
 

宮城県合同輸血療法委員会I&A紙面調査 

一次視察報告書    

 

  施設：石巻赤十字病院 

  記入担当者：遠藤一弥（検査部） 

  チェックリスト記入日：平成21年10月13日 

   

１． 施設概要 

１．１． 診療内容 

 石巻市の中核病院としても幅広く医療活動を行っている。 

 病床数は 392床、外来患者数は１日平均  名である。 

 診療部門は内科系  、外科系  がある。中央診療施設は臨床検査部、手術部、放射

線部、輸血部、高度救命救急センター、  がある。その他に薬剤部、看護部、事務部が

ある。 

 2008 年では  件の全麻手術が施行され、輸血療法は日常的に行われるため、輸血の

需要は非常に高い。 

     

１．２． 輸血量および廃棄率 

 2008年の血液製剤の使用量は、赤血球製剤：4,881単位、血小板製剤：7,965単位、新

鮮凍結血漿：2,584 単位、術前貯血式自己血輸血：  単位、廃棄率は赤血球製剤：247

単位、血小板製剤：10単位、新鮮凍結血漿：18単位である。 

 アルブミン製剤の使用量は  g、グロブリン製剤は  g。輸血管理料の基準となる

FFP/MAP比は 0.5、アルブミン/MAP比は 0.7である。2009年から輸血管理料 Iを取得

している。 

 

１．３． 輸血部門 

・ 輸血部、手術部、ICUの配置 

・ 血液搬送方法 

・ 職員 常勤医師  名 非常勤医師  名 臨床検査技師  名（うち認定輸血検査

技師 名）看護師 名 

・ マニュアルは以下のものが整備されている。（例）ABO血液型検査・Rh(D)抗原検査・

不規則抗体スクリーニング検査マニュアル、交差適合試験の検査マニュアル（緊急度に

応じた検査方法、夜間・休日含む）、使用試薬の精度管理方法のマニュアル、機器の精

度管理方法のマニュアル、大量追加輸血が必要になった時の手順書、輸血業務マニュア

ル、輸血実施マニュアル（夜間・休日含む）、自己血採取に関するマニュアル（採血・

分離・保存まで）、院内での輸血用同種血採取に関するマニュアル、輸血副作用発生時

のマニュアル（対応・処置内容・患者への説明と記録）その他「血液製剤の使用指針」

及び「輸血療法の実施に関する指針」（厚生省医薬安全局）「血小板製剤の適正使用につ

いて」（厚生省薬務局）「血液製剤保管管理マニュアル」（厚生省薬務局）「自己血輸

血：採血及び保管管理マニュアル」（厚生省薬務局）「輸血による GVHD予防のための

血液製剤に対する放射線照射ガイドライン IV」（日本輸血学会） 
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２．チェックリスト項目別 

項目 状況 改善案 

A.基本理念 

A1.基本理念 適正な輸血療法を心がけている。 重要事項は満たされている。 

B 輸血管理体制と役割 

B1. 輸血管理体制 （重要事項） 

□ 輸血療法委員会の設置 

□ 院内統一の輸血療法基準の作成と周知 

□ 施設内輸血手順書の整備 

□ 監査委員会 

□ 輸血責任医師の任命 

□ 輸血部門の設置 

□ 輸血業務担当技師の配置 

□ 検査技師による24時間体制 

□ インフォームドコンセントの取得 

□ 記録類の保管 

 

B2．輸血療法委員会 

 

 

 

輸血療法委員会が設置され、規約も文書化さ

れている。   が委員長を務め、各診療科医

師と看護部、医療事務部門により構成されてい

る。医療安全管理委員会委員の参加はない。血

液センターからのオブザーバー参加はない。 

審議内容は、輸血副作用、適正使用、輸血感

染症検査等、多岐にわたり充実した議事が行わ

れた記録が残されており、年12回開催されてい

る。輸血療法委員会議事録は病院管理部門に開

示していない。 

遡及調査の実施方法は具体化されていない。 

輸血用血液の使用状況、分画製剤使用状況は

輸血部門により把握されている。 

重要事項は満たされていな

い。 

 輸血療法委員会議事録は

病院管理部門に開示するな

どして、決定事項や厚労省か

らの通知が病院全体に伝

達・周知される必要がある。 

輸血療法委員会には、医療

安全管理委員会からの参加、

血液センターからのオブザ

ーバー参加が望まれる。 

 

B3.輸血部門 輸血部門は独立した組織ではないが、輸血業

務を一括して行っている。 

輸血責任医師は任命されている。 

アルブミンの入出庫は輸血部門が管理して

いるが、その他の血漿分画製剤の入出庫管理、

保管管理は薬剤部で行われている。 

輸血事故防止対策はとられているが、輸血副

作用予防対策はとられていない。 

重要事項は満たされている。 

 アルブミン以外の血漿分

画製剤については適正使用

推進のためにも輸血部門で

の管理が望ましい。 

  

B3.4 担当技師の配

置 

輸血専任技師が配置され、検査技師による輸

血業務の24時間体制が構築されている。 

重要事項は満たされていな

い。 
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輸血専任技師による応援体制が整備されて

いる。 

非専任技師については、定期的なトレーニン

グは行われていない。 

 当直担当の非専任技師に

ついては教育訓練を実施し

記録を残す必要がある。 

B4．院内監査、記録の

保管  

 

監査委員会は設置されておらず、院内監査は

行われていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

決議したことの実効性確

認のために、監査委員会を設

置し、院内監査を実施すべき

である。 

B5．同意書、インフォ

ームドコンセント

(IC)  

 輸血に関する説明と同意の書式には、輸血副

作用、輸血量、輸血検査等に関する記載欄が設

けられているが、輸血前後の感染症に関する検

査の同意や検体保管、救済制度については盛り

込まれていない。 

 同意書の有無を輸血部門で確認していない。 

輸血拒否患者に対する免責文書は用意され

ていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 輸血部門でも同意取得が

確認できるシステムを構築

すべきある 

輸血前後の感染症に関す

る検査の同意についても盛

り込むことが望ましい。ま

た、輸血拒否患者への対応も

決めておくことが望ましい。 

C 輸血用血液の搬入 

C1．血液センタ－から

の搬入 

搬入時の確認と記録は、時間外も含めて血液

型と本数、血液製剤番号と使用期限の確認を行

っている。製剤の外観検査は行われている。 

血液センタ－の職員は搬入時のサインを残

していない。 

重要事項は満たされている。 

  

D 輸血用血液の保管管理 

D1．保管条件 輸血部門では自記温度記録計付きの保冷庫

が設置され、自家発電装置付き電源に接続して

いる。輸血用血液の保管は輸血部門に限定して

いる。 

重要事項は満たされている。 

 

D2．日常および定期点

検 

輸血用血液保冷庫の温度表示は毎日確認記

録しているが、保冷庫表示温度と庫内実測温度

との比較は行われていない。 

輸血用血液保冷庫の定期点検は行われてい

ない。 

警報装置の動作確認は行っている。 

異常発生時迅速対応マニュアルは整備され

ていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

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。 

また、異常時対応マニュア

ルを整備する必要がある。 
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E 輸血用血液の在庫・返品管理 

E1．製剤管理 在庫管理は輸血専任技師、または当直担当輸

血検査技師が在庫管理を行っている。 

在庫数量は、通常１日使用相当量とし、血液

センタ－とは相談していない。 

重要事項は満たされている。 

 

E2．返品等の取り扱い 病棟から未使用で返却された血液は廃棄伝

票で管理し、医療廃棄物として廃棄している。 

血液専用保冷庫に保管されなかった血液は

転用していない。 

重要事項は満たされている。 

 

E3．記録類の保管 輸血用血液製剤、血漿分画製剤の使用記録は

20年間保管している。 
使用記録には患者氏名、住所、使用製剤名、

製造番号、輸血日等が確認できるよう記録され

ている。 
納入・返品伝票は２年間保管されていない。 
在庫管理は、納入、出庫、使用、廃棄等の記

録が輸血システム PC内にに記録され管理・保

管されている。 
血漿分画製剤（アルブミン以外）の管理は薬

剤部が行っている。 

重要事項は満たされている。 
 

Ｆ輸血用血液の受け払い管理      

Ｆ1．輸血用血液の発

注 

 輸血用血液の申し込みはコンピュータを使

用して行われている。 

 申し込み時には、必要項目が入力されている

が、性別、生年月日、年齢、診断名、術式、妊

娠歴、不規則抗体の有無の入力欄はない。 

 また、交差適合試験用検体に採血者名の記入

欄は設けられていない。 

 オーダ受信時に交差試験用検体の有無を輸

血部門で確認している。 

重要事項は満たされていな

い。 

輸血用血液の申し込みに

は、診断名、術式、妊娠歴、

不規則抗体の有無の入力が

必要である。 

 

Ｆ2．輸血用血液の払

い出し 

 

 血液製剤の搬出は当日輸血分に限定してい

る。払い出しの際は払出者、受領者の双方で照

合確認している。しかし搬出記録簿がない。 

操作者、受け取り者名等、必要項目の記録は

記録簿ではなく、輸血システムPC内にに記録

保管されている。 

重要事項は満たされている。 
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F３．搬出後の血液の

取り扱い 
 一部の病棟には輸血用保冷庫は設置されて

いる。 
未使用ないし期限切れとなった血液は感染

性医療廃棄物として処理されている。 

重要事項は満たされていな

い。 

一部病棟の保冷庫で輸血

用血液の一時保管がされて

いるが、輸血用保冷庫の温度

管理は輸血部門が関与すべ

きである。輸血部門が管理し

ていない保冷庫で一時保管

された血液は転用されるべ

きでない。 

Ｇ 輸血検査      

Ｇ1．検査室の整備 検査室には、保冷庫、遠心器、恒温槽等必要

な機器が整備されているが、スペースは十分と

はいえない。 

夜間緊急検査時にも同じ検査室を使用して

いる。 

重要事項は満たされている。 

G1.3 検査用試薬の

精度管理 

検査用試薬についての精度管理マニュアル

が整備されていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 検査用試薬についての精

度管理マニュアルを整備す

べきである。 

G1.4 機器の保守管

理 

遠心機の回転数はチェックしていない。 

恒温槽の温度は表示温度と実測温度を定期

的に確認記録している。 

検査機器は業者に依頼し、定期的点検を行っ

ている。 

 

重要事項は満たされていな

い。 

使用機器は、一定の間隔で

精度管理すべきである。ま

た、それらの結果を記録すべ

きである。 

Ｇ2．血液型検査、不

規則抗体スクリ－ニ

ング 

G2.1 ABO血液型検査 

 ABO血液型検査マニュアルが整備され（自動

化および用手法時）、検査はマニュアルに従っ

て行われている。 

 試薬は市販品を使用しており、自家製試薬・

血球は使用していない。 

自動検査機器を輸血検査に用いており、試薬

の精度管理も機能に含まれて実施されている。 

□ABO血液型の報告は、電子データあるいは報

告書等の文書で行い、口頭での報告は行われて

いない。 

重要事項は満たされている。 

 

G2.2 Rho(D)抗原検

査 

Rho(D)抗原検査マニュアルが整備され（自動化

および用手法時）、検査はマニュアルに従って

行われている。 

 試薬は市販品を使用しており、自家製試薬・

重要事項は満たされている。 
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血球は使用していない。 

自動検査機器を輸血検査に用いており、試薬

の精度管理も機能に含まれて実施されている。 

□Rho(D)抗原検査の報告は、電子データあるい

は報告書等の文書で行い、口頭での報告は行わ

れていない。 

G2.3 不規則抗体ス

クリーニング検査 

 不規則抗体スクリーニング検査マニュアル

が整備され（自動化および用手法時）、検査は

マニュアルに従って行われている。 

 試薬は市販品を使用しており、自家製試薬・

血球は使用していない。 

自動検査機器を輸血検査に用いており、試薬

の精度管理も機能に含まれて実施されている。 

□不規則抗体スクリーニング検査の報告は、電

子データあるいは報告書等の文書で行い、口頭

での報告は行われていない。 

重要事項は満たされている。 

 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

逃しがなくなるため、発行す

ることが望ましい。 

Ｇ3．適合検査  交差適合試験検査マニュアルが整備され、マ

ニュアルに従って検査が行われている。 

緊急時のオモテ検査ウラ検査、RhD抗原検査

は、緊急度に応じてマニュアルに従って実施さ

れている。実施者はシステム上に登録される。 

重要事項は満たされている。 

 

G3.2 緊急時検査等  緊急時、大量輸血時に関する検査法、適合血

の選択に関するマニュアルが整備されている。 

 他院からの血液の搬入は受け付けていない。 

重要事項は満たされている。 

G3.3 大量輸血時の適

合血 

G3.4 救命処置として

の輸血 

 大量輸血時に関する検査法に関するマニュ

アルが整備されている。 

重要事項は満たされていな

い。 

 大量出血時には、救命を優

先するために、異型適合血輸

血が行なえるよう、使用基準

を定めた手順書を整備して

おくことが必要である。危機

的出血への対応ガイドライ

ン（日本麻酔科学会、日本輸

血・細胞治療学会）を参考に

してはどうでしょうか。 

G3.5 乳児の検査  乳幼児の検査法、輸血に関するマニュアルが

整備されていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 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
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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。 

Ｇ4．手術時の血液準

備量 

 手術時の血液準備量は、T&Sは導入されてい

るが、MSBOS,SBOEは用いられていない。 

重要事項は満たされている。 

 手術時の血液準備に関し

ては、輸血部の積極的関与に

よるMSBOS,SBOEの導入が望

ましい。 

Ｇ5.夜間、休日の対応

と輸血検査の管理 

判定基準を含む休日の輸血検査マニュアル

が文書化され常備されている。 

判定困難時のバックアップ体制が整備され

ている。 

重要事項は満たされている。 

 しかし、最終判定にいたる

検査結果についても記録す

ることが望ましい。 

G6.コンピュータ 

クロスマッチ  

コンピュータクロスマッチは行っていない。 

 

非該当 

Ｈ 輸血実施 

Ｈ1．輸血用血液使用

基準 

 院内輸血療法委員会により適正使用基準が

定められていない。 

 厚生労働省の「血液製剤の使用指針」に準拠

していない。 

 輸血の実施、必要性、効果について診療録に

記載されていない。 

 「抱き合わせ輸血」を行なっている診療科が

有る。 

重要事項は満たされていな

い。 

 指針に準じた院内使用基

準が作成されている必要が

ある。少なくとも診療現場で

の指針の配備と周知が必要

である。輸血実施、必要性、

効果等は診療録に記録する

必要がある。 

Ｈ2．輸血前の管理 

 

 

 

 作業スペースも十分ではないが、連続して読

み合わせ照合が行われることがあり、一回一患

者の必要性が徹底されていない。 

適合票と血液製剤について製剤名、ABO血液

型、Rh(D)抗原、血液製造番号の全桁、有効期

限、単位数を複数人で照合している。 

 患者ベッドサイドでは、名前と血液型の確認

が行われている。 

照合確認者のサインが診療録に記録されて

いる。 

 

重要事項は満たされていな

い。 

 1回1患者ずつの照合確認

を行い、直ちに輸血を開始す

る必要がある。それらの照合

確認の結果は、その都度記録

する必要がある。またさら

に、取り違い防止のために

は、院内共通の手順で実施す

るためにも各部署が院内統

一の輸血手順書を共用すべ

きである。 
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H3．輸血中の管理 

 

 

 輸血開始後5分、15分の患者の状態を観察し

記録している。 

 副作用の有無を評価し記録している。 

重要事項は満たされている。 

  

H4．輸血終了後の管理 

 

 輸血終了後の確認記録（患者名、血液型、製

剤番号）について、診療録に記録されていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

輸血終了後の確認記録（患

者名、血液型、製剤番号）に

ついても明文化し、診療録に

記載する必要がある。 

I 副作用の管理・対策 

I1．副作用の管理・対

策 

 輸血副作用発生の報告システムが文書化さ

れている。 

 重篤な副作用が発生した場合には、迅速に対

応するためのマニュアルが整備されている。 

 輸血過誤については、医療安全管理室に報告

されるシステムにはなっていない。 

 輸血副作用の発生状況は、輸血療法委員会に

報告されており、対策が検討されている。  

重大な事例や専門的な内容については輸血

責任医師も情報を共有し、すべての事例につい

て把握している。 

重要事項は満たされている。 

  

 

I2．副作用モニター 急性副作用（急性溶血反応、TRALI, TACO, 重

症アレルギー反応、非溶血性発熱反応、細菌感

染症）のみならず、遅発性溶血性副作用発生に

ついても考慮している。 

 輸血前検体は3ヵ月から2年間を目安に保管

されている（-20℃以下）。 

 製剤セグメントは保管されていない。 

輸血済みの血液バッグは保管されていない。 

輸血後の検体保管が実施されていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 輸血前後の感染症検査に

ついては、輸血療法委員会で

実施を求める必要がある。 

 輸血済の血液バッグは数

日間程度冷蔵保存すること

が望ましい。 

I3．輸血前後の感染症

検査 

 

□輸血前後の感染症検査については、輸血療法

委員会で実施を求めているが、実施について

は、診療科に委ねている。 

 

重要事項は満たされていな

い。 

輸血前後の感染症検査に

ついては、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。検査の必要性

を輸血同意書に盛り込むと

ともに、検査の実施状況を把

握することが望ましい。 
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I4．副作用予防対策  高単位製剤（２単位赤血球濃厚液、大量使用

時は成分採血由来新鮮凍結血漿、同血小板濃厚

液）が使用されている。 

重要事項は満たされている。 

I5．副作用遡及調査へ

の対応 

副作用遡及調査への対応が決められて文書

化されている。 

重要事項は満たされている。 

I6．副作用報告義務と

救済制度 

□副作用報告義務について輸血療法委員会で

広報しているが、実施は各診療科に委ねられて

いる。 

重要事項は満たされていな

い。 

重篤な副作用の報告義務

について文書化する必要が

ある。副作用報告があった場

合は輸血部からも厚生労働

大臣への報告を勧めること

が望ましい。救済制度の説明

を同意書にも盛り込むなど

して、文書化し、適用事例が

発生した際の対応について

も文書化する必要がある。 

J 自己血輸血 

J1．理念・目的 輸血療法委員会が指導しているが、病院全体

として貯血式自己血輸血を積極的に行っては

いない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 病院全体として貯血式自

己血輸血に積極的に取り組

むべきである。 

J2．採血前準備 

 

 

 自己血輸血に関する同意書、説明書は整備さ

れている。 

 説明文・同意書には(J2.200)の内容が含まれ

ている。 

 同意書は輸血部門では確認されていない。 

 術前貯血式自己血輸血の適応患者は

(J2.310)の条件を満たしていない。 

 自己血輸血の適応、採血計画について輸血部

門医師に相談している。 

重要事項は満たされていな

い 

 自己血採血計画書を輸血

部門に提出することにより、

術前貯血式自己血輸血の適

応患者の条件を検証する必

要が有る。 

 

J3．採血 

 

 

 自己血バッグラベルには患者による自署が

なされている。 

 皮膚消毒は適切に行われている 

 採血終了後はチューブシーラーを使用し

シーリングしている。 

重要事項は満たされている。 
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J4．保管管理 

 

ウイルス感染者の自己血輸血については、輸

血療法委員会で討議し、病院管理部から承認さ

れている。 

他の患者自己血と区別した保管方法が行わ

れている。 

ウイルス感染者専用の保冷庫が整備されて

いる。 

バイオハザードであることが明記されてい

る。 

自己血は他の患者に転用していない。 

発注は日赤血と同様にオーダリングの対象

となっている。 

使用時の確認は交差適合試験を実施してい

る。 

払い出しについても日赤血と同様の取り扱

いである。 

手術室、病棟から返品された自己血の取り扱

いは専用保冷庫に保管している。 

重要事項は満たされている。 

 

J5．実施 自己血輸血マニュアルに、実施時の手順が記

載され、日赤血と同様に取り扱っている。 

重要事項は満たされている。 

 

J6．採血室 

 

必要機器は整備されているが、部屋の環境

（静寂性、広さ）は確保されていない。 

□VVRの対応策が文書化され、緊急用の機器、

医薬品が準備されている。 

重要事項は満たされている。 

 

J7．自己成分採血 

 

成分採血マニュアルが整備され、手順に従っ

て実施されている。 

重要事項は満たされている。 

 

K 院内同種血採血 

K1．院内血の管理  院内同種血採血は行われていない。 

 やむを得ず院内全血採血を実施する場合は、

輸血部門、輸血療法委員会において定められた

採血基準書を遵守して行われる。 

重要事項は満たされている。 

K2．受血者および供血

者の安全確保 

   

K3．採血    

K4．採血手順と保管    

K5．成分採血    
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３．要約 

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る。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。よりよい輸血療法の構築ために、

以下の改善点を示します。 
 

３．１改善すべき事項 

① 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。 

② 輸血に関する説明と同意に関して、輸血部門でも同意取得を確認できるシステムを構築すべきで

ある。 

③ 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。 

④ 一部病棟の保冷庫で輸血用血液の一時保管がされているが、血液製剤専用保冷庫の温度管理は輸

血部門が関与すべきである。輸血部門が管理していない保冷庫で保管された血液は転用されるべ

きでない。 

⑤ 検査用試薬についての精度管理マニュアルを整備すべきである。 

⑥ 検査に使用する機器の精度管理について文書化し、また実施結果を記録すべきである。 

⑦ 血液製剤の使用指針に準じた院内使用基準を作成すべきである。 

⑧ 院内共通の手順で実施するためには、各部署が院内統一の輸血手順書を共用すべきである。 

⑨ 病院全体として貯血式自己血輸血に積極的に取り組むべきである。 

 

３．２改善する必要がある事項 

① 輸血療法委員会議事録は病院管理部門に開示するなどして、決定事項や厚労省からの通知が病院

全体に伝達・周知される必要がある。 

② 輸血専任技師による定期的な輸血業務に関するトレーニングを行い、教育訓練の記録を残す必要

がある。 

③ 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。 

④ 輸血用血液の申し込みには、診断名、術式、妊娠歴、不規則抗体の有無の入力が必要である。 

⑤ 大量出血時には、救命を優先するために、異型適合血輸血が行なえるよう、使用基準を定めた手

順書を整備しておくことが必要である。危機的出血への対応ガイドライン（日本麻酔科学会、日

本輸血・細胞治療学会）を参考にしてはどうでしょうか。 

⑥ 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。 

⑦ 診療現場での血液製剤の使用指針の配備と周知が必要である。 

⑧ 輸血の実施、必要性、効果等は診療録に記録する必要がある。 

⑨ 1回1患者ずつの照合確認を行い、直ちに輸血を開始する必要がある。それらの照合確認の結果は、

その都度記録する必要がある。 

⑩ 輸血終了後の確認記録（患者名、血液型、製剤番号）についても明文化し、診療録に記載する必

要がある。 

⑪ 輸血前後の感染症検査については、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。 

⑫ 重篤な副作用の報告義務について文書化する必要がある。 

⑬ 救済制度の説明を同意書にも盛り込むなどして文書化し、また適用事例が発生した際の対応につ

いても文書化する必要がある。 

⑭ 自己血採血計画書を輸血部門に提出することにより、術前貯血式自己血輸血の適応患者の条件を

検証する必要が有る。 

 

３．３改善が望まれる事項 
① 輸血療法委員会には、医療安全管理委員会からの参加、血液センターからのオブザーバー参加が

望まれる。 
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② アルブミン以外の血漿分画製剤については適正使用推進のためにも輸血部門での管理が望ましい。 

③ 輸血同意書には輸血前後の感染症に関する検査の同意についても盛り込むことが望ましい。 

④ 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。 

⑤ 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がなくなるため、発行

することが望ましい。 

⑥ 手術時の血液準備に関しては、輸血部の積極的関与によるMSBOS,SBOEの導入が望ましい。 

⑦ 輸血検査においては、最終判定にいたる検査結果についても記録することが望ましい。 

⑧ 輸血済の血液バッグは数日間程度冷蔵保存することが望ましい。 

⑨ 輸血後感染症検査の実施状況を把握することが望ましい。 

⑩ 副作用報告があった場合は、主治医に対し、輸血部からも厚生労働大臣への報告を勧めることが

望ましい。 

以上 
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宮城県合同輸血療法委員会宮城県合同輸血療法委員会宮城県合同輸血療法委員会宮城県合同輸血療法委員会I&AI&AI&AI&A紙面調査紙面調査紙面調査紙面調査 

一次報告書一次報告書一次報告書一次報告書    

 

  施設：仙台厚生病院 

  記入担当者：山田朱実（臨床検査科） 

  チェックリスト記入日：平成21年10月13日 

 

１． 施設概要 

１．１． 診療内容 

 地域の中核病院としても幅広く（特に循環器領域疾患）医療活動を行っている。 

 病床数は 383床、外来患者数は１日平均  名である。 

 診療部門は内科系  、外科系  がある。中央診療施設は臨床検査部、手術部、放射

線部、輸血部、  がある。その他に薬剤部、看護部、事務部がある。 

 2008 年では  件の全麻手術が施行され、輸血療法は日常的に行われるため、輸血の

需要は非常に高い。 

   

１．２． 輸血量および廃棄率 

 2008年の血液製剤の使用量は、赤血球製剤：5,213単位、血小板製剤：3,570単位、新

鮮凍結血漿：4,788単位、術前貯血式自己血輸血：  単位、廃棄率は赤血球製剤 106単

位、血小板製剤 85単位、新鮮凍結血漿 25.5単位である。 

 アルブミン製剤の使用量は g、グロブリン製剤は g。輸血管理料の基準となる

FFP/MAP比は 0.9、アルブミン/MAP比は 3.5である。輸血管理料の取得なし。 

 

１．３． 輸血部門 

・ 輸血部、手術部、ICUの配置 

・ 血液搬送方法 

・ 職員 常勤医師 名 非常勤医師 名 臨床検査技師 名（うち認定輸血検査技師   

  名）看護師 名 

・ マニュアルは以下のものが整備されている。（例）ABO血液型検査・Rh(D)抗原検査・

不規則抗体スクリーニング検査マニュアル、交差適合試験の検査マニュアル（緊急度に

応じた検査方法、夜間・休日含む）、使用試薬の精度管理方法のマニュアル、機器の精

度管理方法のマニュアル、大量追加輸血が必要になった時の手順書、輸血業務マニュア

ル、輸血実施マニュアル（夜間・休日含む）、自己血採取に関するマニュアル（採血・

分離・保存まで）、院内での輸血用同種血採取に関するマニュアル、輸血副作用発生時

のマニュアル（対応・処置内容・患者への説明と記録）その他「血液製剤の使用指針」

及び「輸血療法の実施に関する指針」（厚生省医薬安全局）「血小板製剤の適正使用につ

いて」（厚生省薬務局）「血液製剤保管管理マニュアル」（厚生省薬務局）「自己血輸

血：採血及び保管管理マニュアル」（厚生省薬務局）「輸血による GVHD予防のための

血液製剤に対する放射線照射ガイドライン IV」（日本輸血学会） 
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２．チェックリスト項目別 

項目 状況 改善案 

A.基本理念 

A1.基本理念 適正な輸血療法を心がけている。 重要事項は満たされている。 

B 輸血管理体制と役割 

B1. 輸血管理体制 （重要事項） 

□ 輸血療法委員会の設置 

□ 院内統一の輸血療法基準の作成と周知 

□ 施設内輸血手順書の整備 

□ 監査委員会 

□ 輸血責任医師の任命 

□ 輸血部門の設置 

□ 輸血業務担当技師の配置 

□ 検査技師による24時間体制 

□ インフォームドコンセントの取得 

□ 記録類の保管 

 

B2．輸血療法委員会 

 

 

 

 

輸血療法委員会が設置され、規約も文書化さ

れている。 

 心臓血管外科部長が委員長を務め、各診療科

と看護部、薬剤部、各中央診療部の代表、医療

事務部門からなる16名が定員である。 

 医療安全管理委員会委員の参加はない。 

 血液センターからのオブザーバー参加はな

い。 

 年6回定期開催されている。 

 議事録は作成・保管されて、委員構成員に配

布されているが、病院管理会議には開示してい

ない。 

 委員会決定事項は院内に周知されている。 

 輸血用血液の保管状況は把握されているが、

血漿分画製剤の保管状況は把握されていない。 

輸血用血液製剤、血漿分画製剤の使用状況・

廃棄状況は把握されている。 

審議内容は、輸血副作用、適正使用等に関す

る議事が行われた記録が残されている。 

（輸血事故防止対策と輸血副作用予防対策

は、輸血療法委員会とともにリスクマネ－ジメ

ント委員会にも委ねられている。） 

重要事項は満たされている。 

輸血療法委員会には、医療

安全管理委員会委員の参加

も望まれる。 

血液センターからのオブ

ザーバー参加を招請するこ

とが望ましい。 
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B3.輸血部門 輸血業務を一括して行える輸血部門整備さ

れている。 

輸血責任医師が任命されている。 

血漿分画製剤の入出庫・保管・在庫管理は輸

血部門では行われていない。 

 

重要事項は満たされている。 

 血漿分画製剤については

適正使用推進のためにも輸

血部門での入出庫保管管理

が望ましい。 

  

B3.4 担当技師の配

置 

検査技師による輸血業務の24時間体制が構

築されている。 

輸血専任技師による応援体制が整備されて

いる。 

非専任技師については、当直担当開始時にト

レーニングが行われ、実施記録が残されてい

る。 

重要事項は満たされている。 

  

 

B4．院内監査、記録の

保管  

 

監査委員会は設置されておらず、院内監査は

行われていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

決議したことの実効性確

認のために、監査委員会を設

置し、院内監査を実施すべき

である。 

B5．同意書、インフォ

ームドコンセント

(IC)  

 輸血に関する説明と同意の書式には、輸血副

作用、輸血量、輸血検査等に関する記載、輸血

前後の感染症に関する検査の同意が盛り込ま

れているが、検体保管、救済制度については記

載がない。 

 同意書は診療録に貼付されているが、輸血部

門での確認は行っていない。 

 

重要事項は満たされていな

い。 

 輸血部門でも同意取得が

確認できるシステムを構築

する必要がある。 

また、輸血拒否患者への対

応も決めておくことが望ま

しい。 

C 輸血用血液の搬入 

C1．血液センタ－から

の搬入 

搬入時の確認と記録は、時間外も含めて血液

型と本数、血液製剤番号の確認は行っている

が、使用期限の確認は行っていない。 

また、血液センタ－の職員は搬入時のサイン

を残していない。 

製剤の外観検査は行われていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 搬入時に使用期限の確認

及びその記録を残す必要が

ある。 

 血液センタ－の職員は搬

入時のサインを残す必要が

ある。 

 製剤の外観検査を行い、記

録を残す必要がある。 

D輸血用血液の保管管理 
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D1．保管条件 輸血用血液の保管は輸血部門に限定してい

る。 

輸血部門では自記温度記録計および警報装

置付きの保冷庫が設置され、自家発電装置付き

電源に接続している。 

輸血用保冷庫は、ICU、手術室にも設置して

いるが、管理は当該部門に委ねている。 

重要事項は満たされていな

い。 

 手術室、ICUの血液専用保

冷庫も輸血部門が管理すべ

きである。 

 

D2．日常および定期点

検 

血液専用保冷庫の温度表示、自記温度計記

録、庫内実測値との一致を確認している。 

血液専用保冷庫・冷凍庫の定期点検は行われ

ていない。 

24時間体制で血液専用保冷庫の異常を検知

できる体制になっている。 

異常発生時迅速対応マニュアルは整備され

ていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

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。 

また、異常時迅速対応マニ

ュアルを整備する必要があ

る。 

E輸血用血液の在庫・返品管理 

E1．製剤管理 在庫管理は輸血部門で一括して行っている。 

在庫数量は、通常一日使用相当量である。 

重要事項は満たされている。 

 

E2．返品等の取り扱い 病棟から未使用で返却された血液は廃棄伝

票で管理し、医療廃棄物として廃棄している。 

重要事項は満たされている。 

 

E3．記録類の保管 輸血用血液製剤、血漿分画製剤の使用記録は

20年間保管されている。 
患者住所はオーダリングシステムの患者基

本情報で確認できる。 
納入伝票、返品伝票、使用伝票は２年以上保

管されている。 

重要事項は満たされている。 
 

Ｆ 輸血用血液の受け払い管理      

Ｆ1．輸血用血液の発

注 

 輸血用血液の申し込みはコンピュータを使

用して行われている。 

 申し込み時には、必要項目が入力されている

が、診断名の入力欄がない。  

 オーダ受信時に交差試験用検体の有無を確

認している。 

重要事項は満たされていな

い。 

輸血用血液の申し込み時

には、診断名の入力が必要で

ある。 

 

Ｆ2．輸血用血液の払

い出し 

 

 製剤の搬出の際には輸血部門担当者と受領

者の双方により照合が行われ、両者の署名が記

録されている。照合項目として患者名、血液型、

製造番号、有効期限、交差適合試験検査結果が

確認されている。 

 １回の払出量を取り決めている（当日使用分

のみ）。 

重要事項は満たされている。 
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 搬出記録簿の代わりに患者毎リストが作成

されている。搬出記録簿（患者毎リスト）には

払出者、受領者の両者の確認署名欄がある。 

F３．搬出後の血液の

取り扱い 
 病棟には輸血用保冷庫は設置されていない

が、ICU には血液専用保冷庫があり、当日中

に使用されるとは限らない。 
手術室にも血液専用保冷庫が設置されてい

る。 
未使用ないし期限切れとなった血液は感染

性医療廃棄物として処理されている。 
 

重要事項は満たされていな

い。 

手術室や ICU の保冷庫で

輸血用血液の一時保管がさ

れているが、輸血用保冷庫の

温度管理は輸血部門が関与

すべきである。輸血部門が管

理していない保冷庫で一時

保管された血液は転用され

るべきでない。 

Ｇ 輸血検査      

Ｇ1．検査室の整備 検査室には、保冷庫、遠心器、恒温槽等必要

な機器が整備され、スペースも保持されてい

る。また、夜間緊急検査時にも同じ検査室を使

用している。 

重要事項は満たされている。 

 

G1.3 検査用試薬の

精度管理 

検査用試薬についての精度管理マニュアル

が整備され、実行されている。 

重要事項は満たされている。 

G1.4 機器の保守管

理 

 遠心機の回転数は定期的にチェックされて

いない。 

恒温槽の温度は表示温度と実測温度を定期

的に確認記録されていない。 

その他の使用機器は業者により定期的点検

が行われ、記録が保管されている。 

重要事項は満たされていな

い。 

使用機器は、一定の間隔で

精度管理を実施し、また、そ

れらの結果を記録として残

すべきである。 

Ｇ2．血液型検査、不

規則抗体スクリ－ニ

ング 

G2.1 ABO血液型検査 

 ABO血液型検査マニュアルが整備されており

（通常時および緊急時）、検査はマニュアルに

従って行われている。 

 試薬は市販品を使用しており、自家製試薬・

血球は使用していない。 

自動検査機器を輸血検査に用いており、試薬

の精度管理も機能に含まれて実施されている。 

□ABO血液型の報告は、電子データあるいは報

告書等の文書で行い、口頭での報告は行われて

いない。 

重要事項は満たされている。 

 

G2.2 Rho(D)抗原検

査 

Rho(D)抗原検査マニュアルが整備されており

（通常時および緊急時）、検査はマニュアルに

従って行われている。 

 試薬は市販品を使用しており、自家製試薬・

血球は使用していない。 

重要事項は満たされている。 
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自動検査機器を輸血検査に用いており、試薬

の精度管理も機能に含まれて実施されている。 

□Rho(D)抗原検査の報告は、電子データあるい

は報告書等の文書で行い、口頭での報告は行わ

れていない。 

G2.3 不規則抗体ス

クリーニング検査 

不規則抗体スクリーニング検査マニュアルが

整備されており（通常時および時間外）、検査

はマニュアルに従って行われている。 

 試薬は市販品を使用しており、自家製試薬・

血球は使用していない。 

自動検査機器を輸血検査に用いており、試薬

の精度管理も機能に含まれて実施されている。 

□不規則抗体スクリーニング検査の報告は、電

子データあるいは報告書等の文書で行い、口頭

での報告は行われていない。 

 臨床的に意義のある不規則抗体が検出され

た場合、患者に「不規則抗体保有カード」を携

帯させている。 

重要事項は満たされている。 

Ｇ3．適合検査  交差適合試験検査マニュアルが整備され、マ

ニュアルに従って検査が行われている（通常時

および緊急時？）。 

□結果報告は電子データあるいは報告書等の

文書で行い、口頭での報告は行われていない。 

緊急時のオモテ検査ウラ検査、RhD抗原検査

は、緊急度に応じてマニュアルに従って実施さ

れている。実施者はシステム上に登録される。

持ち込み血液、大量輸血の輸血に関するマニュ

アルが整備されている。異型適合血の使用につ

いても明文化されている。 

試薬は専用保冷庫に管理されている。 

重要事項は満たされている。 

 

G3.2 緊急時検査等  緊急時、大量輸血時に関する検査法、適合血

の選択に関するマニュアルが整備されている。 

 他院からの持ち込み血液製剤は受け入れて

いない。 

重要事項は満たされている。 

G3.3 大量輸血時の適

合血 

G3.4 救命処置として

の輸血 

 大量輸血時に関する検査法、適合血の選択に

関するマニュアルが整備されている。 

 大量出血時には、救命を優先するために、異

型適合血輸血が行なえるよう、使用基準を定め

た手順書が整備されている。 

重要事項は満たされている。 
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G3.5 乳児の検査  乳児の検査自体がない。 非該当 

Ｇ4．手術時の血液準

備量 

 

 手術時の血液準備量は、T&Sは導入されてい

るが、MSBOS, SBOEは用いられていない。 

重要事項を満たしている。 

 手術時の血液準備に関し

ては、輸血部の積極的関与に

よるMSBOS,SBOEの導入が望

ましい。 

Ｇ5.夜間、休日の対応

と輸血検査の管理 

判定基準を含む休日の輸血検査マニュアル

が文書化され常備されている。 

判定困難時のバックアップ体制が整備され

ている。 

重要事項は満たされている。 

  

  

G6.コンピュータ 

クロスマッチ  

システム上、患者と輸血用血液の血液型が異

なる場合や製剤の選択が誤っている場合など

に警告が発せられる。 

患者の血液型が２回以上異なる検体により

確認されている。 

血液製剤の血液型が再確認されている。 

重要事項は満たされている。 

 

Ｈ 輸血実施 

Ｈ1．輸血用血液使用

基準 

 院内輸血療法委員会により適正使用基準が

定められている。 

 厚生労働省の「血液製剤の使用指針」、輸血

療法マニュアルが閲覧できるように各部署に

配布されている。 

 輸血の実施、必要性、効果について診療録に

記載されている。 

重要事項は満たされている。 

  

Ｈ2．輸血前の管理 

 

 

 

 輸血用血液の準備は、連続して読み合わせ照

合が行われることがあり、一回一患者の必要性

が徹底されている。 

 適合票と血液製剤について製剤名、ABO血液

型、Rh(D)抗原、血液製造番号の全桁、単位数、

有効期限、交差試験の適否は照合を複数人で照

合している。               

患者ベッドサイドでは、名前と血液型の確認が

行われている。 

照合確認者のサインが診療録に記録されて

いる。 

重要事項は満たされていな

い。 

 取り違い防止のためには、

院内共通の手順で実施する

ためにも各部署が院内統一

輸血手順書を共用すべきで

ある。 

H3．輸血中の管理 

 

 

 輸血開始後5分、15分の患者の状態を観察し

記録している。 

 副作用の有無を評価し記録している。 

重要事項は満たされている。 
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H4．輸血終了後の管理 

 

 輸血終了後の確認記録（患者名、血液型、製

剤番号）についても明文化し、診療録に記録し

ている。 

重要事項は満たされている。 

 

I 副作用の管理・対策 

I1．副作用の管理・対

策 

 輸血副作用発生の報告システムが文書化さ

れている。 

 重篤な副作用が発生した場合には、迅速に対

応するためのマニュアルが整備されている。 

 重篤な副作用発生時の緊急連絡方法、対応方

法、特にABO血液型不適合輸血について文書化

され、病棟、手術室、外来等に配備されている。 

輸血過誤については、医療安全管理室に報告

されるシステムになっており、その際に防止対

策も記録され、原因分析も行われる。 

重要事項は満たされている。 

  

  

I2．副作用モニター 急性副作用（急性溶血反応、TRALI, TACO, 重

症アレルギー反応、非溶血性発熱反応、細菌感

染症）のみならず、遅発性溶血性副作用発生に

ついても考慮している。 

輸血前検体は2年間保管されるが、輸血後検

体については、保管状況は十分ではない。 

製剤セグメントは全例保管されている。 

輸血済みの血液バッグは保管されていない。 

重要事項は満たされている。 

 輸血済みの血液バッグは

数日間程度冷蔵保存される

ことが望ましい。 

I3．輸血前後の感染症

検査 

 

輸血前感染症検査は入院時または術前検査

(HBs抗原、HCV抗体、HIV抗体)として実施され

ている。 

 

重要事項は満たされていな

い。 

輸血前後の感染症検査を

実施する体制を構築する必

要がある。検査の必要性を輸

血同意書に盛り込むととも

に、検査の実施状況を把握す

ることが望ましい。 

I4．副作用予防対策  照射済みの血液製剤を使用しているが、高単

位製剤（２単位赤血球濃厚液、大量使用時は成

分採血由来新鮮凍結血漿、同血小板濃厚液）が

使用されている。 

重要事項は満たされている。 

  

I5．副作用遡及調査へ

の対応 

副作用遡及調査への対応が決められて文書

化されていない。 

血液製剤等に係る遡及調査

ガイドライン（厚生労働省医

薬食品局血液対策課；平成17

年3月、平成20年12月一部改

正）を参考にしてください。 
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I6．副作用報告義務と

救済制度 

 重篤な副作用の報告義務（改正薬事法；平成

15年7月）について文書化されていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

重篤な副作用の報告義務

について文書化する必要が

ある。副作用報告があった場

合は輸血部からも厚生労働

大臣への報告を勧めること

が望ましい。救済制度の説明

を同意書にも盛り込むなど

して、文書化し、適用事例が

発生した際の対応について

も文書化する必要がある。 

J 自己血輸血 

J1．理念・目的 自己血輸血の実施方法を具体化しているが、

自己血輸血は実施されていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 「輸血療法の実施に関する

指針」において、待機的手術

患者における輸血療法とし

て積極的に推進することが

求められている。 

J2．採血前準備     

J3．採血    

J4．保管管理   

J5．実施   

J6．採血室   

J7．自己成分採血   

K 院内同種血採血 

K1．院内血の管理  院内同種血採血は行われていない。 非該当 

K2．受血者および供血

者の安全確保 

   

K3．採血    

K4．採血手順と保管    

K5．成分採血    
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３．要約 

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。よりよい輸血療法の構築のた

めに、以下の改善点を示します。 
 

３．１改善すべき事項 

① 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。 

② 輸血に関する説明と同意に関して、輸血部門でも同意取得を確認できるシステムを構築すべきで

ある。 

③ 手術室、ICUの血液専用保冷庫も輸血部門が管理すべきである。 

④ 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。 

⑤ 検査に使用する機器は、一定の間隔で精度管理を実施し、また、それらの結果を記録として残す

べきである。 

⑥ 院内共通の手順で実施するためには各部署が院内統一輸血手順書を共用すべきである。 

⑦ 「輸血療法の実施に関する指針」に述べられている通り、待機的手術患者における輸血療法とし

て積極的に貯血式自己血輸血を推進すべきである。 

 

３．２改善する必要がある事項 

① 血液製剤搬入時には使用期限の確認および外観検査を行い、その記録を残す必要がある。また搬

入時、血液センター職員のサインを残す必要がある。 

② 血液専用保冷庫等について、異常発生時迅速対応マニュアルを整備する必要がある。 

③ 輸血用血液の申し込み時には、診断名の入力が必要である。 

④ 輸血前後の感染症検査を実施する体制（マニュアル化など）を構築する必要がある。 

⑤ 輸血後遡及調査への対応方法が文書化され、医療機関として輸血を実施する診療科に周知徹底す

る必要がある。血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン（厚生労働省医薬食品局血液対策課；平

成17年3月、平成20年12月一部改正）を参考にしてください。 

⑥ 重篤な副作用の報告義務（改正薬事法；平成15年7月）について文書化する必要がある。 

⑦ 救済制度の説明を同意書にも盛り込むなどして文書化し、適用事例が発生した際の対応について

も文書化する必要がある。 

 
３．３改善が望まれる事項 
① 輸血療法委員会には、医療安全管理委員会からの参加、血液センターからのオブザーバー参加が

望まれる。 

② 血漿分画製剤については適正使用推進のためにも輸血部門での入出庫保管管理が望ましい。 

③ 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。 

④ 手術時の血液準備に関しては、輸血部の積極的関与によるMSBOS,SBOEの導入が望ましい。 

⑤ 輸血済みの血液バッグは数日間程度冷蔵保存されることが望ましい。 

⑥ 輸血前後の感染症検査の必要性を輸血同意書に盛り込むとともに、検査の実施状況を把握するこ

とが望ましい。 

⑦ 副作用報告があった場合は、主治医に対し、輸血部からも厚生労働大臣への報告を勧めることが

望ましい。 

 
以上 
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宮城県合同輸血療法委員会宮城県合同輸血療法委員会宮城県合同輸血療法委員会宮城県合同輸血療法委員会I&AI&AI&AI&A紙面調査紙面調査紙面調査紙面調査 

一次報告書一次報告書一次報告書一次報告書    

 

  施設：仙台市立病院 

  記入担当者：遠藤由一（医療技術部臨床検査科） 

  チェックリスト記入日：平成21年10月9日 

   

 

１． 施設概要 

１．１． 診療内容 

 地域の中核病院としても幅広く医療活動を行っている。 

 病床数は 525床、外来患者数は１日平均  名である。 

 診療部門は内科系  、外科系  がある。中央診療施設は臨床検査部、手術部、放射

線部、輸血部、高度救命救急センター、  がある。その他に薬剤部、看護部、事務部が

ある。 

 2008 年では  件の全麻手術が施行され、造血幹細胞移植は  件実施されており、

輸血療法は日常的に行われ、輸血の需要は非常に高い。 

   

１．２． 輸血量および廃棄率 

 2008年の血液製剤の使用量は、赤血球製剤：3,640単位、血小板製剤：7,117単位、新

鮮凍結血漿：1,742 単位、術前貯血式自己血輸血：  単位、廃棄率は赤血球製剤 10 単

位、血小板製剤 10単位、新鮮凍結血漿 36単位である。 

 アルブミン製剤の使用量は g、グロブリン製剤は g。輸血管理料の基準となる

FFP/MAP比は 0.5、アルブミン/MAP比は 1.9である。2008年輸血管理料Ⅱを取得して

いる（血漿交換を行わない半年間の集計結果より得られた FFP/MAP比に基づいて認定さ

れた）。 

１．３． 輸血部門 

・ 輸血部、手術部、ICUの配置 

・ 血液搬送方法 

・ 職員 常勤医師 名 非常勤医師 名 臨床検査技師 名（うち認定輸血検査技師   

  名）看護師 名 

・ マニュアルは以下のものが整備されている。（例）ABO血液型検査・Rh(D)抗原検査・

不規則抗体スクリーニング検査マニュアル、交差適合試験の検査マニュアル（緊急度に

応じた検査方法、夜間・休日含む）、使用試薬の精度管理方法のマニュアル、機器の精

度管理方法のマニュアル、大量追加輸血が必要になった時の手順書、輸血業務マニュア

ル、輸血実施マニュアル（夜間・休日含む）、自己血採取に関するマニュアル（採血・

分離・保存まで）、院内での輸血用同種血採取に関するマニュアル、輸血副作用発生時

のマニュアル（対応・処置内容・患者への説明と記録）その他「血液製剤の使用指針」

及び「輸血療法の実施に関する指針」（厚生省医薬安全局）「血小板製剤の適正使用につ

いて」（厚生省薬務局）「血液製剤保管管理マニュアル」（厚生省薬務局）「自己血輸

血：採血及び保管管理マニュアル」（厚生省薬務局）「輸血による GVHD予防のための

血液製剤に対する放射線照射ガイドライン IV」（日本輸血学会） 
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２．チェックリスト項目別 

項目 状況 改善案 

A.基本理念 

A1.基本理念 適正な輸血療法を心がけている。 重要事項は満たされている。 

B 輸血管理体制と役割 

B1. 輸血管理体制 （重要事項） 

□ 輸血療法委員会の設置 

□ 院内統一の輸血療法基準の作成と周知 

□ 施設内輸血手順書の整備 

□ 監査委員会 

□ 輸血責任医師の任命 

□ 輸血部門の設置 

□ 輸血業務担当技師の配置 

□ 検査技師による24時間体制 

□ インフォームドコンセントの取得 

□ 記録類の保管 

 

B2．輸血療法委員会 

 

 

 

輸血療法委員会が設置され、輸血療法委員長

は病院管理部門を代表する一人である。 

 各診療科と看護部、各中央診療部の代表から

なる 名により構成されている。医療事務部

門、医療安全管理委員会委員の参加はない。 

審議内容は、輸血副作用、適正使用、輸血感

染症検査、等々、多岐にわたり審議が行なわれ

ている。 

委員会は定期的に年6回以上開催されてい

る。 

委員会議事録が作成・保管され、病院管理会

議への開示および院内への周知が徹底されて

いる。 

輸血用血液および分画製剤の使用状況・廃棄

状況は輸血部門により把握されている。 

重要事項は満たされている。 

 輸血療法委員会には、医療

安全管理部門、医療事務部門

からも参加することが望ま

しい。 

血液センターからのオブ

ザーバー参加を招請するこ

とが望ましい。 

B3.輸血部門 輸血業務（輸血用血液、血漿分画製剤の入出

庫保管管理、輸血検査、輸血に関する医療事故

防止対策、副作用の管理と予防対策、輸血療法

に関する情報提供等）を一括して行える輸血部

門が整備されている。 

輸血業務全般を統括する輸血責任医師が任

命されている。 

血漿分画製剤の保管管理は輸血部門では行

重要事項は満たされている。 

 しかし、血漿分画製剤につ

いては適正使用推進のため

にも輸血部門での入出庫保

管管理が望ましい。 
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われていない。 

B3.4 担当技師の配置 輸血専任技師が配置され、検査技師による輸

血業務の24時間体制が構築されている。 

輸血専任技師による応援体制が整備されて

いる。 

輸血専任技師による非専任臨床検査技師へ

の輸血業務に関するトレーニングは必要時の

み実施されている。 

重要事項は満たされていな

い。 

 当直担当の非専任技師の

教育訓練について記録を残

す必要がある。 

B4．院内監査、記録の

保管  

 

監査委員会は設置されておらず、院内監査は

行われていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

決議したことの実効性確

認のために、監査委員会を設

置し、院内監査を実施すべき

である。 

B5．同意書、インフォ

ームドコンセント

(IC)  

 輸血用血液および血漿分画製剤（特定生物由

来製品）に関する説明文と同意書が作成されて

いる。 

 説明内容には、輸血療法の必要性、輸血療法

の種類、量、効果、輸血副作用、副作用の防止

対策、輸血を行わない場合のリスク、自己血輸

血の適応、緊急時の輸血療法、輸血検査、輸血

前後の感染症に関する検査の同意や検体保管

等に関する記載、健康被害救済制度等が盛り込

まれている。 

 同意書を輸血部門で確認している。 

 輸血拒否患者に対する施設内での意思と手

順がきめられている（免責文書は用意されてい

る）。 

重要事項は満たされている。 

 

C輸血用血液の搬入 

C1．血液センターから

の搬入 

血液製剤の照合・確認と記録は、時間外も含

めて血液製剤の種類、血液型、本数、製造番号、

使用期限日時、搬入時外観検査について行なわ

れている。 

輸血部門担当者（受領者）および血液センタ

ー職員（搬入者）のサインが残されている。 

重要事項は満たされている。 

  

D輸血用血液の保管管理 

D1．保管条件 輸血部門では自記温度記録計、警報装置付き

の保冷庫が設置され、自家発電装置付き電源に

接続している。 

重要事項は満たされていな

い。 

輸血用血液製剤専用保冷
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手術室で保管する場合にも同様の血液専用

保冷庫とし、この場合には輸血部門が保冷庫を

管理していない。 

 血小板の場合には、水平振盪で、温度管理が

できる保管庫である（または室内の温度管理）。 

庫は輸血部門が管理すべき

である。 

D2．日常および定期点

検 

 検査機器、血液専用保冷庫・冷凍庫の日常点

検が実施されている（保守点検マニュアルは整

備されていないが、点検の実施記録は保管され

ている）。手術部に設置された機器については

手術部で管理している。 

 保冷庫表示温度と庫内実測温度とが同じで

あることを確認していない。 

 検査機器、血液専用保冷庫・冷凍庫の定期点

検は実施していない（保守点検マニュアルの整

備はされていない）。 

 警報装置は時間外であっても察知できる体

制になっている。 

異常が発生した場合には、迅速に対応できる

体制は整備されているが、具体的な手順は文書

化されていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

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。 

また、異常時対応マニュア

ルを整備する必要がある。 

 

E 輸血用血液の在庫・返品管理 

E1．製剤管理 血液製剤は輸血部門が一括管理している。 

在庫管理は輸血専任技師、または当直担当輸

血検査技師が在庫管理を行っている。 

在庫数量は通常１日使用相当量である。 

重要事項は満たされている。 

 

E2．返品等の取り扱い 病棟から未使用で返却された血液は廃棄伝

票で管理し、医療廃棄物として廃棄している。 

輸血部門から搬出後、血液専用保冷庫で保管

された血液は転用している。 

重要事項は満たされている。 

 

E3．記録類の保管 輸血用血液、血漿分画製剤の使用記録は 20
年間保管されている。 

使用記録には患者氏名、住所（別に確認でき

る方法があればよい）、使用製剤名、製造番号、

輸血日等が確認できるよう記録されている。 
納入伝票、返品伝票、使用伝票は２年以上保

管されている。 

重要事項は満たされている。 
 

Ｆ 輸血用血液の受け払い管理      

Ｆ1．輸血用血液の発

注 

 輸血用血液の申し込みはコンピュータを使

用して行われている。 

 申し込み時には、必要項目（F1.130）が記入

重要事項は満たされている。 
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されている。 

 検体用ラベルには採血日、診療科名、患者ID、

患者氏名が記載されている（記入欄がある）。 

 交差適合試験用患者検体の採血担当者が特

定できるシステムになっていない。 

Ｆ2．輸血用血液の払

い出し 

 

 製剤の搬出の際には輸血部門担当者と受領

者の双方により照合が行われ、両者の署名が記

録されている。 

 照合項目として患者名、血液型、製造番号、

有効期限、交差適合試験検査結果が確認されて

いる。 

 １回の払出量を取り決めている（当日使用分

のみ）。 

搬出記録簿は交差適合試験報告書検査側控

えが兼ねている。 

 操作者、受け取り者名等、必要項目の記録は

記録簿ではなく交差適合試験報告書検査側控

えとコンピュータに記録保管されている。 

 血液製剤種類別に専用の搬送容器を使用し

ていない（銀色の輸送紙バックか輸送バック）。 

重要事項は満たされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（断熱性の容器？赤血球濃

厚液と新鮮凍結血漿が同じ

容器の中で接触していな

い？） 

F３．搬出後の血液の

取り扱い 
 血液の保管は輸血部門に限定し、一般病棟で

は保管していない。 
 手術室の血液専用保冷庫は輸血部門が管理

していない。 

 未使用ないし期限切れとなった血液は感染

性医療廃棄物として処理されている。 

重要事項は満たされていな

い。 

輸血用血液製剤専用保冷

庫は輸血部門が管理すべき

である。 

Ｇ 輸血検査      

Ｇ1．検査室の整備 検査室には、保冷庫、遠心器、恒温槽等必要

な機器が整備され、スペースも保持されてい

る。また、夜間緊急検査時にも同じ検査室を使

用している。 

重要事項は満たされている。 

 

G1.3 検査用試薬の

精度管理 

検査用試薬についての精度管理マニュアル

が整備され、実行されているが、実施者のサイ

ンが残されていない。 

重要事項は満たされている。 

G1.4 機器の保守管

理 

遠心機の回転数はチェックしていない。 

恒温槽の温度は表示温度と実測温度を定期

的に確認記録していない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 使用機器は、一定の間隔で

精度管理すべきである。ま

た、それらの結果を記録すべ

きである。 
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Ｇ2．血液型検査、不

規則抗体スクリ－ニ

ング 

G2.1 ABO血液型検査 

 ABO血液型検査マニュアルが整備されており

（通常時および緊急時）、検査はマニュアルに

従って行われている。 

 試薬は市販品を使用しており、自家製試薬・

血球は使用していない。 

自動検査機器を輸血検査に用いており、試薬

の精度管理も機能に含まれて実施されている。 

同一検体による二重チェックは、オートビュ

ー導入後は行なっていない。 

ABO血液型の報告は、電子データあるいは報

告書等の文書で行い、口頭での報告は行われて

いない。 

重要事項は満たされている。 

 

G2.2 Rho(D)抗原検

査 

 Rho(D)抗原検査マニュアルが整備されてお

り（通常時および緊急時）、検査はマニュアル

に従って行われている。 

 試薬は市販品を使用しており、自家製試薬・

血球は使用していない。 

自動検査機器を輸血検査に用いており、試薬

の精度管理も機能に含まれて実施されている。 

同一検体による二重チェックは、オートビュ

ー導入後は行なっていない。 

 Rho(D)抗原検査の報告は、電子データあるい

は報告書等の文書で行い、口頭での報告は行わ

れていない。 

重要事項は満たされている。 

G2.3 不規則抗体ス

クリーニング検査 

 不規則抗体スクリーニング検査マニュアル

が整備され、検査はマニュアルに従って行われ

ている。 

重要事項は満たされている。 

 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

逃しがなくなるため、発行す

ることが望ましい。 

Ｇ3．適合検査  交差適合試験検査マニュアルが整備され、マ

ニュアルに従って検査が行われている（通常時

および緊急時）。 

 結果報告は電子データあるいは報告書等の

文書で行い、口頭での報告は行われていない。 

 血液センターより供給された候補血の抗原

確認を実施している。 

重要事項は満たされている。 
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G3.2 緊急時検査等  緊急時のオモテ検査ウラ検査、RhD抗原検査

は、緊急度に応じてマニュアルに従って実施さ

れている。 

 他院からの血液の搬入は受け付けていない。 

重要事項は満たされている。 

G3.3 大量輸血時の適

合血 

G3.4 救命処置として

の輸血 

 大量輸血時に関する検査法に関するマニュ

アルが整備されている。 

重要事項は満たされていな

い。 

 大量出血時には、救命を優

先するために、異型適合血輸

血が行なえるよう、使用基準

を定めた手順書を整備して

おくことが必要である。危機

的出血への対応ガイドライ

ン（日本麻酔科学会、日本輸

血・細胞治療学会）を参考に

してはどうでしょうか。 

G3.5 乳児の検査  乳幼児の検査法、輸血に関するマニュアルが

整備されていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 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。 

Ｇ4．手術時の血液準

備量 

 

 手術時の血液準備量は、T&SとMSBOSが用いら

れているが、MSBOSは診療科において決められ

ている。 

重要事項は満たされている。 

 手術時の血液準備に関し

ては、輸血部の積極的関与に

よるMSBOS,SBOEの導入が望

ましい。 

Ｇ5.夜間、休日の対応

と輸血検査の管理 

判定基準を含む休日の輸血検査マニュアル

が文書化され常備されている。 

判定困難時のためのバックアップ体制が整

備されている。 

重要事項は満たされている。 

  

  

G6.コンピュータ 

クロスマッチ  

実施していない。 非該当 

Ｈ 輸血実施 
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Ｈ1．輸血用血液使用

基準 

 院内輸血療法委員会により適正使用基準が

定められている。 

 厚生労働省の「血液製剤の使用指針」、輸血

療法マニュアルが閲覧できるように各部署に

配布されている。 

 輸血の実施、必要性、効果について診療録に

記載されている。 

 「抱き合わせ輸血」（と考えられる）を行な

っている診療科が有る。 

重要事項は満たされている。 

  

Ｈ2．輸血前の管理 

 

 

 

 作業スペースも十分ではないが、連続して読

み合わせ照合が行われることがあり、一回一患

者の必要性が徹底されていない。 

適合票と血液製剤について製剤名、ABO血液

型、Rh(D)抗原、血液製造番号の全桁、有効期

限、単位数を複数人で照合している。 

 患者ベッドサイドでは、名前と血液型の確認

が行われている。 

照合確認者のサインが診療録に記録されて

いる。 

重要事項は満たされていな

い。 

 1回1患者ずつの照合確認

を行い、直ちに輸血を開始す

る必要がある。 

  

H3．輸血中の管理 

 

 

 輸血開始後5分、15分の患者の状態を観察し

記録している。 

副作用の有無を評価し記録している。 

重要事項は満たされている。 

  

H4．輸血終了後の管理 

 

 輸血終了後の確認記録（患者名、血液型、製

剤番号）についても明文化し、診療録に記録し

ている。 

重要事項は満たされている。 

 

I 副作用の管理・対策 

I1．副作用の管理・対

策 

 輸血副作用発生の報告システムが文書化さ

れている。 

 重篤な副作用が発生した場合には、迅速に対

応するためのマニュアルが整備されている。 

 輸血過誤については、医療安全管理室に報告

されるシステムになっており、その際に防止対

策も記録され、原因分析も行われる。 

重要事項は満たされている。 

  

  

I2．副作用モニター 急性副作用（急性溶血反応、TRALI, TACO, 重

症アレルギー反応、非溶血性発熱反応、細菌感

染症）のみならず、遅発性溶血性副作用発生に

ついても考慮している。 

 輸血前検体は3ヵ月から2年間を目安に保管

重要事項は満たされていな

い。 

 輸血前後の感染症検査に

ついては、輸血療法委員会で

実施を求める必要がある。 
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されている（-20℃以下）。 

 製剤セグメントは全例保管されている（輸血

後１ヵ月程度）。 

輸血済みの血液バッグは保管されていない。 

輸血後の検体保管が実施されている。 

 輸血済の血液バッグは数

日間程度冷蔵保存すること

が望ましい。 

I3．輸血前後の感染症

検査 

 

輸血前後の感染症検査については、HBs抗原、

HCV抗体、HIV抗体検査を実施している。 

重要事項は満たされている。 

輸血後検査として、HBV核

酸増幅検査、HCVコア抗原検

査を実施することが望まし

い。 

I4．副作用予防対策  予防対策のための適応基準は厚労省の指針

に準拠してマニュアルが作成されている。 

 輸血後GVHD回避のため、照射済みの血液製剤

を使用している。 

 高単位製剤（２単位赤血球濃厚液、大量使用

時は成分採血由来新鮮凍結血漿、同血小板濃厚

液）を使用している。 

重要事項は満たされている。 

I5．副作用遡及調査へ

の対応 

副作用遡及調査への対応が決められて文書

化されている。 

重要事項は満たされている。 

I6．副作用報告義務と

救済制度 

 重篤な副作用の報告義務について文書化さ

れている。 

重要事項は満たされている。 

 

J 自己血輸血 

J1．理念・目的 自己血輸血マニュアルが整備されており、一

部の診療科を除き貯血式自己血輸血が行なわ

れている。 

輸血部門が一括管理している。 

重要事項は満たされている。 

 

 

J2．採血前準備 

 

 

 自己血輸血に関する同意書、説明書、計画書

は整備されている。 

 説明文・同意書には(J2.200)の内容が含まれ

ている。 

 同意書は輸血部門でも確認している。 

 自己血採血計画書が輸血部門に提出されて

いる（オーダリング）。 

 術前貯血式自己血輸血の適応患者は

(J2.310)の条件を満たしている。 

 自己血輸血の適応、採血計画について輸血部

門医師に相談していない。 

重要事項は満たされている。 
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J3．採血 

 

 

 自己血バッグラベルには患者による自署が

なされている。 

 皮膚消毒は適切に行われている 

 採血終了後はチューブシーラーを使用しシ

ーリングしている。 

重要事項は満たされている。 

J4．保管管理 

 

ウイルス感染者の自己血輸血については、輸

血療法委員会で討議し、病院管理部から承認さ

れている。 

他の患者自己血と区別した保管方法が行わ

れている。 

ウイルス感染者専用の保冷庫が整備されて

いる。バイオハザードであることが明記されて

いる。 

自己血は他の患者に転用していない。 

発注は日赤血と同様にオーダリングの対象

となっている。 

使用時の確認は交差適合試験を実施してい

る。払い出しについても日赤血と同様の取り扱

いである。 

必要時に手術室に搬送しており、輸血部門に

返却されることはない。 

重要事項は満たされている。 

 

J5．実施 自己血輸血マニュアルに、実施時の手順が記

載され、日赤血と同様に取り扱っている。 

重要事項は満たされている。 

 

J6．採血室 

 

必要機器は整備され、環境は整えられてい

る。 

また、VVRの対応策が文書化されていない、

緊急用の機器、医薬品が準備されている。 

重要事項は満たされていな

い。 

 VVRの判定基準と対応策が

講じられ、文書化されること

が必要である。 

J7．自己成分採血 

 

実施されていない。 

（自己末梢血幹細胞採取は？） 

非該当 

 

K 院内同種血採血 

K1．院内血の管理 院内同種血採血は行なわれていない。 非該当 

K2．受血者および供血

者の安全確保 

   

K3．採血    

K4．採血手順と保管    

K5．成分採血    
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３．要約 

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る。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 

① 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。 

② 輸血用血液製剤専用保冷庫は輸血部門が管理すべきである。 

③ 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。 

④ 検査に使用する機器の精度管理について文書化し、また実施結果を記録すべきである。 

 

３．２改善する必要がある事項 

① 輸血専任技師による当直担当の非専任技師の教育訓練について記録を残すこと必要である。 

② 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。 

③ 大量出血時には、救命を優先するために、異型適合血輸血が行なえるよう、使用基準を定めた手

順書を整備しておくことが必要である。危機的出血への対応ガイドライン（日本麻酔科学会、日

本輸血・細胞治療学会）を参考にしてはどうでしょうか。 

④ 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。 

⑤ 1回1患者ずつの照合確認を行い、直ちに輸血を開始する必要がある。それらの照合確認の結果は、

その都度記録する必要がある。 

⑥ 輸血前後の感染症検査については、輸血療法委員会で実施を求める必要がある。 

⑦ 自己血採血においては、VVRの判定基準と対応策が講じられ、文書化されることが必要である。 

 
３．３改善が望まれる事項 
① 輸血療法委員会には、医療安全管理委員会、医療事務部門からの参加、血液センターからのオブ

ザーバー参加が望まれる。 

② 血漿分画製剤については適正使用推進のためにも輸血部門での入出庫保管管理が望ましい。 

③ 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がなくなるため、発行

することが望ましい。 

④ 輸血済の血液バッグは数日間程度冷蔵保存することが望ましい。 

⑤ 輸血後検査として、HBV核酸増幅検査、HCVコア抗原検査を実施することが望ましい。 

 

以上 
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宮城県合同輸血療法委員会宮城県合同輸血療法委員会宮城県合同輸血療法委員会宮城県合同輸血療法委員会I&AI&AI&AI&A紙面調査紙面調査紙面調査紙面調査 

一次報告書一次報告書一次報告書一次報告書    

 

  施設：NTT東日本東北病院 

  記入担当者：伊藤大輔（臨床検査部） 

  チェックリスト記入日：平成21年9月28日 

 

１． 施設概要 

１．１． 診療内容 

 地域の中核病院として幅広く医療活動を行っている。 

 病床数は 199床、外来患者数は１日平均 600 名である。 

 診療部門は内科系  、外科系  がある。中央診療施設は臨床検査部、手術部、放射

線部、輸血部、  がある。その他に薬剤部、看護部、事務部がある。 

 2008年では 397 件の全麻手術が施行され、輸血療法は日常的に行われ、輸血の需要

は非常に高い。 

   

１．２． 輸血量および廃棄率 

 2008年の血液製剤の使用量は、赤血球製剤：1,508単位、血小板製剤：9,360単位、新

鮮凍結血漿：120単位、血液製剤廃棄量は赤血球製剤 26単位、血小板製剤 50単位、新鮮

凍結血漿 58.5単位である。 

 アルブミン製剤の使用量は 2,512.5g。輸血管理料の基準となる FFP/MAP比は 0.1、ア

ルブミン/MAP比は 0.6である。輸血管理料の取得なし。 

 

１．３． 輸血部門 

・ 輸血部、手術部、ICUの配置 

・ 血液搬送方法 

・ 職員 常勤医師 名 非常勤医師 名 臨床検査技師 1 名（うち認定輸血検査技師 

名）看護師 名 

・ マニュアルは以下のものが整備されている。（例）ABO血液型検査・Rh(D)抗原検査・

不規則抗体スクリーニング検査マニュアル、交差適合試験の検査マニュアル（緊急度に

応じた検査方法、夜間・休日含む）、使用試薬の精度管理方法のマニュアル、機器の精

度管理方法のマニュアル、大量追加輸血が必要になった時の手順書、輸血業務マニュア

ル、輸血実施マニュアル（夜間・休日含む）、自己血採取に関するマニュアル（採血・

分離・保存まで）、院内での輸血用同種血採取に関するマニュアル、輸血副作用発生時

のマニュアル（対応・処置内容・患者への説明と記録）その他「血液製剤の使用指針」

及び「輸血療法の実施に関する指針」（厚生省医薬安全局）「血小板製剤の適正使用につ

いて」（厚生省薬務局）「血液製剤保管管理マニュアル」（厚生省薬務局）「自己血輸

血：採血及び保管管理マニュアル」（厚生省薬務局）「輸血による GVHD予防のための

血液製剤に対する放射線照射ガイドライン IV」（日本輸血学会） 
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２．チェックリスト項目別 

項目 ・状況 （□重要事項） 改善案 

A.基本理念 

A1.基本理念 □適正な輸血療法を心がけている。 重要事項は満たされている。 

B 輸血管理体制と役割 

B1.輸血管理体制 □ 輸血療法委員会の設置 

□ 院内統一の輸血療法基準の作成と周知 

□ 施設内輸血手順書の整備 

□ 監査委員会 

□ 輸血責任医師の任命 

□ 輸血部門の設置 

□ 輸血業務担当技師の配置 

□ 検査技師による24時間体制 

□ インフォームドコンセントの取得 

□ 記録類の保管 

 

B2．輸血療法委員会 

 

 

 

・ 輸血療法委員会が組織され、年６回開催さ

れている。 

・ 輸血療法委員会委員長は病院管理部門に所

属していない。 

・ 医療安全管理委員会委員の参加はない。 

・ 議事録が作成され、病院管理会議への開示、

院内への周知が実行されている。 

・ 輸血に伴う合併症の管理・対策は主治医に

任せている。 

 

□ 審議内容（輸血副作用、適正使用、輸血感

染症検査、輸血用血液および分画製剤の使

用状況・廃棄状況等） 

□ 輸血実施症例の検討と使用指針に基づいた

評価を行うこと。必要に応じて、保険診療

での査定状況も症例毎に検討すること。 

 

 

 

 

・ 医療安全管理委員会委員

の参加が望まれる。 

 

 

B3.輸血部門 ・ 輸血業務を一括して行える輸血部門が整備

されている。 

・ 輸血責任医師が任命されている。 

・ 血漿分画製剤の入出庫・保管・在庫管理が

輸血部門で行われている。 

・ E項の質問においては、夜

間・休日には輸血部門以外

の部署（病棟）からの製剤

発注がなされていると回

答されている。 

B3.4 担当技師の配

置 

・ 輸血専任技師が配置されている。 

・ 検査技師による輸血業務の24時間体制が構

築されている。 

・ E項の質問においては、夜

間・休日には輸血部門以外

の部署（病棟）からの製剤
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・ 輸血専任技師による応援体制が構築されて

いる。 

発注がなされていると回

答されている。 

B4．院内監査、記録の

保管  

 

・ 監査委員会は設置されておらず、院内監査

は行われていない。 

 

重要事項は満たされていな

い。 

・ 決議したことの実効性確

認のために、監査委員会を

設置し、院内監査を実施す

べきである。 

B5．同意書、インフォ

ームドコンセント

(IC)  

・ 輸血用血液および血漿分画製剤に関する説

明文と同意書が作成されている。 

・ 同意書取得が輸血部門で確認されていな

い。 

・ 輸血に関する説明書と同意書の書式に、輸

血前後の感染症に関する検査について盛り

込まれていない。 

 

重要事項は満たされていな

い。 

・ 輸血部門でも同意取得が

確認できるシステムを構

築すべきある。 

・ 説明内容に自己血輸血の

適応、輸血前後の感染症に

関する検査を盛り込むこ

とが望まれる。 

C 輸血用血液の搬入 

C1．血液センターから

の搬入 

・ 搬入時の照合においては、輸血部門担当者

により（時間外は病棟）血液型、本数、血液

製剤番号の確認はなされているが、使用期限

の確認は行われていない 

・ 搬入記録は血液センターからの納品書のみ

である。 

・ 製剤の外観検査は行われている。 

重要事項は満たされていな

い。 

・ 搬入時の照合においては

使用期限も確認する必要

が有る。 

 

D 輸血用血液の保管管理 

D1．保管条件 ・ 輸血用血液の保管は輸血部門に限定してい

る。 

・ 輸血部門では自記温度記録計付き、警報装

置付きの保冷庫が設置され、自家発電装置付

き電源に接続している。 

重要事項は満たされている。 

 

D2．日常および定期点

検 

・ 検査機器、血液専用保冷庫・冷凍庫の日常

点検および定期点検（保守点検マニュアルの

整備と実施、記録の保管）が実施されている。 

・ ただし、メーカーによる定期点検は実施さ

れていない。 

・ 保冷庫表示温度と庫内実測温度とが同じで

あることが確認されている。 

重要事項は満たされている。 

・ メーカーによる定期点検

を実施することが望まし

い。 
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・ 異常発生時迅速対応マニュアルが整備され

ている。 

 

E 輸血用血液の在庫・返品管理 

E1．製剤管理 ・ 在庫管理は輸血専任技師、または当直担当

輸血検査技師が在庫管理を行っているが、夜

間・休日の製剤発注は輸血部門以外の部署

（病棟）から行われている。 

□ 在庫数量は通常１日使用相当量である。 

重要事項は満たされていな

い。 

・ 製剤の発注は、時間外で

あっても輸血部門で一括

して行うべきである。 

E2．返品等の取り扱い ・病棟から未使用で返却された血液は感染性医

療廃棄物として廃棄している。 

重要事項は満たされている。 

 

E3．記録類の保管 ・ 輸血用血液、血漿分画製剤の管理台帳は輸

血部門が作成し、20年間保管している。 
・ 使用記録には患者氏名、住所、使用製剤名、

製造番号、輸血日等が確認できるよう記録さ

れている。 
・ 納入伝票、返品伝票、使用伝票は２年以上

保管されている。 

重要事項は満たされている。 
 

Ｆ 輸血用血液の受け払い管理      

Ｆ1．輸血用血液の発

注 

・ 輸血用血液の申し込みは伝票を使用して行

われている。 

・ 申し込み時には、必要項目が入力されてい

るが、年齢、診断名、術式、使用場所の記入

欄がない。 

・ 交差適合試験用検体に採血者名の記入欄は

設けられていない。 

 

重要事項は満たされていな

い。 

・ 輸血用血液の申し込みに

は、年齢、診断名、術式、

使用場所の記入が必要で

ある。 

・ 交差適合試験用検体の採

血担当者が特定できるこ

とが望ましい。 

Ｆ2．輸血用血液の払

い出し 

 

・ 製剤の搬出の際には輸血部門担当者と受領

者の双方により照合が行われるが、搬出記録

簿がないため両者の署名記録が残されてい

ない。 

・ 照合項目として患者名、血液型、製造番号、

有効期限、交差適合試験検査結果が確認され

ている。 

・ １回の払出量を取り決めている（当日使用

分のみ）。 

重要事項は満たされていな

い。 

・ 搬出記録簿を作成し、払

出者、受領者両者の確認署

名を残す必要がある。 

 

F３．搬出後の血液の

取り扱い 
・ 血液の保管は輸血部門に限定し、一般病棟、

手術室では保管していない。 
・ 未使用ないし期限切れとなった血液は感染

性医療廃棄物として処理されている。 

重要事項は満たされている。 
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Ｇ 輸血検査      

Ｇ1．検査室の整備 ・ 検査室には、保冷庫、遠心器、恒温槽等必

要な機器が整備され、スペースも保持されて

いる。 

・ 夜間緊急検査時にも同じ検査室を使用して

いる。 

重要事項は満たされている。 

 

G1.3 検査用試薬の

精度管理 

・ 検査用試薬についての精度管理マニュアル

が整備されていない。 

・ 自動機器用試薬は添付説明書に従って精度

管理をおこなっている。 

重要事項は満たされていな

い。 

 検査用試薬についての精

度管理マニュアルを整備す

べきである。 

G1.4 機器の保守管

理 

・ 遠心機の回転数はチェックしていない。 

・ 恒温槽の温度は表示温度と実測温度を定期

的に確認記録していない。 

・ 検査機器は業者による定期点検を行ってい

ない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 使用機器は、一定の間隔で

精度管理を行い、その記録を

残すべきである。 

Ｇ2．血液型検査、不

規則抗体スクリ－ニ

ング 

G2.1 ABO血液型検査 

・ ABO血液型検査マニュアルが整備され（通常

時および緊急時）、検査はマニュアルに従っ

て行われている。 

・ 異なるタイミングで採血された検体による

２回の血液型判定が実施されている。 

・ ABO血液型はオモテ試験およびウラ試験を

複数の技師で実施し、照合確認後に決定し記

録されている。 

・ ABO血液型の報告は、電子データあるいは報

告書等の文書で行い、口頭での報告は行われ

ていない。 

・ 試薬は市販品を使用しており、自家製試

薬・血球は使用していない。 

重要事項は満たされている。 

 

G2.2 Rho(D)抗原検

査 

・ Rho(D)抗原検査マニュアルが整備され（通

常時および緊急時）、検査はマニュアルに従

って行われている。 

・ 異なるタイミングで採血された検体による

２回の血液型判定が実施されている。 

・ Rho(D)抗原検査を複数の技師で実施し、照

合確認後に決定し記録されている。 

・ Rho(D)抗原検査の報告は、電子データある

いは報告書等の文書で行い、口頭での報告は

行われていない。 

重要事項は満たされている。 
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・ 試薬は市販品を使用しており、自家製試

薬・血球は使用していない。 

G2.3 不規則抗体ス

クリーニング検査 

・ 不規則抗体スクリーニング検査検査マニュ

アルが整備され（通常時および緊急時）、検

査はマニュアルに従って行われている。 

・ 不規則抗体スクリーニング検査の報告は、

電子データあるいは報告書等の文書で行い、

口頭での報告は行われていない。 

・ 試薬は市販品を使用しており、自家製試

薬・血球は使用していない。 

重要事項は満たされている。 

・ 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。 

Ｇ3．適合検査 ・ 交差適合試験検査マニュアルが整備され、

マニュアルに従って検査が行われている（通

常時および緊急時）。 

・ 結果報告は電子データあるいは報告書等の

文書で行い、口頭での報告は行われていな

い。 

重要事項は満たされている。 

 

G3.2 緊急時検査等 ・ 緊急時のオモテ検査ウラ検査、RhD抗原検査

は、緊急度に応じてマニュアルに従って実施

されている。 

・ 持ち込み血液に関する質問には未回答。 

重要事項は満たされている。 

G3.3 大量輸血時の適

合血 

G3.4 救命処置として

の輸血 

・ 大量輸血、乳幼児の輸血に関するマニュア

ルが整備されている。 

・ 大量出血時には、救命を優先するために、

異型適合血輸血が行なえるよう、学会ガイド

ラインが整備されている。 

重要事項は満たされている。 

G3.5 乳児の検査 ・ 乳幼児の検査法、輸血に関するマニュアル

が整備されている。 

重要事項は満たされている。 

Ｇ4．手術時の血液準

備量 

 

・ 手術時の血液準備には、T&SやMSBOSが用い

られていない。 

 

重要事項は満たされていな

い。 

・ 手術時の血液準備には、

T&Sを導入する必要があ

る。 

・ 手術時の血液準備に関し

ては、輸血部の積極的関与

によるMSBOS,SBOEの導入

が望ましい。 
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Ｇ5.夜間、休日の対応

と輸血検査の管理 

・ 判定基準を含む休日の輸血検査マニュアル

が文書化され常備されている。 

・ 判定困難時のためのバックアップ体制が整

備されている。 

 

重要事項を満たしている。 

・ しかし、最終判定にいた

る検査結果についても記

録することが望ましい。 

 

G6.コンピュータ 

クロスマッチ  

・ システム上、患者と輸血用血液の血液型が

異なる場合や製剤の選択が誤っている場合

などに警告が発せられる。 

・ 患者の血液型が２回以上異なる検体により

確認されている。 

・ 血液製剤の血液型が再確認されている。 

重要事項は満たされている。 

 

Ｈ 輸血実施 

Ｈ1．輸血用血液使用

基準 

・ 院内輸血療法委員会により適正使用基準が

定められている。 

・ 輸血の実施、必要性、効果について診療録

に記載されている。（同意書に上記内容記載

して診療録にファイルしている） 

重要事項は満たされていな

い。 

・ 輸血実施、必要性、効果

等について診療録に記録

する必要がある。 

Ｈ2．輸血前の管理 

 

 

 

・ 輸血用血液の準備は１回１患者としてい

る。 

・ 適合票と血液製剤について製剤名、ABO血液

型、Rh(D)抗原、血液製造番号の全桁、有効

期限、単位数を複数人で照合している。 

・ 患者ベッドサイドでは、名前と血液型の確

認が行われている。 

・ 照合確認者のサインが診療録に記録されて

いる。 

重要事項は満たされている。 

  

H3．輸血中の管理 

 

 

・ 輸血開始後5分、15分の患者の状態を観察し

記録している。 

・ 副作用の有無を評価し記録している。 

重要事項は満たされている。 

  

H4．輸血終了後の管理 

 

・ 輸血終了後の確認記録（患者名、血液型、

製剤番号）についても明文化し、診療録に記

録している。 

重要事項は満たされている。 

 

I 副作用の管理・対策 

I1．副作用の管理・対

策 

・ 輸血副作用の診断、治療、予防は主治医に

任されている。 

・ 副作用予防対策、重篤な副作用発生時の対

処法については輸血療法のガイドラインに

準拠している。 

重要事項は満たされていな

い。  

・ 診療科からの自発的副作

用報告以外にも、輸血副作

用が無かったこともすべ
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・ 輸血副作用の報告システムがある。 

・ 輸血副作用の発生状況は、輸血療法委員会

に報告されており、対策が検討されている。

しかし、副作用の報告は各診療科の自発性に

委ねているので、軽微な副作用の発生状況把

握は不明である。 

・ 血液センターの照射血を使用している。 

・ 重大な事例や専門的な内容については輸血

責任医師も情報を共有している。 

ての輸血についてモニタ

ーできることが必要であ

る。 

 

  

I2．副作用モニター ・ 急性副作用（急性溶血反応、TRALI, TACO, 重

症アレルギー反応、非溶血性発熱反応、細菌

感染症）のみならず、遅発性溶血性副作用発

生についても考慮している。 

・ 輸血前後の検体は3ヵ月から2年間を目安に

保管されている。 

・ 製剤セグメントは輸血後１ヵ月程度保管さ

れている。 

・ 輸血済みの血液バッグは保管されていな

い。 

重要事項は満たされている。 

・ 輸血済みの血液バッグは

数日間程度保管すること

が望ましい。 

 

 

I3．輸血前後の感染症

検査 

 

・ 輸血前後の感染症検査の実施については、

診療科に委ねている。 

 

 

重要事項は満たされていな

い。 

・ 輸血前後の検査を実施す

る体制を構築する必要が

ある。 

・ 検査の必要性を輸血同意

書に盛り込むとともに、検

査の実施状況を把握する

ことが望ましい。 

I4．副作用予防対策 ・ 高単位製剤（２単位赤血球濃厚液、大量使

用時は成分採血由来新鮮凍結血漿、同血小板

濃厚液）の使用についての施設内適応基準は

設けられていない。 

・ 血液センター照射血を使用している。 

重要事項は満たされている。 

I5．副作用遡及調査へ

の対応 

・ 副作用遡及調査への対応が決められて文書

化されている。 

 

重要事項は満たされている。 

I6．副作用報告義務と

救済制度 

・ 輸血療法委員会で広報しているが、実施は

各診療科に委ねられている。（救済制度につ

いては同意書に記載している） 

 

重要事項は満たされていな

い。 

・ 重篤な副作用の報告義務

について文書化する必要
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がある。 

・ 副作用報告があった場合

は輸血部からも厚生労働

大臣への報告を勧めるこ

とが望ましい。 

・ 救済制度の説明を同意書

にも盛り込むなどして、文

書化し、適用事例が発生し

た際の対応についても文

書化する必要がある。 

J 自己血輸血 

J1．理念・目的 実施されていない。  

J2．採血前準備     

J3．採血    

J4．保管管理   

J5．実施   

J6．採血室   

J7．自己成分採血   

K 院内同種血採血 

K1．院内血の管理 院内同種血採血は行われていない。  

K2．受血者および供血

者の安全確保 

   

K3．採血    

K4．採血手順と保管    

K5．成分採血   
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３．要約 

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のでご検討ください。 
 
３．１改善すべき事項 

① 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。 

② 輸血に関する説明と同意に関して、輸血部門でも同意取得が確認できるシステムを構築すべきで

ある。 

③ 血液製剤の発注は、時間外であっても輸血部門で一括して行うべきである。 

④ 検査用試薬についての精度管理マニュアルを整備すべきである。 

⑤ 検査に使用する機器の精度管理について文書化し、また実施結果を記録すべきである。 

 

３．２改善する必要がある事項 

① 血液製剤搬入時は使用期限の確認が必要である。 

② 輸血用血液の申込みには、患者の年齢、診断名、術式、使用場所の記入が必要である。 

③ 血液製剤払い出しの際には、搬出記録簿を作成し、払出者、受領者両者の確認署名を残す必要が

ある。 

④ 手術時の血液準備には、T&Sを導入する必要がある。 

⑤ 輸血の実施や必要性、効果は適切に診療録に記載される必要がある。 
⑥ 診療科からの自発的副作用報告以外にも、輸血副作用がなかったこともすべての輸血についてモ

ニターできることが必要である。 
⑦ 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。 
⑧ 重篤な副作用の報告義務について文書化する必要がある。 
⑨ 被害救済制度の説明を同意書に盛り込むなどして文書化し、適用事例が発生した際の対応につい

ても文書化する必要がある。 
 
３．３改善が望まれる事項 
① 輸血療法委員会には、病院管理部門と医療安全管理部門からも参加することが望ましい。 

② 輸血に関する説明内容に、自己血輸血の適応、輸血前後の感染症検査を盛り込むことが望ましい。 

③ 検査機器や血液専用保冷庫等のメーカーによる定期点検を実施することが望ましい。 

④ 交差適合試験用検体の採血担当者が特定できることが望ましい。 

⑤ 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。 

⑥ 手術時の血液準備に関しては、輸血部の積極的関与によるMSBOS,SBOEの導入が望ましい。 

⑦ 輸血検査においては、最終判定にいたる検査結果についても記録することが望ましい。 

⑧ 輸血済みの血液バッグは数日間程度保管することが望ましい。 

⑨ 輸血後感染症検査の実施状況を把握することが望ましい。 

⑩ 重篤な副作用報告があった場合は、主治医に対し、輸血部からも厚生労働大臣への報告を促すこ

とが望ましい。 

以上 
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