
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
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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。
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（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。
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