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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　 
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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
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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。 


