
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本輸血・細胞治療学会 I&A システムを活用した 

医療機関における輸血療法に関する紙面調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本輸血・細胞治療学会 I&A システムを活用した医療機関における輸血療法に

関する紙面調査結果報告 

 

[はじめに] 

 わが国においては、適正な輸血を行うための指針として「血液製剤の使用適

正化基準（1986 年、1994 年、2004 年一部改訂）」「輸血療法の適正化に関するガ

イドライン（1989 年）」、「血液製剤保管管理マニュアル（1994 年）」、「自己血輸

血：採血および保管管理マニュアル（1995 年）」が厚生省（当時）より提示され

た。その後、2005 年 9 月の「血液製剤の使用指針」および「輸血療法の実施に

関する指針」が 2007 年 7 月、同年 11 月、2009 年 2 月に改定され現在に至って

いる。一方、2003 年７月、改正薬事法および「安全な血液製剤の安定供給の確

保等に関する法律（血液法）」の施行による法的な整備が進み、国および日本赤

十字社による安全な輸血用血液製剤の安定的供給のための体制の構築が推進さ

れつつある。しかしながら、血液法において医療機関の責務として謳われてい

る血液製剤の適正使用の推進や各指針に基づいた管理体制の整備等については、

必ずしも十分な検証が行われてこなかった。 

  Inspection & Accreditation (I&A)とは、医療機関において、予め定めら

れた「客観的かつ科学的な基準」に従った輸血管理と適正な輸血療法が行われ

ているか否かを自主的に検証し、次に外部の第三者による Inspection （視察）

を実施し、同機関に対し、Accreditation（認証）するためのシステムである。 

  今回、「個別医療機関における輸血療法の実態の評価と個別的提言」のため

の活動として、日本輸血・細胞治療学会 I&A システムに基づき、血液使用量の

多い上位の９施設に対する紙面調査（自己評価）を実施した。 

 なお、本調査はあくまでも紙面調査であることから、報告書の内容としては、

当該医療機関の実態が十分に把握されていない部分や誤認されている部分を含

む可能性があるので注意する必要がある。 

 

[方法] 

 宮城県内の医療機関で、平成 20 年度血液製剤使用量の多い上位９施設に対し

て、日本輸血・細胞治療学会 I&A チェックリストを送付した。自己チェックさ

れたものを回収し、紙面にて各医療機関における輸血療法の現状を評価すると

ともに、必要に応じて改善案を提示した。参加医療機関は、東北大学病院、仙
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台医療センター、大崎市民病院、石巻赤十字病院、仙台厚生病院、仙台市立病

院、NTT 東日本東北病院、宮城県立がんセンター、東北公済病院の９施設である。 

 

[結果] 

 「改善すべき事項」、「改善する必要がある事項」、「改善が望まれる事項」の

定義を表１に示した。認証基準、重要事項は日本輸血・細胞治療学会 I&A 委員

会において定められた基準である（図１.日本輸血細胞治療学会 I&A を参照）。

各医療機関に対する紙面調査報告書の例を表２（チェックリスト項目別）と表

３（要約）に示した。参加９施設に対し、「改善すべき事項」とされた項目およ

び施設数を表４−表６に示した。管理体制に関する事項で指摘された施設数が多

かったのは、「院内監査の実施」、「輸血部門での同意書の確認」等であった。ま

た血液の保管管理では、「血液専用保冷庫の定期的警報作動確認、温度実測」、

輸血検査では「検査機器の精度管理」、「検査試薬精度管理マニュアルの整備・

実施」が多かった。貯血式自己血輸血の推進を指摘された施設が３施設あった。

「改善する必要がある事項」とされた項目および施設数を表７−表１０に示した。

管理体制としては、「非専任技師の教育訓練の実施およびその記録」、血液製剤

の保管管理、受払では、「血液専用保冷庫等異常発生時迅速対応マニュアルの整

備」、「血液製剤受入時の使用期限の確認、外観検査の実施、血液センター職員

の署名」、輸血実施では、「輸血実施、必要性、効果等の診療録への記載」、「輸

血用血液申込時の入力（記載）事項」、輸血副作用関連では、「輸血前後の感染

症検査実施体制（マニュアル化など）」、「重篤な副作用の報告義務に関する文書

化」、「健康被害救済制度の説明、対応（文書化）」などが多かった。「改善が望

まれる事項」とされた項目および施設数は表１１−表１４に示した。項目として

は、「輸血部門による血漿分画製剤の管理」、「輸血療法委員会への医療安全管理

部門の参加」、「輸血療法委員会への血液センターオブザーバー参加」、「輸血拒

否患者への対応」、「輸血部門の積極的関与による MSBOS,SBOE の導入」、「不規則

抗体保有カードの発行」、「輸血済血液バッグの保管」、「輸血後感染症検査の実

施状況の把握」などが多かった。 

 なお、各医療機関の紙面調査報告書も資料として添付した。 

 

[考察] 

 宮城県合同輸血療法委員会活動開始（平成 19 年 6 月 30 日）後の２年間は、
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各医療機関における輸血療法の管理体制整備と血液製剤適正使用に関する実態

調査が中心であった。その結果、調査票回収率の高さ、施設名の公表を可とす

る施設の増加など、「輸血療法の管理体制整備」や「適正使用」に対する各医療

機関の意識が高いことが明らかとなった。輸血療法の管理体制整備としては、

院内輸血療法委員会の設置、輸血責任医師の任命、輸血専任技師の配置などが

積極的に推進されていることが伺われた。従って、その後の宮城県合同輸血療

法委員会活動のあり方として、個別の医療機関における輸血療法の実態の評価

と、可能であれば個別的な改善案を提言する段階に移行すべきであると認識さ

れた。 

 従来、血液法において医療機関の責務として謳われている血液製剤の適正使

用の推進や各指針に基づいた管理体制の整備等については、必ずしも十分な検

証が行われてこなかったという経緯がある。I&A という制度が、平成 18 年度よ

り日本輸血・細胞治療学会による事業としてスタートしたことは、合同輸血療

法委員会にとっては重要な転機が訪れたことになる。合同輸血療法委員会は、

この I&A システムを活用することにより、個別の医療機関における輸血療法の

実態の評価を活動の中に取り入れることができるようになったのである。宮城

県合同輸血療法委員会としては、できるだけ多くの医療機関を対象にすること

ができるようにということで、平成 21 年度の活動として、血液製剤使用量の多

い施設を対象とした紙面調査を実施した。 

 調査の結果は上記の通りであり、紙面調査であることから、報告書の内容と

しては、当該医療機関の実態が十分に把握されていない部分が含まれる可能性

がある。医療機関側の今後の対応としては、例えば改善案に優先順位をつける

ことにより、高額な予算措置を必要としない課題から取り組むようにすればよ

いのではないかと思われる。また、改善すべき事項として最も多かった院内監

査の実施については、新たに委員会を設置して単独で活動するというよりは、

医療安全院内巡視との合同で活動するということにすれば、比較的実行に移し

やすいのではないかと思われる。この場合にも、事前に各部署に対して、「輸血

療法の院内医療安全巡視事前チェックリスト」による自己評価を実施しておき、

これに基づいて現場毎の問題点を巡視の際に討論するというような手段を用い

ることにより、効率的に活動することが可能になるのではないかと考えられる。 

 改善が望まれる事項ではあるが、４施設において「輸血療法委員会への血液

センターオブザーバー参加」が指摘された。宮城県赤十字血液センターによる
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情報提供活動は充実しているので、各医療機関においては、学術課等のスタッ

フに輸血療法委員会へのオブザーバーとしての出席を積極的に要請することに

より、情報提供を受ける機会を設けることは有用ではないかと思われた。 

 今回の調査対象となった９施設すべてに対する紙面調査報告書が資料として

添付されているので、各施設の輸血医療の質向上に向けた各論的に有用な情報

を提供するのではないかと考えている。 
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表１. 紙面調査報告書における改善点の要約の仕方

改善すべき事項
認証基準、重要事項を満たしてい
ない。

改善を必要とす
る事項

認証基準は満たしているが、重要
事項を満たしていない。

改善が望ましい
事項

重要事項では触れていないが、改
善が望まれる。

表２. 紙面調査報告書（チェックリスト項目別）（例）

項目 状況 改善案

A.基本理念

B.輸血管理体制と役割

B1.輸血管理体制

B2.輸血療法委員会 輸血療法委員会は病院長直属として組
織されている。副病院長が委員長を務め、
各診療科と看護部、各中央診療部の代表
からなる13名により構成されている。

審議内容は、輸血副作用、適正使用、輸
血拒否者、輸血感染症検査、Rh陰性血液

有効利用等々、多岐にわたり充実した議事
が行われ、記録が残されており、年6回開

催されている。輸血用血液および分画製剤
の使用状況、廃棄血液は輸血療法委員会
に報告されている。議事録は作成・保管さ
れ、科長会議および医局長会議において
報告されている。

重要事項は満たさ
れている。

表３. 紙面調査報告書（要約）（例）

輸血部業務は、担当者の努力によりマニュアルも整備されており、検査や血液の保管管理が概ね問題なく行われていると推察
されます。しかし、病院全体の輸血療法については輸血療法委員会あるいは輸血部門の積極的な働きかけにより、さらなる改善
が期待されます。よりよい輸血療法を構築するために、以下の改善点を示します。

３．１改善すべき事項

輸血療法委員会で決議したことの実効性を確認するために、院内監査を実施すべきである。

輸血用保冷庫は自家発電装置付き電源に接続し、全て輸血部門が管理すべきである。

血液専用保冷庫等の警報装置作動や温度実測等の確認を定期的に行い、記録すべきである。

手術部、重症病棟部、救命救急センターの輸血用保冷庫の管理は輸血部門が実施すべきである。

検査に使用する機器の定期点検について文書化し、実施結果を記録すべきである。

検査用試薬については精度管理マニュアルに従い、定期的に実行すべきである。

３．２改善する必要がある事項

血液製剤搬入時は使用期限の確認が必要である。また外観検査を実施する必要がある。

血液専用保冷庫等の異常発生時迅速対応マニュアルを整備する必要がある。

血液製剤搬出記録簿を作成し、払出者、受領者の両者の確認署名を残すが必要である。

乳児の検査においては、検体が微量となることや、新生児溶血性疾患においては母親由来の抗体移行など、その特性に沿った
検査法や輸血に関する手順書を整備する必要がある。

輸血の実施、必要性、効果等について診療録に記録する必要がある。

輸血前後の感染症検査が適切に実施されるよう、対応をマニュアル化する必要がある。

３．３改善が望まれる事項

血漿分画製剤は輸血部門が管理することが望ましい。

文書類を含めて、輸血拒否患者への対応を決めておくことが望ましい。

臨床的に意義のある不規則抗体が検出された場合、患者が「不規則抗体保有カード」を携帯することで適合血の準備が迅速に
おこなわれ、また抗体価が低下しても見逃しをなくすよう、発行することが望ましい。

輸血済みの血液バッグは数日間程度冷蔵保管することが望ましい。

以上

表４. 改善すべき事項（１）

改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�管理体制

院内監査の実施 9

輸血部門での同意書の確認 5

院内統一の輸血療法基準（血液製剤使用基準）の
作成 2

院内共通の輸血手順書の整備 2

輸血部門による輸血業務の一括管理 2

表５. 改善すべき事項（２）

改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�血液の保管管理

血液専用保冷庫の定期的警報作動確認、温度実測 7

輸血部門による血液専用保冷庫の管理 2

輸血用保冷庫の自家発電装置付き電源接続 1

表６. 改善すべき事項（３）

改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�輸血検査

検査機器の精度管理 6

検査試薬精度管理マニュアルの整備・実施 5

�副作用

輸血副作用予防対策 1

�自己血輸血

貯血式自己血輸血の推進 3
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表７. 改善する必要がある事項（１）

改善改善改善改善するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�管理体制

非専任技師の教育訓練の実施およびその記録 3

輸血療法委員会議事録の院内開示 1

�血液製剤の保管管理、受払

血液専用保冷庫等異常発生時迅速対応マニュアル 6
血液製剤受入時の使用期限の確認、外観検査の実
施、血液センター職員の署名 4

血液製剤搬出記録簿の作成、払出者・受領者の署名 3

表８. 改善する必要がある事項（２）

改善改善改善改善するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�輸血検査

乳児の輸血検査マニュアル 4

大量出血時の適合血使用基準マニュアル 2

手術時の血液準備T&Sの導入 1

�輸血実施

輸血実施、必要性、効果等の診療録への記載 4

輸血用血液申込時の入力（記載）事項（術式など） 4

輸血現場への血液製剤の使用指針の配備 3

１回１患者照合確認・記録 2

輸血終了後の確認記録（患者名、血液型、製剤番号） 2

表９. 改善する必要がある事項（３）

改善改善改善改善するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�輸血副作用

輸血前後の感染症検査実施体制（マニュアル化など） 5

重篤な副作用の報告義務に関する文書化 5

健康被害救済制度の説明、対応（文書化） 4

輸血副作用モニター体制 2

輸血後遡及調査への対応（文書化） 1

表１０. 改善する必要がある事項（４）

改善改善改善改善するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�自己血輸血

自己血採血計画書の提出 2

自己血採血におけるVVRへの対応 1

感染症陽性血液のバイオハザード表示 1

表１１. 改善が望まれる事項（１）

改善改善改善改善がががが望望望望まれるまれるまれるまれる事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�管理体制（１）

輸血部門による血漿分画製剤の管理 5

輸血療法委員会への医療安全管理部門の参加 4

輸血療法委員会への血液センターオブザーバー参加 4

輸血療法委員会への病院管理部門の参加 1

輸血療法委員会への病院事務部門の参加 1

表１２. 改善が望まれる事項（２）

改善改善改善改善がががが望望望望まれるまれるまれるまれる事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�管理体制（２）

輸血拒否患者への対応 3

輸血同意書に輸血前後の感染症検査を盛り込む 1

輸血同意書に自己血輸血の適応を盛り込む 1
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表１３. 改善が望まれる事項（３）

改善改善改善改善がががが望望望望まれるまれるまれるまれる事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�輸血検査

輸血部門の積極的関与によるMSBOS, SBOEの導入 6

不規則抗体保有カードの発行 5

最終判定に至る輸血検査結果の記録 3

検査機器のメーカーによる定期点検 2

表１４. 改善が望まれる事項（４）

改善改善改善改善がががが望望望望まれるまれるまれるまれる事項事項事項事項 施設数施設数施設数施設数

�輸血副作用

輸血済血液バッグの保管 7

輸血後感染症検査の実施状況の把握 4

重篤な副作用の報告勧奨 4

輸血後、HBV核酸増幅検査、HCVコア抗原検査の実施 1

遅発性溶血性副作用の情報収集 1

図１. 日本輸血・細胞治療学会ホームページ
http://www.yuketsu.gr.jp/
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