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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. 
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