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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。


