
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
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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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