている。

災害時等の対応について

! 日本赤十字社では、危機管理マニュアルを
作成し、血液センターの災害・事故等により
供給に支障を及ぼす場合は、近隣の血液セ
ンターあるいは必要に応じ全国レベルの協
力により、安定供給を確保するための体制
をとる。

平成20年8月
全国10施設に集約を達成

② 宮城

① 北海道

③ 埼玉

⑩ 九州

⑨ 広島
⑧ 岡山

⑦ 大阪

⑥ 愛知

⑤ 石川

④ 東京

＜参考＞
　　-- 平成18年4月現在 --
　　　　41施設で実施

検査業務集約

感染症検査 
　　凝集法⇒化学発光酵素免疫法 
　　　　　　　　（ＣＬEＩＡ法）

秋田センターの検査
業務は平成19年9月
から宮城センターに
委託

平成25年度末迄に
全国11ヵ所程度（案）

　　平成21年8月現在 
　　　・29施設（2付属施設含）で実施
　　　・20県が他県に集約

製剤業務集約

＜参考＞
　　-- 平成18年4月現在 --
　　　　54施設で実施

秋田センターの製剤
業務は平成23年4月
頃（？）から宮城セン
ターに委託！



製剤統合後に変更が想定される業務内容

製造集約 
センター

業務

採血

学術 
品質情報

供給

総務

採
血
指
図

申込書

原料血液・検体

製品在庫調整

輸送体制

輸送体制

医 
療 
機 
関

供給体制

供給体制

検査集約 
センター

検査結果

検体輸送

供給体制について
!  供給施設は、製剤業務集約後も今まで通り堅持し、現在と
変わらない供給体制を整備することとする。また、広域的な
範囲の血液センターを1グループとして、複数の在庫を共
有することで、以下の通り血液製剤のさらなる安定供給に
努めていく。 
!  赤血球製剤の供給について 

!  日々、製造所から供給施設に製品を搬送し、これまでと同様の適
正在庫（３日分）を堅持しながら供給します。 

!  血小板製剤について 
!  日々、必要な製品を製造所から供給施設に搬送し、これまで通り
の供給体制を堅持します。 

!  洗浄赤血球・合成血等について 
!  従前通り事前予約をいただきながら、これまで通りの供給体制を
堅持することとしております。 

!  緊急要請について 
!  現行と変わらない体制のもと、適正な在庫量を確保して迅速な供
給に努めます。 

製品搬送

血液製剤の搬送体制（秋田）
出発地 時間 到着地 時間 製品内容

仙台

10：30

秋田

14：00 PC・PCHLA

13：30 17：00 PC・PCHLA、RCC、FFP、二次製剤

18：00 21：30 二次製剤

製品内容は主製品を記載、不足時は各便及び中継等で対応

赤血球製剤（宮城、山形、岩手）

!  宮城センターは、岩手、山
形センターの在庫が注意報
水準域に至ることのないよ
うに、日々払い出しの実施。
在庫過剰時は、宮城セン
ターで保管、不足時は宮城
センターが他ブロックから需
給調整を実施する。 

!  在庫上限  120％ 

!  在庫下限  80％ 

需給調整

製品搬送 
在庫調整

原料

出荷



血小板製剤（宮城、山形、岩手）

!  血小板製剤の採血数は、３センター（宮城、山形、岩手）に
おける過去の曜日別供給実績を基に、採血を依頼。但し、
山形、岩手の各センターは、採血量と供給量との乖離があ
り、宮城センターで上乗せ採血を行っている。 

!  宮城センターからの配送は、 
①午前定期便として当日午前発注分、 
②午後定期便として翌日の供給予約分と適正在庫分（夜
間在庫を含む）としている。 

!  平成21年9月の期限切率は、６％台。

新鮮凍結血漿（宮城、山形、岩手）

! 新鮮凍結血漿は、宮城センターにおいて、岩手、
山形、宮城センターの在庫数や供給数をシミュ
レートし、６ヶ月先に必要となる供給数を製造して
いる。 

! 製品は、宮城センターで約４~５ヶ月間貯留した後、
岩手、山形の月平均供給数を踏まえ、製品を移管
している。

二次製剤（宮城、山形、岩手）

! 洗浄赤血球 
!  岩手、山形センターは宮城センター供給課へ15時まで需給
調整依頼を行い、宮城センター製剤課は17時に供給課へ出
荷する。岩手、山形センターへは18時発の便で引き渡し。 

! 合成血 
!  受注センターは緊急性を踏まえ、宮城センター供給課及び製
剤課と協議し対応し、医療機関の必要とする時間に納品して
いる。 

! 解凍赤血球 
!  宮城センター供給課及び製剤課と協議し対応。

二次製剤の搬送体制（秋田）
!  解凍赤血球・洗浄赤血球 

!  解凍赤血球、洗浄赤血球は予約製剤として扱う。 
!  ①9：30製造開始、翌日11：00有効期限 

!  ②15：00製造開始、翌日17：00有効期限 

!  合成血 
!  合成血も予約製剤とするが、搬送距離、所用時間等の時間
的制約を考慮する。 

!  事前に不適合妊娠等医療機関からの患者情報を得た時点で
合成血を製造し、供給施設にて保管するが、患者側の容体等
により使用されずに期限切れとなった場合は供給施設で減損
処理を行う。

その他の血液製剤
!  Rh陰性血 

!  Rh陰性血を採血したセンターに在庫保管している。宮城
センターで、東北ブロックの在庫管理を行い、不足時に
は各センターに採血依頼を行い、適正な在庫を維持して
いる。 

! 指定抗原陰性血 
!  原則として、発注日の翌々日15時に引き渡している。ま
た、緊急を要する場合は、候補血で対応している。

検査・製剤業務集約化における課題

"  輸血検査・輸血医療に関する要請への対応
　　 ⇒ネットワークの構築

医療機関からの依頼検査の受託基準 
（赤血球型検査） 

・　輸血を前提とした患者血液であり、医療機関で事前に
血液型検査及び 不規則抗体検査が行われ、その上で
判定困難などの問題が生じた場合であること。  

30 



医療機関からの依頼検査実施体制

血液センター
（地域）!

医　

療　

機　

関

検
査
実
施

ー

問合せ

アドバイス

検体、依頼書 等

試験報告書 等

アドバイス

問合せ

問合せ窓口

医薬情報担当者

営業所管理者!

問合せ

アドバイス

試験報告書 等

検体、依頼書 等

検体、依頼書 等

試験報告書 等

病院

病院 病院

病院

需給管理

都道府県
センター

ブロック管理
センター（仮称）

都道府県
センター

都道府県
センター

都道府県
センター

　　　　　　　　　　現行：同一都道府県内で需給を完結。 
　　　　　　　　　　将来：複数センターの在庫を一元管理することで、　　　 
　　　　　　　　　　　　　　      ◎血液型のアンバランスの調整 

　　　　　　　　　　　　　　　　　      ◎需要に見合った適切な採血・在庫の確保 

　　　　　　　　　　　　結果として、血液の安定供給と有効活用が図れる。

　　メリット

広域需給管理体制の概要!
ブロック管理センター（平成"#年度）

（検討案）

予想される課題
1.  医療機関への安定供給 
・冬期間の交通障害や緊急時への対応 
・医療機関への誠意ある対応（情報提供・収集の充実） 

2.  輸送に伴う原料血液及び製品の品質維持 
・定期的な品質の検証 
・輸送体制の確立（温度管理・定温輸送） 

3.  経済効果 
・設備・輸送費用の削減と大きな経済効果への検討 

4.  ドナー確保への影響 
・検査確定時間に伴う血小板採血の制限への対応 
・製造集約センターの製造体制との連携 
・検査集約センターの検査体制との連携



秋田県における検査・製剤 
の集約と課題

仙北組合総合病院　臨床検査科 
藤田秀文　

検査課集約化のうわさ

目的　：　安全対策の充実、安定供給、事業効率化 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片道３時間の範囲 
　　　　　　平成20年　　　　10施設　（完了） 

平成18年7月　　輸血管理実務担当者会議　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　集約検討中案内　時期不明

平成19年5月　　９月１日開始が決定

平成19年7月　輸血管理実務担当者会議　　時期及び詳細

　　　事前協議

輸血を語る会
一般病院技師
血液センター技師
血液センター薬剤師

　　　ＭＬ

技師会として行うべき事 
　と　血液センターとして行うべき事

! 担当技師の不安を和らげる事で目的一致 
検査技師側　：　不規則抗体同定　・　適合血選択
　　　　　　　　　　①　日数がかかる？　②　至急対応できるのか？

　　　→　2回に分けて合同主催の研修会を行おう。
１回目が説明、２回目が１回目の状況を踏まえた実習。 

　　案内文中に技師長にも出席してもらいたい諭旨加えて、
担当者だけの問題と捉えない。

センター側　：　経緯説明・ 今後の対応

平成19年度　 
第1回輸血・移植検査部門研修会

!  日　時　：　平成19年6月10日（日）
会　場　：　秋田大学医学部総合研究棟　総第２講義室
　　　〒010-8543　秋田市本道1丁目1の1　　  

テーマ　：　

　「血液センター検査課の今後 および各病院（施設）はどのように対応す
るべきか」

全体的な経過と宮城センターとしての今後の対応
　　　　菊地　正輝　技師　　　　　 （認定輸血検査技師：宮城県赤十字血液センター）

秋田県内の医療施設への今後の対応
　　　　堀部　泰人　技師　　　　  （認定輸血検査技師：秋田県赤十字血液センター） 

　　　　　　　＊　アンケートの実施 を伝える



検体搬送手段（案）�

○○急便� 陸送�PM5:30回収

翌朝8:30着�

①�PC（当日検査用）� ②�NAT検査用�
JAL 1268 (19:55) 

東京都�

秋田�

PM20:57着
PM24:00回収
結果翌朝8：30頃�

新幹線こまち
15:55発
18:24着
19:30宮城センター着�

③  RCC（翌日検査用）�
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堀部　泰人　技師　  （認定輸血検査技師：秋田県赤十字血液センター）

アンケートの内容

! 血液製剤の管理部署と認定技師、輸血担当者、実施者
! ABO血液型検査について（オモテ・ウラ方法、委託）
! 表裏不一致の精査（自施設・委託）
! Ｒｈ血液型（自施設・委託）
! 不規則抗体検査について（検査法・間接抗ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ法の
種類、委託）

! 抗体同定（自施設・委託）
! 交差適合試験（検査法・間接抗ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ法の種類、委託）
! 交差試験陽性時対応・適合血対応
! 輸血管理システムと自動輸血検査機器の使用

アンケートのまとめ

! 「血液センター集約化に関するアンケート」を県内８８施
設に対して行い４３施設（48.9％）の輸血管理状況が把
握できた。

! 赤血球製剤を購入していたのは38施設で、秋田県の総
赤血球製剤購入量の約81～94％と推定される。

! 12施設では抗体ＳＣを実施せず、交差試験のみで輸血
が行われていた。

! 今回のアンケートは血液センター検査集約化の影響を調
査するものであったが、「輸血療法の実施に関する指針」
を守らずに輸血を実施する施設の存在が明らかになった。

! 最優先の課題として「輸血療法の実施に関する指針」を
再度周知徹底することが必要である。

第2回　輸血・移植検査部門研修会

!  日　時　：　平成19年8月11日（土）　9：30～15：30 
会　場　：　秋田大学医学部総合研究棟　総第２講義室
　　　〒010-8543　秋田市本道1丁目1の1 

テーマ　：　「自施設で行う不規則抗体スクリーニング・同定検査（基本）」  

「冷式抗体が共存する複合抗体の同定法①吸収②解離同定 」
　 　　（講義及び実習）　 　 

　　　　　　　　　　　二部　琴美　技師　　（認定輸血検査技師：秋田県赤十字血液センター） 

　「血液センター検査集約化に関するアンケートについて」
　　　（報告及び質疑応答）
　　　　　　　　 能登谷　武　技師　　（認定輸血検査技師：秋田大学医学部付属病院輸血部）

血液センター

　　①輸血検査に関する問い合わせ対応
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血液センター

不規則抗体検査関連問い合わせ内訳
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血液センター

　　②精査依頼検査への対応
! 輸血を前提とした患者であること。
! 赤血球関連検査
　　医療機関で検査を実施し、判定困難など

　　の問題が生じた場合

! HLA・血小板関連検査
　　血小板不応答の患者で、HLA適合血小板

　　の使用により輸血効果を得ることを目的と

　　する場合

血液センター

　　　　　　　　依頼検査状況
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※医療機関で同定可能と考えられる事例…３件
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血液センター主催実技研修会開催

開催日 内容
参加者
（参加施設） 備考

平成20年

1月20日

・ABO、Rh(D)血液型検査
・不規則抗体同定
・交差試験　
・講演

30名

（24施設）

抗E

医療機関の協力（10
名）

平成20年

2月17日

・不規則抗体同定
　　　　　　　（複数抗体）
・講演

24名

（20施設）

抗E、抗S
PEG吸着
宮城センターの協力
医療機関の協力（8名）

平成21年

10月18日

・ABO、Rh(D)血液型検査
・不規則抗体同定
・交差試験　
・講演　　
・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

43名

（27施設）
初級、中級・上級



　血液センター主催実技研修会

参加者 
　　個人病院の技師　 
　　看護師 
　（技師会研修会には参　 
　加できない事情の　 
　方々も参加） 

参加費 
　　無料 

検査課集約化　まとめ

! 血液センター検査課集約開始前に、センターと技師会共
催の研修会(実習)を行い説明と対応に努めた。

! センターへの精査依頼検査件数は大きな変化はないが
減少傾向にあり、依頼内容も医療機関で同定が困難と
思われる抗体が殆どであった。

! 血液センター主催の技術研修会を行い、平成19年度以降
3回開催している。

! 集約後の現状として、大きな混乱は無い様に思われるが
、秋田血液センター在籍技師による検査依頼時のアドバ
イスは大きな頼りになっている。

検査課集約化　課題

! 秋田血液センター在籍技師による検査問い合わせ（依頼
）時のアドバイスが大きな力になっているが、今後の計
画により技師不在となる可能性もある。混乱を招く恐れ
があり在籍技師の確保を強く望む。 

! 県北・中央・県南・由利地区の基幹病院が、地区一般病院
の相談窓口となったり、場合によっては検査依頼を受ける
等のバックアップ体制がとれないものか検討が必要。 

! 血液ｾﾝﾀー独自の技術研修会を技師会バックアップのも
とに継続していくことが大事。

血液製剤集約化後の医師意見より

! すでに集約化を行った地域の医師からの血液
製剤に対する苦情血液センター集約化に対する医療機関の意識と現況調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集計担当者　旭川医科大学病院臨床検査・輸血部紀野修一 
! 緊急配送依頼なのに時間がかかる 
! 配送依頼希望時間に対して延長を言われる 
! ＲＣＣ・ＰＣともに期限が短いものが供給される 
! 血小板濃厚液の供給が遅い（特に緊急時） 
! 抗原陰性血液の供給が遅い 
! 納品遅延により技師との連絡対応が増え、負担増加 
　　　　　　　これらを解消することが課題 
　　　　　センターの努力と臨床の努力で解決へ

血液ｾﾝﾀーの課題として
1.　緊急時の対応
! 在庫切れでの補充がスムーズにいくか。血小板製剤等
２.　二次製剤の対応
! 有効期限の短い製剤について、発注からどれくらいで届
けられるのか。

３．技術協力への対応
! 自己血分離、冷凍自己血、洗浄血小板等の対応がどう
なるのか。製造センターで引き続き継続できるのか。

４．技術関連情報の減少
! 製造部門がないことで、技術系の情報が県内への発信
がこれまで通りにできるか。検査技師が他部門への配属
により、問い合わせ窓口対応ができるか。

製剤部門集約化　まとめ

! 緊急時の在庫不足への対策をとって頂きたい。 
! 二次製剤の供給体制について、さらなる情報提
供をして欲しい。 

! 技術協力への対応がいままで通りに可能な体制
の構築をお願いする。 

! 人を残すことの意義は大きい。 
! 特に、秋田の場合は、臨床との連携のなかで、
製剤、検査がその連携を円滑に太くしてきたとい
う自負があります。その輸血に対する思いを消し
てしまわないような体制が必要。 



課題対策のひとつ（技術的・法的）

1）血液製剤有効期限延長 
! かつてより研究されてきている。 
! 献血者絶対数の減少やパンデミックによる献血者数減少
に対応するためにも研究が急がれるのでは。 

　　病原体低減化（不活化） 
　　　血小板製剤の有効期間が現行の4日間を2日程度延
長できる。　 

　　　　　　平成２１年７月２８日、「平成２１年度第２回薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会運営委員会」 

　　献血量の拡大　　：　　16歳200ml　→　17歳400ml 

2）人工血液 



Ｉ＆Ａ視察スケジュール（S総合病院） 
 
日 時  平成２２年２月３日（水）   9時半から 16時半まで 
 
視察員   秋田県赤十字血液センター  面川  進（班長） 
      中通総合病院臨床検査課         山内 史朗 
  山本組合総合病院臨床検査科 村岡 利生 
  市立秋田総合病院臨床検査科 松橋 博之 
  由利組合総合病院臨床検査科 佐藤 和美 
  雄勝中央病院（看護部）  樋渡 佳代子 
  秋田県赤十字血液センター技術課 寺田  亨（事務局） 
           秋田県健康福祉部医務薬事課    藤村 高広（事務局） 
 
９：３０ S総合病院ロビー集合 
 
１０：００ 医務薬事課より挨拶（I&A視察の目的等） 
 
１０：１０～１２：００ 書類等のチェック 
   ・院内輸血マニュアル 

・輸血管理台帳 
・輸血副作用記録 
・輸血療法委員会の開催状況の記録 
・輸血の関係する診療録（３部くらい） 
・ヒヤリハットの事例報告書などの関係書類 

 
１２：００～１３：００ 昼食休憩 
 
１３：００～１５：００ 院内視察 

 ・病棟［内科系（できれば血液疾患）・外科系］ 
 ・手術室 
 ・輸血管理部門 
 ・検査室 など 

 
１５：００～１５：３０ 査察員による打ち合わせ 
 
１５：３０～１６：００ 病院担当者への視察結果報告・意見交換 
 
当日、書類チェックや意見交換のための会場を準備くださるようお願いします。 
また、患者様用の駐車場をお借りさせて下さい。 



	 

秋田県合同輸血療法委員会  
 

インスペクション	 一次視察報告書  
 

	 

	 

視察責任者	 ：	 面川	 進	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 視	 察	 員	 ：	 山内	 史朗、村岡	 利生	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 松橋	 博之、樋渡佳代子	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 佐藤	 和美、寺田	 亨	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 藤村	 高広	 
	 

視察施設：	 秋田県 S総合病院	 

	 

視察日時：	 平成 22 年 2 月 3 日	 10：00～16：00	 	 

	 

１．施設概要	 

1．1．診察内容	 
秋田県 A市に位置する病床数 568 床、診療科 17 科の総合病院である。骨髄移植、臓器移植につい

ては行われていない。救急指定（2 次）を受けている地域の基幹病院である。 

	 

1．2．輸血量	 
平成 21 年の血液製剤使用量は、赤血球製剤 3,184 単位、血漿製剤 288.5 単位、血小板製剤 2,535

単位であった。血漿分画製剤はアルブミン 346本、グロブリン 615本、凝固因子製剤11本の使用量であ

る。血液製剤の廃棄率は、赤血球製剤 1.35%、血漿製剤 18.6%、血小板製剤 0%であった。自己血も実

施されており、貯血式自己血輸血件数 94 件であった。 

	 

1．3．輸血部門	 
輸血部門としては、専任の臨床検査技師 2 名と技師長が担当している。専任の医師は配置されてい

ない。輸血療法委員会委員長が実質的な責任医師である。輸血部門には、認定輸血検査技師が 2 名

いる。 

日当直は臨床検査技師26名全員がローテーションで対応している。専任でない臨床検査技師には、

定期的にトレーニングが行われており、専任の臨床検査技師によるバックアップ体制も取られている。 

輸血部門は、血液製剤の入出庫、血液センターへの発注、自己血の保管管理などを行っている。血

漿分画製剤は、資材課の管理となっている。輸血申込書は、伝票による手書き運用で行っている。 

	 

	 

	 



２．チェックリスト項目別	 

項目	 状況	 改善案	 

A.基本理念	 

A1.基本理念	 	 	 

B	 輸血管理体制と役割	 

B1	 輸血管理体制	 

	 

輸血療法委員会が設置されている。輸血療法委

員会は麻酔科医師を委員長として 11 名の委員

(医師3名、薬剤師１名、臨床検査技師2名、看護

師 3 名、事務員 2 名(資材課、医事課))で構成さ

れ年 6 回開催されていた。 

重要事項を満たしている。	 

日常的に輸血を行う診療科

医師を増やすことが望まし

い。	 

B2	 輸血療法委員会	 

	 

	 

	 

議事録は作成、保管しているが、病院管理会議

等に報告されていない。 

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」として配布

されていたが、平成 21 年は 1 回のみであった。	 

重要事項を満たしていない。	 

輸血療法委員会議事録の院

内周知体制が不十分である。

決定事項は病院管理会議、医

局会、看護師長会、検査科内

に周知徹底すべきである。	 

B3.輸血部門	 

	 

輸血責任医師は輸血療法委員長である麻酔科

医が担当しているが、組織上明文化されてはい

ない。 

血漿分画製剤は、資材課の管理となっており、

薬局を通して輸血部門に報告が行われていた。 

日当直は臨床検査技師 26 名全員がローテーシ

ョンで対応している。専任でない臨床検査技師

には、定期的にトレーニングが行われており、専

任の臨床検査技師によるバックアップ体制も取ら

れていた。 

	 

重要事項を満たしている。	 

血漿分画製剤（特にアルブミン

製剤）は、輸血部門で管理す

ることが望ましい。 

	 

B3.4担当技師の配置	 

	 

輸血部門担当者は専任 2 名と技師長が兼務し

ている。内 2 名は認定輸血検査技師である。 

重要事項を満たしている。	 

	 

B4院内監査、記録の

保管	 	 

	 

	 

院内監査は行われていない。	 重要事項を満たしていない。 
輸血部門や診療部門におい

て適正な実施状況であるか定

期的に管理記録や診療録へ

の記載を基に評価し、輸血療

法委員会に報告・討議し、適

正輸血の実現に努めること。	 

B5	 同意書、インフォ

ームドコンセント

(IC)	 	 

輸血の説明と同意は文書が整備され、適切に行

われていた。同意書は輸血部門での確認も取れ

ていた。	 

重要事項を満たしている。	 

	 

C輸血用血液の搬入	 

C1	 血液センタ‐か

らの搬入	 

	 

血液センターへの輸血用血液の発注および搬

入、照合は全て輸血部門で行っていた。 

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。	 

重要事項を満たしている。	 

	 



D輸血用血液の保管管理	 

D1	 保管条件	 

	 

	 

輸血用血液、自己血に分けられ、専用保冷庫で

保管されていた。 

手術室での血液保管は輸血部門において適切

に管理されていた。 

輸血部門、手術室とも保冷庫は自家発電と接続

している。 

重要事項を満たしている。	 

	 

D2	 日常および定期

点検	 

	 

保冷庫の日常点検は、保冷庫の温度と庫内温度

が確認されている。記録は保冷庫の表示温度の

みであった。 

（温度）異常時対応手順書は整備されていた。 

重要事項を満たしている。	 

保冷庫の表示温度と庫内実測

温度の両方を記録すること。 

異常時対応手順書は機器周

辺の見やすい場所に配備する

ことが望ましい。	 

E輸血用血液の在庫・返品管理	 

E1	 製剤管理	 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。 

重要事項を満たしている。	 

	 

E2	 返品等の取り扱

い	 

	 

手術室での未使用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。 

血液製剤の年間廃棄率は平成 21 年で MAP 

1.35%、FFP 18.6%、PC 0%であった。 

重要事項を満たしている。	 

FFPに関して、在庫定数の見

直し等、廃棄率を削減する取り

組みを望む。	 

E3 記録類の保管 
 

返品記録を含め記録類の保管は適切に行われ

ていた。 

重要事項を満たしている。	 

 

Ｆ	 輸血用血液の受け払い管理	 	 	 	 	 	 

Ｆ1	 輸血用血液の発

注	 

	 

	 

輸血製剤申込兼輸血検査申込書（7 枚複写）に

必要事項を診療科で手書き記載し、病棟→検査

科→医事科に流れている。 

輸血申込書は、医師が手書きで行っていた。 

患者検体の採血担当者が特定できるシステムと

なっていない。 

輸血部門では、申し込み内容を輸血システム（Ｂ

ＴＤ）に入力し業務を行っていた。 

重要事項を満たしている。	 

輸血検査申込書について、7

枚複写となっていること、手書

き部分が多く記入ミスの要因と

なること、輸血副作用歴など記

載事項も不備なことから申込

書の再検討を望む。 

患者検体採血担当者を特定

できるシステムの構築が望まし

い。 

	 

Ｆ2	 輸血用血液の払

い出し	 

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（搬出者）と看護

師（受領者）で必要な照合事項を双方で交互に

復唱・確認しサインをしている。 

搬送には保冷バックを活用している。 

搬出記録簿は無いが、依頼伝票の余白欄を活用

し運用していた。 

重要事項を満たしている。	 

手術室への製剤搬送は合理

化や医療安全の観点から、輸

血部門より直接行うことが望ま

しい。	 



手術室への製剤搬出は輸血部門より病棟を介し

て行っている。	 

F３  搬出後の血液
の取り扱い 
 
 

手術室では専用保冷庫があり管理は輸血部門で

行っている。 

病棟への出庫は当日使用分のみに限定し、病棟

での製剤保管は行っていない。 

重要事項を満たしている。	 

 

Ｇ	 輸血検査	 	 	 	 	 	 

Ｇ1	 検査室の整備	 

	 

	 

緊急体制のスペースとして十分とはいえないもの

の、時間外輸血業務と通常業務が同一場所で 24

時間行われ、整理整頓されている。必要な試薬・

機材も設備されていた。 

重要事項を満たしている。	 

	 

G1.3	 検査用試薬の

精度管理	 

文書化された手順書に従い、市販の精度管理試

薬を用い自動輸血検査機器の精度管理がされて

いる。 

自家製試薬は使用していない。 

精度管理記録も適切に保管されている。	 

重要事項を満たしている。	 

	 

G1.4	 機器の保守管

理	 

検査機器は定期点検が行われている。	 重要事項を満たしている。	 

	 

Ｇ2	 血液型検査、不

規則抗体スクリ‐ニ

ング	 	 G2.1	 ABO

血液型検査	 

ＡＢＯ血液型マニュアルは整備されている。 

検査は自動分析機器を用いて行ない、時間外に

用手法で行う場合やベビーの検査結果は二重チ

ェックを行い、台帳に記入し結果を記録している。

同一患者の二重チェックは入院時に１回、輸血前

に１回行われていた。検査結果は報告書で行わ

れていた。 

重要事項を満たしている。	 

	 

G2.2	 Rho（D）抗原

検査	 

Ｒｈ血液型検査マニュアルは整備されている。 

検査は自動分析機器を用いて行ない、時間外に

用手法で行う場合やベビーの検査結果は二重チ

ェックを行い、台帳に記入し結果を記録している。 

同一患者の二重チェックは入院時に１回、輸血前

に１回行われていた。検査結果は報告書で行わ

れていた。	 

重要事項を満たしている。	 

	 

G2.3	 不規則抗体ス

クリ‐ニング検査	 

不規則抗体検査マニュアルは整備されている。 

臨床的意義のある抗体検出に際し、患者にその

旨を記載したカードの携行は行っていない。 

重要事項を満たしている。	 

臨床的意義のある不規則抗体

保有患者には、その旨を記載

したカードの携行が望ましい。	 

Ｇ3	 適合検査	 

	 

	 

交差適合試験は院内で実施され、実施手順書も

見やすい場所に整理されている。 

日常勤務帯の交差適合試験は試験管法で行い

主・副試験両方を行っている。 

夜間時間外はＡＶを使用し主試験のみ行ってい

る。副試験の省略のため輸血用血液製剤につい

て血液型検査を行っている。 

重要事項を満たしている。	 

交差試験の位置付けを見直

し、交差副試験の省略を検討

すること。	 

	 



G3.2	 緊急時検査	 緊急時の交差適合試験手順書は整備されてい

る。 

重要事項を満たしている。	 

	 

Ｇ4	 手術時の血液準

備量	 

Ｔ＆Ｓを導入している。 

ＭＳＢＯＳは設定されているが，ＳＢＯＥは行われ

ていない。 

 

重要事項を満たしている。	 

	 

Ｇ5.夜間、休日の対	 

応と輸血検査の管理	 

	 

	 

夜間・休日の輸血業務に関する手順書が整備さ

れている。 

輸血検査担当者以外の時間外検査技師に対す

るトレーニングが行われ記録も保存されている。 

時間外検査技師の対応困難な場合の輸血検査

担当技師のバックアップ体制も整っている。	 

重要事項を満たしている。	 

	 

G6.コンピュータ‐

クロスマッチ	 	 

コンピュータクロスは行われていない。 

	 
	 

Ｈ	 輸血実施	 

Ｈ1	 輸血用血液使用

基準	 

H17血液製剤使用指針が院内に配布され、また、

輸血療法マニュアルにも指針に準拠した院内

指針が記載され適正使用に努めている。	 

	 

重要事項を満たしている。	 

	 

Ｈ2	 輸血前の管理	 

	 

	 

	 

「輸血実施記録および輸血副作用報告書」を、看

護師二人で確認照合している。照合作業エリアに

は血液センター発行のポスターが掲示されてい

た。しかし、一部の科では掲示されていなかった。 

実施看護師は医療安全対策での手順からエプロ

ン装着し、輸血業務中であることを意思表示して

いた。 

ベッドサイドには看護師二人で出向き、照合作業

を実施していた。 

手術用準備血液は、当該診療科に搬出後、患者

と共に手術室看護師に引き渡しとなっていた。術

中追加依頼についても当該病棟を経由し行われ

ていた。	 

重要事項を満たしている。	 

照合エリア内への外観見本と

なるポスター等は統一したもの

を掲示することが望まれる。 

手術用準備血液の出庫・受領

について、検査科から依頼病

棟受領者が直接手術室へ運

ぶルートが合理的と考える。	 

H3	 輸血中の管理	 

	 

「輸血実施記録および輸血副作用報告書」には、

輸血開始、5分後、15分後、終了時の各時刻、バ

イタル、副作用の有無記入欄が網羅され活用さ

れていた。 

輸血経過は看護記録にも重複記録されていた。 

重要事項を満たしている。	 

「輸血実施記録および輸血副

作用報告書」への記録に加

え、看護記録にも一部重複記

録されていたことから記録の統

一など簡素化が望ましい。 

 

H4	 輸血終了後の管

理	 

「輸血実施記録および輸血副作用報告書」を活

用し記録されていた。副作用記録としても活用し

ていた。 

終了したバックは、輸血セットを外し専用キャップ

に差し替え返納していた。 

重要事項を満たしている。	 

返却バックの輸血セットは

外さずに、ルート先端を付属

キャップ等で詰めたのち返

却することを推奨する。（輸

血血液残量確保及び感染防

止の観点から）	 

	 



I	 副作用の管理・対策	 

I1副作用の管理・対

策	 

	 

	 

輸血副作用対応手順書が文書化され整備されて

いる。 

対応手順書には輸血副作用の種類、対応手順、

必要検査項目等が網羅され、各部署に配備され

ている。 

重要事項を満たしている。	 

	 

I2	 副作用モニタ‐	 

	 

厚労省血液製剤遡及調査に準拠した感染症検

査項目が実施されていた。	 

輸血前後検体保管は適切に行われていた。	 

HIV検査の同意は、輸血の説明と同意文書に含

まれていた。	 

重要事項を満たしている。	 

	 

I3	 輸血前後の感染

症検査	 

輸血前・後感染症検査は粗 100%の実施率であ

る。 

 

重要事項を満たしている。	 

	 

I4	 副作用予防対策	 医療安全委員会との連絡も密であり、輸血過誤
（インシデント含む）事例も共有している。 

重要事項を満たしている。	 

	 

I5	 副作用遡及調査

への対応	 

輸血後検体保管、輸血後バック回収率は粗100%

で、輸血実施記録用紙も同時回収する事で輸血

副作用全例調査にもなっている。	 

重要事項を満たしている。	 

	 

I6	 副作用報告義務

と救済制度	 

輸血過誤における救済制度について、患者に説

明している。	 

重要事項を満たしている。	 

	 

J	 自己血輸血	 

J1	 理念・目的	 

	 

	 

自己血輸血マニュアルが整備されていた。	 

自己血輸血に伴う説明と同意は文書に基づき

行われ、輸血部門で確認できている。	 

重要事項を満たしている。	 

	 

J2	 採血前準備	 採血計画書が整備されていない。採血の申し込

みは当該科から口頭もしくはメモ書きで輸血部門

に連絡が入っていた。 

重要事項を満たしていない。 
採血計画書の作成と記録を

残すこと。	 

J3	 採血	 

	 

採血は各科外来の一角で実施されている。 

患者は自己血のラベルに自署している。 

消毒は規定の方法で実施されている。 

ローラーペンチが使用されていない（以前溶血が

確認された事例があった為に現在未使用）。 

チューブシーラーが使われない場合がある（クラ

ンプしただけの採血バックが輸血部門に届き、そ

れからシーラーをすることがある）。 

重要事項を満たしていない。	 

採血直後、セグメントをロー

ラーペンチで扱くことが望

ましい。	 

	 

J4	 保管管理	 

	 

	 

自己血専用保冷庫にて、同種血同様の保管管理

が行われていた。	 

専用保冷庫は自記温度記録計付きで自家発電

源に接続していた。	 

感染症マーカー陽性患者自己血を他の自己血

患者と同様の保冷庫に保管している。	 

感染症陽性患者の自己血には判別可能なマー

クが施されている。	 

重要事項を満たしている。	 

	 



J5	 実施	 

	 

	 

適合検査は入庫時の血液型にて確認している。	 

実施に際し自己血輸血照合は同種血輸血と同

様に行われている。	 

重要事項を満たしている。	 

	 

J6	 採血室	 

	 

	 

自己血専用採血室は完備されていない。	 

泌尿器科（麻酔科）、整形外科、婦人科各科外

来にて自己血採血が行われている。	 

採血部署に自己血マニュアルが常備されていな

い。 

重要事項を満たしていない。 
外来採血部署に自己血マニ

ュアルの常備を望む。	 

J7	 自己成分採血	 

	 

実施していない。	 	 

K	 院内同種血採血	 	 	 	 実施していないため以下空白。	 

K1	 院内血の管理	 

	 

	 

	 

	 	 

K2	 受血者および供

血者の安全確保	 

	 

	 

	 

	 	 

K3	 採血	 

	 

	 

	 

	 

	 

K4	 採血手順および

製剤保管	 

	 

	 

	 

	 	 

K5	 成分採血	 	 

	 

	 

	 

	 



３． 改善事項の要約 
（１）認証基準、重要事項を満たしていないため、改善すべき事項 
① 輸血療法委員会議事録の院内に周知徹底すること。 
② 院内での輸血医療が適正に行われているか監査を行ない輸血療法委員会として検証すること。 
 

（２）重要事項を満たしていないため、改善が必要な事項	 

① 自己血採血計画書の作成と記録を残すこと。	 
② 自己血採血直後、セグメントをローラーペンチで扱くこと。	 
③ 外来採血部署に自己血マニュアルを常備すること。	 
	 

（３）改善が望まれる事項	 
① 血漿分画製剤（特にアルブミン製剤）は、輸血部門で管理することが望ましい。 
② 保冷庫の表示温度と庫内実測温度の両方を記録することが望ましい。 
③ 異常時対応手順書は機器周辺の見やすい場所に配備することが望ましい。	 
④ FFPに関し、在庫定数の見直し等廃棄率を削減する取り組みを望む。	 
⑤ 輸血申込書について再検討を望む。	 
⑥ 患者検体採血担当者を特定できるシステムの構築が望ましい。	 
⑦ 手術室への製剤搬送は医療安全の観点から、輸血部門より直接行うことが望ましい。	 
⑧ 臨床的意義のある不規則抗体保有患者には、その旨を記載したカードの携行が望ましい。	 
⑨ 交差副試験の省略について検討を望む。	 
⑩ 照合エリア内への外観見本となるポスター等は統一したものを掲示することが望まれる。	 
⑪ 「輸血実施記録および輸血副作用報告書」への記録に加え、看護記録にも一部重複記録されていた
ことから記録の統一など簡素化が望ましい。	 

⑫ 輸血バック返却の際、輸血セットは外さずルート先端を付属キャップ等で詰めたのち返却する
ことを推奨する。	 
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平成 21 年度血液製剤使用適正化方策調査研究を実施したいので次のとおり研究計画書を提出する。 

 

１. 研究課題名： 合同輸血療法委員会によるアルブミン製剤の適正使用推進 

   ̶ 外部評価（I&A）を活用して- 

 

２. 経理事務担当者の氏名及び連絡先（所属機関、TEL・FAX・E-mail）： 

阿部 真 秋田県赤十字血液センター、Tel:018-865-6845、Fax:018-865-5549、

ph00058@akita.bc.jrc.or.jp 

 

３. 合同輸血療法委員会組織（現時点では参加予定でも可） 

①研究者名 ②分担する研究項目 ③所属機関及び現在の専門 

（研究実施場所） 
④所属機関 

おける職名 
面川  進 

（研究代表者） 
研究の総括 秋田県赤十字血液センター：輸血学

（輸血認定医）（秋田県内医療機関） 
所長 

 
阿部  真 

（事務担当者） 
合同療法委員会の企画・開催 

施設間情報伝達の確立 
秋田県赤十字血液センター：血液事

業・輸血学（薬剤師）（秋田県赤十字

血液センター、秋田県内医療機関） 

技術課長 

坂本 哲也 

 
合同療法委員会の企画・開催 

適正使用状況調査 
秋田組合総合病院：脳神経外科学・

病院管理学（秋田組合総合病院） 
名誉病院長 

新津 秀孝 

 
外部評価（I&A）の実施 

適正使用状況調査 
市立秋田総合病院：血液内科・輸血

学（医師・輸血療法委員会委員長）（市

立秋田総合病院） 

臨床検査課長 

西成 民夫 外部評価（I&A）の実施 

適正使用状況調査 
由利組合総合病院：血液内科・輸血

学（医師・輸血療法委員会委員長）（由

利組合総合病院） 

診療部長 

藤島 直仁 合同療法委員会の企画・開催 

適正使用状況調査 
秋田大学医学部附属病院：輸血学（医

師・輸血療法委員会副委員長）（秋田

大学附属病院） 

輸血部副部長 

村岡 利生 

 
外部評価（I&A）の実施 

 
山本組合総合病院：臨床検査・輸血

学（認定輸血検査技師）（山本組合総

合病院、秋田県内医療機関） 

主任 

林崎 久美子 適正使用状況調査 仙北組合総合病院：臨床検査・輸血

学（認定輸血検査技師）（仙北組合総

合病院、秋田県内医療機関） 

 

藤村 高広 

 
適正使用状況調査 

データ集計、解析 

施設間情報伝達の確立 

秋田県健康福祉部医務薬事課：医療

行政（薬剤師）（秋田県庁、秋田県内

医療機関） 

副主幹 

 

 



４. 研究の概要 

研究の背景と目的： 
 秋田県では、1998年から秋田県医務薬事課、主要医療機関、血液センターが共同で年１回、合

同輸血療法委員会を開催してきている。血液使用状況調査、それら情報の共有、個々の医療機関

の療法委員会の活動報告など年毎に主題を決めた全体討論を既に行ってきており、血漿使用量削

減など一定の適正使用効果が得られてきている。 

 また、安全で適正な輸血療法の実践のためには各施設の輸血療法委員会などによる体制強化に

加え、外部評価であるInspection&Accreditation(I&A)プログラムを活用することも重要である。

I&Aは、医療機関の輸血部門や輸血療法委員会が、適正に輸血療法が行われるように管理運営され

ているかを、主に輸血検査方法や輸血用血液の保管管理および使用法の問題点を視察・点検し改

善すべき事項と改善方法を提示することである。これらに加え、各医療機関の輸血管理部門の適

正使用推進における役割や、輸血療法委員会による症例検討を含めた血液適正使用状況の検証を

I&Aを用い行うことで、安全で適正な輸血療法をより推進することができる。 

 秋田県では、合同輸血療法委員会が主体となり、2002年、2003年にモデル的に県内のいくつか

の数医療機関にI&Aを、特に「安全な輸血」の観点から既に実施し、改善点を提示することで院内

体制の改善効果が得られている。また、使用適正化方策調査研究事業の一環として、平成18年度

（2006年）及び平成20年度(2008年)には、地方の中核病院それぞれ３施設及び1施設に対してI&A

視察を実施している。その結果、院内輸血管理体制の改善及び個々の施設の適正使用の推進がな

され、それらの方策は合同輸血療法委員会参加の各施設で共有することができた。 

 本研究では、合同輸血療法委員会で集計されたアルブミン製剤を含む血液使用状況を把握した

上で県内主要医療機関の外部評価(I&A)を実施し、対象施設の輸血管理部門及び輸血療法委員会の

適正使用推進における役割を検証し、それらの問題点や改善策を対象施設のみならず合同輸血療

法委員会で各施設に提示する。すなわち、合同輸血療法委員会による外部評価を活用することで、

各施設の輸血管理部門及び輸血療法委員会の活性化を図り、それによりアルブミン製剤の使用適

正化方策を確立することを目的とする。 

 

 

研究の方法： 
 1998から実施している詳細な使用状況調査（アルブミン、自己血輸血を含む）に加え、各医療

機関の輸血療法委員会の活動状況（症例検討の有無も含む）の詳細も調査する。I&Aは、日本輸血・

細胞治療学会で作成した「I&Aチェックリスト」を利用し、いくつかの県内主要医療機関に自己点

検を依頼する。合同輸血療法委員会構成員（輸血認定医、認定輸血検査技師など）を視察員とし

て対象医療機関に派遣する。視察に先立ち、対象施設の詳細な血液使用状況及びそれらの推移を

把握しておく。視察は、輸血検査、血液管理・保管、各種マニュアルの点検なども行うが、輸血

管理部門や輸血療法委員会の適正使用への取り組みに重点をおく。輸血療法委員会で症例検討を

行っていればその内容の点検も行う。視察員が把握している使用状況を基に対象施設の適正使用

推進における問題点、改善点などを対象医療機関の視察・点検結果として文書で病院長に報告す

る。対象医療機関は、改善計画書や適正化の具体策を合同療法委員会に文書で回答する。合同輸

血療法委員会では、実施したI&A結果の公表と、対象医療機関からのその後の適正使用進展状況の

報告を行う。 

 対象施設の血液適正使用への取り組み、詳細な血液使用状況の推移、輸血療法委員会における

症例検討の有無などを検証することで、輸血部門や輸血療法委員会活性化のための問題点及び改

善方法などを提示することができる。さらに、合同輸血療法委員会で公表、議論することで、使

用の適正化にむけた輸血療法委員会活性化の問題点を共有し、全体への使用適正化方策の周知を

図る。アルブミン製剤の適正使用に関しては、ALB/RCC比を指標に年次推移を把握することで、適

正使用の監視体制を構築する。 

 

 

研究の特色・独創的な点： 
１）I&Aという外部評価を輸血検査、血液管理のみならず、アルブミン製剤などの血液適正使用の

ための輸血部門、輸血療法委員会の活性化を目的としたところが特徴である。秋田県合同輸血療

法委員会では既に、いくつかの医療機関を対象に血液管理体制や安全な輸血実施の観点からI&A

を実施してきているため、I&A希望施設の選択など研究着手や遂行など困難ではないと思われる。 

２）秋田県合同輸血療法委員会で行ってきた、アルブミン製剤を含む詳細な血液使用状況調査実



績があるため、各施設のALB/RCC比を把握しており、外部評価(I&A)を行う対象医療機関の血液適

正使用状況の把握が容易である。 

３）合同輸血療法委員会の構成員である血液センターは、既に、県内各施設の輸血療法委員会に

定期的に参加・出席しているので、適正輸血推進のための情報提供を行うことができる。 

４）地域での輸血講演会を実施することで、医師、看護師の参加を促し、種々の情報の周知が可

能である。 

 



５. 代表者又は応募する地域で血液製剤適正使用に関連して取り組んできた状況 
 秋田県では、1998 年から医療機関、血液事業者、行政の三者による「秋田県合同輸血療法委員

会」を組織し、血液製剤の使用適正化を強力に推進してきた。毎年の輸血療法委員会設置状況、

輸血部門一元化状況、輸血管理体制や血液製剤使用状況調査報告に加え、毎年 5~6施設より各テ

ーマに沿った事例発表があり、他施設の取り組みの参考としてきている。 

 当初は、各医療機関における輸血療法委員会の設置推進、輸血部門一元化の推進を合同会議の

目的とし、輸血療法委員会は 100 床以上の施設で 89%、200 床以上の施設では全施設で設置される

ようになり、輸血部門一元化施設も増加するという効果があった。また、合同会議の使用状況調

査で、県内医療機関における輸血用血液製剤の使用実態及び、自己血採血実施状況の正確な把握

が可能となり、これらの使用状況を合同会議で報告することで、同規模施設間での使用量の比較、

それによる自施設の現状把握を行い、適正使用を推進してきた。2006 年からはアルブミンの使用

状況も調査している。尚、使用状況調査は各医療機関の使用及び廃棄単位数に加え、疾患別実輸

血患者数、延べ輸血患者数、自己血輸血患者割合など、今後の献血推進や血液事業においても有

益な情報が得られている。集計血液数は全県での使用血液数の約 98%を占め、県全体の詳細な使

用状況調査と言うことができ、まとまりとしては他に類を見ない。 

 医療事故防止対策、副作用管理、凍結血漿使用適正化、輸血検査の実施体制、輸血療法委員会

の使用適正化における活動内容などの毎年のテーマに沿った事例発表では、発表施設自体での問

題点の把握、改善がなされるのに加え、合同輸血療法委員会参加施設においても適正化への取り

組みなどの大きな参考になった。つまり、会議への単なる出席や受動的な情報受信のみでなく、

事例発表など積極的、能動的な合同会議への参加が行われてきたのが、秋田県における合同輸血

療法委員会の特徴であり、その使用適正化への役割は大きかったと考える。I&A を活用した取り

組みも、2002 年のテーマとして行っており、対象医療機関の安全な輸血療法の検証と参加各施設

の自己点検、外部評価の重要性の理解に貢献したと思われる。 

 2006 年には、地方の中核病院である３施設に対して、I&A 視察を実施し、2007 年の合同委員会

で改善状況の報告を行った。これにより、院内輸血管理体制の改善と輸血の安全性に対する意識

が向上した施設があり、安全で適正な輸血を実施する上での問題点と改善策を全体で討議するこ

とで、会議参加の施設で I&A の役割・効果を理解し共有することができた。2008 年の合同輸血療

法委員会では、血液事業の視点からこれまでの適正使用への取り組みを総括した。また、年 1 回

の合同輸血療法委員会に加え県北、県南地区での輸血講演会を企画し、自己血輸血の推進、血液

製剤の適正使用に関する講演会を実施した。 

 今年度の研究では、各施設のアルブミン製剤を含めた血液製剤使用適正化状況を検討すること

と、I&A を活用した輸血療法委員会などの活性化を図ること、地域に根ざした講演会を企画する

ことで、秋田県内各施設の適正輸血をさらに推進することを目的としている。 

  

 

 以下に、これまでの各年の全体討論項目、参加施設数などの秋田県合同輸血療法委員会活動状

況と、本合同会議に関して公表された論文、学会発表等を下記に示す。 

 

＊秋田県輸血療法委員会合同会議 

開催年（回数）施設（参加者数）全体討論、特別講演等（講師） 

------------------------------------------------------------- 

1998 年（第１回）30 施設（約 80 名） 

 全体討論：院内輸血管理体制 

 特別講演：「輸血療法一元化と輸血療法委員会の役割」（稲葉頌一） 

1999 年（第２回）32 施設（約 100 名） 

 全体討論：各病院の血液製剤使用状況 

 特別講演：「血液製剤使用指針」（田村 眞・山本 哲） 

2000 年（第３回）37 施設（約 100 名） 

 全体討論：輸血療法委員会の役割 

 特別講演：「輸血過誤防止に向けて 

    －リスクマネージメント輸血過誤防止のために何を行うか－」（比留間潔） 

2001 年（第４回）36 施設（102 名） 

 全体討論：血液製剤の使用指針・輸血療法に関する指針の取り組み 

 特別講演：「輸血療法と EBM」（半田 誠） 

2002 年（第５回）30 施設（87 名） 



 全体討論：I&A を活用した血液製剤適正使用基準について 

 特別講演：「福岡県における輸血の I&A と輸血療法の適正化」（佐川公矯） 

2003 年（第６回）37 施設（87 名） 

 全体討論：輸血副作用の管理 

 特別講演：「輸血のリスク管理としての副作用」（松崎道男）  

2004 年（第７回）35 施設（84 名） 

 全体討論：血液製剤の適正使用の取り組みについて 

 基調講演：「新鮮凍結血漿の適正使用」（阿部 真） 

2005 年（第８回）37 施設（86 名） 

 全体討論：輸血療法委員会の活動 

 特別講演：「血液行政の方向性 ‐医療関係者の責務‐」（山中 鋼） 

2006 年（第９回）37 施設（80 名） 

 全体討論：医療機関における輸血管理料への取り組みについて 

 特別講演：「新しい診療報酬「輸血管理料」について  
         ‐当院の取り組みと問題点‐」（比留間潔） 

2007 年（第 10 回）35 施設（71 名） 

 全体討論：院内輸血検査体制について 

 特別講演：「秋田県の輸血医療の実態 

         ‒10 年間の合同療法委員会調査結果から‒」（面川 進） 

2008 年（第 11 回）35 施設（65 名） 

 全体討論：アルブミン製剤の適正使用と輸血管理料取得への取り組み 

 特別講演：秋田県の血液事業 血液センターの過去・現在・未来（廣田紘一） 

2009 年 2 月 秋田県合同輸血療法委員会 県北地区輸血講演会 

 特別講演：一般病院における輸血・自己血輸血の管理体制整備と輸血の実際について（北澤淳

一） 

 討論テーマ：看護師による自己血採血の実態 

2009 年 3 月 秋田県合同輸血療法委員会 県南地区輸血講演会 

 特別講演：自己血輸血推進と適正輸血（峯岸正好） 

 討論テーマ：安全な自己血輸血を行うために 

 

------------------------------------------------------------- 

 

＊刊行物 

「秋田県合同輸血療法委員会 10 年のあゆみ」, 秋田県合同輸血療法委員会編, 2008 年 3 月 

 

＊論文発表 

１）面川進,花岡農夫,村岡利生,河辺玲子,阿部真,廣田紘一,柳原清：秋田県輸血療法委員会合同

会議による地域における適正輸血推進ヘの取り組み．日本輸血学会雑誌，48：490-495，2002． 

２）面川進,花岡農夫,村岡利生,河辺玲子,阿部真,廣田紘一,柳原清：秋田県における自己血輸血

の実態 ‒輸血療法委員会合同会議による調査から‒．自己血輸血，16：57-61，2003. 

３）面川進,坂本哲也,村岡利生,金田深樹,阿部真,廣田紘一,高橋訓之：地域における貯血式自己

血輸血の実態 ‒秋田県合同輸血療法委員会による調査から‒.  自己血輸血，20：49-55，2007. 

４）面川進,坂本哲也,村岡利生,金田深樹,阿部真,廣田紘一,高橋訓之：地域における輸血療法の

実態 ‒10 年間の合同輸血療法委員会による調査から‒.  日本輸血・細胞治療学会誌，55：379-385，

2009. 

 

＊学会発表 

１）面川進,花岡農夫,村岡利生,河辺玲子,阿部真,廣田紘一,柳原清：秋田県輸血療法委員会合同

会議による地域における適正輸血推進ヘの取り組み．第 50 回日本輸血学会総会,2002 年 5 月,東

京 

２）面川進,花岡農夫,村岡利生,河辺玲子,阿部真,廣田紘一,柳原清：秋田県における自己血輸血

の実態ー輸血療法委員会合同会議による調査からー.  第 16 回日本自己血輸血学会学術総会，2003

年 3 月，東京 

３）面川進，花岡農夫，山内史朗，村岡利生，河辺玲子，阿部真，廣田紘一，柳原清：秋田県輸

血療法委員会合同会議による I&A の試み.  第 51 回日本輸血学会総会，2003 年 5月，北九州 



４）阿部真，廣田紘一，柳原清，面川進．花岡農夫，山内史朗，村岡利生，河辺玲子：秋田県輸

血療法委員会合同会議による I&A の試み －血液センターの視点から.   第 27 回日本血液事業学

会総会，2003 年 9 月，京都 

５）面川進,坂本哲也,村岡利生,河辺玲子,阿部真,廣田紘一,柳原清：輸血副作用の報告，管理体

制について―秋田県輸血療法委員会合同会議による調査から―.   第52回日本輸血学会総会，2004

年 6 月，札幌 
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秋田県合同輸血療法委員会要綱 	 

第１章 	 総則 	 

（名 	 称） 	 

第１条 	 本会は、「秋田県合同輸血療法委員会」と称する。 	 

（構 	 成） 	 

第２条 	 本会は、次に掲げる者によって構成する。 	 

（１）秋田県内医療機関の輸血療法委員会構成員（輸血責任医師及び輸血業務担当者等） 	 

（２）秋田県赤十字血液センター職員 	 

（３）秋田県及び市町村の血液行政担当者 	 

（４）その他必要と認められる者 	 

（役 	 員） 	 

第３条 	 本会役員として、代表世話人、世話人及び顧問を置く。 	 

２ 	 世話人は、次に掲げる者、若干名とする。 	 

（１）秋田県内主要医療機関の輸血療法委員会委員長、輸血責任医師及び輸血業務担

当者 	 

（２）秋田県赤十字血液センター所長及び担当職員 	 

（３）秋田県健康福祉部医務薬事課長 	 

（４）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、本会運営に必要な助言を得る為、世話人の推薦により定めることができる。	 

第２章 	 目的及び事業 	 

（目 	 的） 	 

第４条 	 本会は、秋田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。

なお、目的達成のための詳細については、実施要領として別途定める。 	 

（事 	 業） 	 

第５条 	 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 	 

	 （１）世話人及び顧問による世話人会の開催 	 

	 （２）秋田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 	 

第３章 	 運営等 	 

（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１回以上開催する。 	 

第８条 	 秋田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、第２条に定める者のほか、意見等を聞くために必要があると認め

られる者を会議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、秋田県健康福祉部医務薬事課及び秋田県赤十字血

液センターに事務局を置く。 	 

（その他） 	 

第１１条 	 本要綱に定めるもの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、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 8 月 30 日から施行する。 	 
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（ 別 紙 １ ） 	 

秋田県合同輸血療法委員会名簿 	 

（世話人）	 

	 氏	 名	 所	 	 属	 備	 	 考	 

１	 面川	 	 進	 秋田県赤十字血液センター	 代表世話人	 

２	 阿部	 	 真	 秋田県赤十字血液センター	 経理事務担当	 

３	 新津	 秀孝	 市立秋田総合病院	 検査部長	 

４	 西成	 民夫	 由利組合総合病院	 診療部長	 

５	 藤島	 尚仁	 秋田大学医学部附属病院	 輸血部副部長	 

６	 村岡	 利生	 山本組合総合病院臨床検査科	 主任	 

７	 林崎久美子	 仙北組合総合病院臨床検査科	 技師	 

８	 高橋	 勝弘	 秋田県健康福祉部医務薬事課	 課長	 

	 

（事務局）	 

	 氏	 名	 所	 	 属	 備	 	 考	 

１	 阿部	 	 真	 秋田県赤十字血液センター	 経理事務担当	 

２	 井畑	 	 博	 秋田県健康福祉部医務薬事課	 副主幹	 

３	 笹嶋	 	 聡	 秋田県健康福祉部医務薬事課	 技師	 

４	 寺田	 	 亨	 秋田県赤十字血液センター	 	 

５	 吉田	 	 斉	 秋田県赤十字血液センター	 	 

	 

2010.11.1 現在 	 


