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１． 施設概要 

１．１． 診療内容 

 地域のがん治療専門病院として幅広く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 320.2（2008年度）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、  がある。その他に薬剤部、看護部、事務部、輸血業務を一括して行っている輸

血部門（血液管理室）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、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：2632 単位、血小板製剤：7280 単位、新

鮮凍結血漿：532単位、術前貯血式自己血輸血：133単位、廃棄率は赤血球製剤 68単位、

血小板製剤 0単位、新鮮凍結血漿 12単位である。 

 アルブミン製剤の使用量は 13600g、グロブリン製剤は 812.5g。輸血管理料の基準とな

る FFP/MAP比は 0.2、アルブミン/MAP比は 1.7である。2007年から輸血管理料 IIを

取得している。 

 

１．３． 輸血部門 

・ 輸血部、手術部、HCU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 

・ マニュアルは輸血慮法委員会で作成された「輸血療法マニュアル」が整備されており

以下の項目が含まれている。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など。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）を準備している。 
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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 

 

 

 

 輸血療法委員会は  に組織されている。   

が委員長を務め、各診療科と看護部、医療事務

部門、医療安全管理委員会の代表からなる 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、輸血感

染症検査等の議事が行われた記録が残されて

おり、年6回開催されている。輸血用血液の使

用状況は輸血部門が報告している。輸血部門に

おいて血漿分画製剤の保管は行われていない

が、使用状況、廃棄製剤は把握されている。血

液センターには年１回講習会を依頼している。 

重要事項は満たされている。 

 

B3.輸血部門 輸血業務を一括して行える輸血部門を整備

している。 

1名の兼任医師と 名の輸血検査技師を含む 

名で組織されている。 

輸血責任医師が任命されている。 

血漿分画製剤の保管管理、入出庫管理は薬剤

部で行われている。 

輸血事故防止対策と輸血副作用予防対策は、 

輸血療法委員会で作成した「輸血療法マニュ

アルに記載している。 

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

にも輸血部門での保管管理

が望ましい。 
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B3.4 担当技師の配置 輸血専任技師が配置され、専任ではない検査

技師も含め日直が行われている。また夜間など

の時間外についてはPHSによる呼び出しで対応

しており、輸血検査は検査技師のみが行ってい

る。 

日当直で対応困難な場合のバックアップ体

制はオンコールにより構築されている。 

非専任技師については、輸血担当技師によ

り、検査部研修会や個別対応でのトレーニング

を行い、その実施状況を記録している。 

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、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

ても盛り込まれている。 

 輸血同意書は診療録に貼付保管されている。 

 輸血同意書の有無は、輸血製剤指示時のオー

ダ入力必須項目となっており、輸血部門におい

ても確認できる。 

輸血拒否患者に対する免責文書は用意され

ていない（病院の方針として、輸血療法を必要

と判断された患者が輸血を拒否した場合には、

説得または治療を行わず転院を勧める）。 

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 

搬入時においては、時間外も含めて血液型と

本数、血液製剤番号、使用期限が確認され記録

が残されている。 

受領者および血液センター搬入者は搬入時

のサインを残している。 

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る。 

  

D 輸血用血液の保管管理 

D1．保管条件 個人用に払い出された製剤は、使用まで一時

的に病棟の血液保冷庫で保管されることがあ

る。 

重要事項は満たされている。 
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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。 

D2．日常および定期点

検 

血液保冷庫の温度表示を毎日確認記録して

いる。 

警報装置の動作確認や、保冷庫表示温度と庫

内実測温度との比較確認は行われている。 

 検査機器については業者による定期的な点

検が行われている。 

異常発生時迅速対応マニュアルは整備され、

迅速対応できる体制になっている。 

重要事項は満たされている。 

 

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。在庫数量

は、血液センターとも相談し、設定している（通

常１日使用相当量）。 

重要事項は満たされている。 

 

E2．返品等の取り扱い 温度管理された輸血用血液専用保冷庫を整

備していな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 血液製剤在庫管理は、納入、出庫、使用、廃

棄等の記録がコンピュータに記録され管理・保

管されており、電子データは 20年間保管とな

っている。 
血漿分画製剤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。 
しかし、適正使用のために

も血漿分画製剤の管理も輸

血部門が行うことが望まし

い。 

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シス

テム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。 

 交差試験用検体の提出の有無は輸血部門で

確認している。 

 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る。 

 

Ｆ2．輸血用血液の払

い出し 

 

 製剤の払い出しは当日輸血分に限定してい

る。 

 払い出しの際には、輸血部門担当者、受領者

双方で照合確認を行っている。 

 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

重要事項は満たされている。 
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いる。 

 搬出記録簿が作成され、搬出記録簿には払出

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 
 夜間・休日など個人用として病棟に払い出さ

れた血液は、病棟の輸血用血液専用保冷庫に保

管されることがある。 
手術室には輸血部門管理血液専用保冷庫が

設置されている。使用しなかった場合は、手術

終了時に輸血部に返却され他の患者への転用

を図っている。 
HCUには輸血用血液専用保冷庫が設置され

ている。 

重要事項は満たされている。 

 

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 

検査用試薬精度管理マニュアルが整備され、

定期的に実施されている。 

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

的に確認しているが、記録は残されていない。 

その他の検査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。 

 確認後の恒温槽の表示温

度と実測温度は記録として

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いる。 

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。 

口頭での結果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いる。 

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。 

 口頭での結果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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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いる。 

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。 

 口頭での結果報告は行われていない。 

 不規則抗体が検出された場合には、患者に検

査報告書を渡すことにしている。 

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）。 

 搬入された適合血については、抗原陰性確認

検査（Rh因子、Lea, Lebのみ）を行っている。 

口頭での検査結果の報告は行われていない。 

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。 

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 

 持ち込み血液、大量輸血に関するマニュアル

が整備されている。 

 持ち込み血液はマニュアル上、使用しないこ

とになっている。 

重要事項は満たされている。 

G3.5 乳児の検査  実施していない。 非該当 

Ｇ4．手術時の血液準

備量 

 

 手術時の血液準備にはT&Sが用いられている

が、MSBOSは導入されていない。 

  

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。 

時間外担当者が判定困難な場合のバックア

ップ体制が整備されている。 

最終判定の根拠は記録されている。 

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  

コンピュータクロスマッチを導入している。 

システム上、患者と輸血用血液の血液型が異

重要事項は満たされている。 
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なる場合には警告が表示される。 

Ｈ 輸血実施 

Ｈ1．輸血用血液使用

基準 

 輸血療法委員会で設定された血液使用基準

はないが、厚生労働省の実施指針が閲覧できる

ように各部署に配布されている。 

 遵守については各科に委ね、診療録記載は確

認されていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

 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 

 

 

 

輸血療法委員会で作成した輸血療法マニュ

アルに手順が記載されている。 

照合確認のダブルチェックが実施され、確認

者名が記録されている。 

外観検査、製剤名、単位数、製剤番号、有効

期限の確認は行われている。 

作業スペースも十分ではなく、連続して読み

合わせ照合が行われることがあるが、一回一患

者は徹底されている。 

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分の観察は、主に看護師

によって行われ、診療録に記載されている。 

 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 

 

 輸血終了時は、患者名、血液型、製剤番号、

副作用の有無について確認し、診療録に記載さ

れている。 

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 

 主な輸血副作用の説明と対策は輸血療法マ

ニュアル「副作用の管理・対策」の項に記載さ

れている。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。 

 血液センターより照射血を購入し、院内での

血液照射は行っていない。 

 中等度以上の副作用の場合には、血液センタ

ーに報告し、原因究明調査を依頼している。 

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。 

重要事項は満たされている。 

  

 

I2．副作用モニター 急性および遅発性副作用、TRALI、GVHDには

特に注視している。 

重要事項は満たされている。 

 輸血済みの血液バッグは
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副作用発生時の検査は、溶血性副作用を中心

に取り決めており、その他の副作用についても

輸血療法マニュアル「副作用の管理・対策」の

項に定めている。 

輸血前検体はほぼ全例2年間保管されるが、

輸血後検体については、保管されていない。 

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保管は行われていな

い。 

数日間冷蔵保管することが

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については、輸血同意

書にその必要性を記載し実施を求めている。実

施については、診療科に委ねているが、輸血部

門で実施を勧奨、その実施状況を把握し、委員

会で報告している。 

HBc抗体は手術患者以外の患者を対象にして

いる。 

C型肝炎は、輸血前はHCV抗体のみ、輸血後は

HCVコア抗原を実施している。 

重要事項は満たされている。 

 

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。 

 血液センターより照射血を購入している。 

 高単位製剤を使用するよう心がけている。 

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 

 重篤な副作用が発生した場合の報告につい

て文書化されている。 

 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、病

院全体として貯血式自己血輸血を積極的に行

っている。 

重要事項は満たされている。 
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J2．採血前準備 

 

 

 インフォームドコンセントがなされ、同意書

が診療録に添付されているが、検査輸血部門で

は確認されず、写しも保管されていない。 

 HBV、HCV、HIVのみ検査を実施している。 

 感染症マーカー陽性患者は自己血輸血対象

外にしている。 

 自己血輸血申込書に、合併症、投薬の記載欄

がない。 

 採血計画書は作成されていない。 

 貯血量はMSBOSに基づいて決定されていな

い。 

 手術予定日の３日以内の採血は原則行わな

いことにしているが、手術までの日数がない場

合には主治医の判断で実施することがある。 

重要事項は満たされていな

い。 

 同意書は、輸血部門にて確

認できる体制にする必要が

ある。 

J3．採血 

 

 

輸血療法委員会において採血基準が定めら

れている。 

採血は、落差式採血方法が実施されている。  

穿刺部位の消毒には、原則ポピドンヨード液

を用いるがヨード過敏症の場合はグルコン酸

クロルへキシジンアルコールが使用されてい

る。採血者は穿刺時滅菌手袋を使用している。 

採血バッグのラベルには患者自身により署

名され、採血後はチューブシーラーにてシール

している。 

妊婦からの採血は行っていない。 

しかし、輸血療法委員会にて採血責任者が定

められていない。 

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、自己血貯血対象外とし

ている。 

自己血専用の血液保冷庫を整備している。 

保管方法は原則として液状保管のみを行っ

ている。 

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。ABO血液型、Rh(D)血液型の確認は行ってい

ない。 

払い出し、返品についても日赤血と同様の取

り扱いである。 

重要事項は満たされている。 
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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。 

自己血輸血の副作用が把握されている。 

血液センターとの技術協力は行っていない。 

重要事項は満たされている。 

 

J6．採血室 

 

採血用ベッドは他の採血、注射と共用で、自

己血専用ではない。 

また、VVRの対応策は文書化されていないが、

緊急用の機器、医薬品は準備されている。 

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 

 

実施していない。 非該当 

 

K 院内同種血採血 

K1．院内血の管理  全血の同種血採血に関する適応基準は設け

られている。 

 末梢血幹細胞採取は逐次行っている。 

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 

 採血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。 

K3．採血  採血基準書は輸血療法マニュアルに作成さ

れている。 

重要事項は満たされている。 

K4．採血手順と保管  実施基準・手順は決められているが、リスク

などの面から推奨していない。実施する時は輸

血部門に連絡し、万が一実施した場合は後日輸

血療法委員会での検証を行うことが輸血療法

マニュアルに記載されている。 

重要事項は満たされている。 

 

K5．成分採血  実施していない。 

 同種末梢血幹細胞採取は各診療科で実施し

ている。 

重要事項は満たされている。 

K6.院内同種血輸血に

関する同意書・インフ

ォームドコンセント 

同意書・説明書は整備されている。 重要事項は満たされている。 
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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が、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 確認後の恒温槽の表示温度と実測温度は記録として残すべきである。 

 

３．２改善する必要がある事項 

① 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。 

② 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。 

③ 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 血漿分画製剤は適正使用推進のためにも、輸血部門での保管管理が望ましい。 

② 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。 

③ 輸血済みの血液バッグは数日間冷蔵保管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I&A紙面調査 

一次報告書 

 

  施設：東北公済病院 

  記入担当者：遠藤善浩（臨床検査科） 

  チェックリスト記入日：平成21年11月25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い医療活動を行っている。附属の健康医学センターでは、

人間ドック、脳ドック等の健診機能を有している。 

 病床数は 320 床、外来患者数は１日平均 700 名である。 

 診療部門は内科、循環器科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科、麻酔科、産婦人科、

小児科、泌尿器科、放射線科、歯科、歯科口腔外科がある。中央診療施設は臨床検査部、

手術部、放射線部、総合周産期母子医療センター、材料部、集中治療部、病理部、感染制

御部、卒後臨床研修センター、内視鏡センターがある。その他に薬剤部、看護部、事務部

がある。 

 2008 年では全麻約 2000 件の手術が施行され、輸血療法は日常的に行われており、輸血

の需要は比較的高い。 

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：1,150 単位、血小板製剤：535 単位、新鮮

凍結血漿：567 単位、術前貯血式自己血輸血：336 単位、廃棄率量は赤血球製剤 246 単位、

血小板製剤 10 単位、新鮮凍結血漿 51 単位である。 

 アルブミン製剤の使用量は 3528g、グロブリン製剤は 500g。輸血管理料の基準となる

FFP/MAP 比は 0.4、アルブミン/MAP 比は 0.8 で、2010 年４月から輸血管理料 II を取得の

見込みである。 

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 0 名 非常勤医師 0名 臨床検査技師 3 名（うち認定輸血検査技

師 0 名）看護師 0 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 安全かつ適正な輸血療法を心がけている。最新

の指針に準拠し、輸血療法の質を高めるための

管理体制を構築している。 

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、規約は文書化さ

れている。病院管理部門を代表する診療部次長

が委員長を務め、複数の診療科医師と看護部、

輸血部門、薬剤部、医療安全管理委員会、医療

事務部門の代表からなる 名により構成され

ている。委員会は年6回開催されている。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

染症検査等々、多岐にわたり議事が行われた記

録が残されており、病院管理部門に報告され、

また委員構成員にも配布されている。輸血用血

液の使用状況、廃棄血、分画製剤使用状況、廃

棄状況は把握されている。 

□院内統一の輸血療法基準の作成(H1.110)と

周知 

□ 施設内輸血手順書の整備 

重要事項は満たされている。 

 輸血療法委員会には、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（診療科兼任）は任

命されている。血漿分画製剤の保管管理も輸血

部門で業務が行われている。 

輸血事故防止対策と輸血副作用予防対策は

重要事項は満たされている。 
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医療安全管理マニュアルに記載されている。 

B3.4 担当技師の配置  輸血専任技師による輸血検査の24時間体制

は困難であるため、非専任技師との合同により

行われている。非専任技師については、輸血業

務に関するトレーニングが行われていない。輸

血専任技師のバックアップ体制は構築されて

いる。 

重要事項は満たされていな

い。 

 日当直担当の非専任技師

に対する定期的な教育訓練

を実施し、その記録を残す必

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、輸血前の検体保管については

盛り込まれていない。また患者住所の記載欄が

ない。 

 同意書は診療録に貼付されているが、輸血部

門での保管または確認は行っていない。 

輸血後感染症検査については2010年1月にお

いて整備済みとなっている。 

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 

 

C 輸血用血液の搬入 

C1．血液センターから

の搬入 

 血液製剤搬入時は時間外も含めて、血液型、

本数、血液製剤番号、使用期限の確認も行って

いる。また、血液センターの職員は搬入時にサ

インを行っている。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る。 

  

D輸血用血液の保管管理 

D1．保管条件  血液製剤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 

 日常的な血液専用保冷庫の表示確認は行わ

れているが、定期的な機器点検は行われていな

い。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。異常発生時の体制は整備され

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

の確認を日常的に行い、記録

すべきである。検査機器、保

冷庫等の日常および定期点
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検の実施方法は、保守点検マ

ニュアルを整備し、チェック

リストに従って点検し、その

記録を保管する。 

また、異常発生時迅速対応

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

は一日使用相当量とし、血液センターとは相談

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  専用冷蔵庫で保管されなかった血液は廃棄

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 □血液製剤在庫管理は、納入、出庫、使用、廃

棄等の記録が電子データとして記録され 20年

間管理・保管されている。 

 

重要事項は満たされている。 

保管記録の項目に患者住

所も含まれる必要があるが、

患者 ID 等により別に住所が

同定できる方法があれば記

録されてなくてもよい。 

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。申し込み伝票には、診断名、術式、

輸血歴、妊娠歴、副作用歴の有無の記入欄がな

い。 

 交差適合試験用検体には患者IDは記載され

ていない。 

 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。 

□交差適合試験用検体の輸血部への提出方法 

重要事項は満たされていな

い。 

輸血用血液の申し込み伝

票には、診断名、術式、輸血

歴、妊娠歴、副作用歴の有無

の記入が必要である。 

交差適合試験用検体ラベ

ルには採血日、患者氏名、患

者ID、診療科名の記載（印字）

が必要である。 

Ｆ2．輸血用血液の払

い出し 

 

 製剤の搬出は当日輸血分に限定されている。

払い出しの際には、払出者と受領者により復唱

確認がなされている。 

搬出記録簿（受払伝票）に払出者と受領者のサ

イン記入欄がない。 

□赤血球製剤用、凍結血漿用、血小板製剤用に

別々に搬送容器（血液製剤専用のクーラーボッ

クス）が整備されている。 

重要事項は満たされていな

い。 

 払い出しの際には、患者氏

名、血液型、製剤番号等を確

認後、払出者と受領者のサイ

ンが必要である。 

222



F３．搬出後の血液の

取り扱い 

 病棟でも輸血用血液の保管を行っている（血

液専用保冷庫の設置？）。 

手術室では輸血部門の管理する血液専用保

冷庫を用いて血液の一時保管を行っている。 

使用しなかった場合は輸血部門に返却し、廃

棄処理されている。 

 

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、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。 

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。また、夜間緊急検査

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 

検査用試薬の精度管理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。 

 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。検査機器は業者により定期的

に点検を行っているが、成分採血装置は行って

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

精度管理を実施し、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いる。輸血検

査に自動検査機器は用いられていない。 

ABO血液型検査結果は同一検体について二重

チェックが行われていない（異なる二人の検査

者が独立で検査する体制にない）。 

□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。 

 

 

G2.2 Rho(D)抗原検査  Rho(D)抗原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いる。輸血

検査に自動検査機器は用いられていない。 

Rho(D)血液型検査結果は同一検体について二

重チェックが行われていない。 

□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
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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はマニュア

ルに沿って用手法により行われている。 

 不規則抗体が検出された場合、抗体名の記載

されたカードは発行されていない。 

□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。 

 

 

 不規則抗体が検出された

場合、抗体名の記載された携

帯用カードを発行すること

が望ましい。 

Ｇ3．適合検査  適合検査はマニュアルに沿って用手法によ

り行われている。 

交差適合試験に用いられる検体は、血液型検査

時と異なる時期に採血されている。 

□結果の報告のしかた。 

 

 

G3.2 緊急時検査等  緊急時の交差適合試験手順書は整備されて

いない。他院から患者とともに血液が搬送され

てきた場合？ 

 

G3.3 大量輸血時の適

合血 

 大量出血時のABO異型適合血輸血の実施基準

がある。 

重要事項は満たされている。 

  

G3.4 救命処置として

の輸血 

 ABO異型適合血輸血の実施基準がある。 重要事項は満たされている。 

G3.5 乳児の検査  乳幼児の輸血に関する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。 

 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 

 

 T&Sが導入されている。手術時の血液準備量

にMSBOS,SBOEが用いられていない。 

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 

夜間、休日の輸血検査マニュアルは整備され

ていない。判定基準は文書化されていない。 

結果判定記録は保存されていない。 

 

 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 コンピュータクロスマッチは導入されてい 非該当。 
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クロスマッチ  ない。  

Ｈ 輸血実施 

Ｈ1．輸血用血液使用

基準 

 輸血療法委員会によって定められた輸血用

血液の院内適正使用基準が定められている。 

□輸血の実施、必要性、効果についての診療録

への記載 

 

  

Ｈ2．輸血前の管理 

 

 

 

照合確認時のダブルチェックは実施されて

いる（項目；ABO血液型、Rho(D)抗原、血液製

造番号、製剤名、照射日、有効期限、判定結果、

単位数？）。一回一患者分の準備は実行されて

いる。施行者が照合確認後に診療録にサインし

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分の観察は実行され診療

録に記録されている。 

重要事項は満たされている。 

  

H4．輸血終了後の管理 

 

 輸血終了時は、副作用の有無について確認す

ることになっているが、記載は十分ではなかっ

た。 

重要事項は満たされていな

い。 

輸血終了後の確認記録に

ついても明文化し、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 

 副作用の院内報告システムは整備されてい

ない。 

 主な輸血副作用の説明と対策は輸血部門マ

ニュアルに記載されている。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。 

 照射済製剤のみを購入している。 

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

情報を共有するが、すべての事例について把握

しているわけではない。 

重篤な副作用発生時の緊急連絡方法は文書

化されていない。 

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

が無かったことも含めてす

べての輸血についてモニタ

ーできることが必要である。 

  

I2．副作用モニター 輸血前検体は2年間を目安に保管されている

が、輸血後検体について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
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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。 

数日間冷蔵保存することが

望ましい。 

I3．輸血前後の感染症

検査 

平成22年１月から開始されている。 重要事項は満たされている。 

I4．副作用予防対策  高単位製剤を使用している。照射済製剤を使

用している。 

 副作用予防対策のための適応基準は作成さ

れていない。 

重要事項は満たされていな

い。 

I5．副作用遡及調査へ

の対応 

副作用遡及調査への対応は文書化されてい

ない。 

重要事項は満たされていな

い。 

I6．副作用報告義務と

救済制度 

 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。健康被害救済制

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 病院全体として貯血式自己血輸血を積極的

に行っている。 

病棟が管理し、保管は輸血部の冷蔵庫を使用

している。 

重要事項は満たされていな

い。 

 自己血についても輸血部

門が一括管理すべきである。 

J2．採血前準備 

 

 

 感染症等の自己血貯血時の検査は入院時検

査として実施されている。自己血輸血申込書が

整備されていない（貯血計画書を用意していな

い部署もある）。 

 輸血部門で同意書の有無を確認していない。 

 自己血輸血の方法について説明されていな

い。 

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 

 

 

自己血ラベルには患者氏名が自署されてい

る。 

採血直前の消毒には、全症例に0.5%グルコン

酸クロルへキシジンアルコールを使用してい

重要事項は満たされている。 
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る。 

採血には採血機器を使用している。 

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。 

J4．保管管理 

 

ウイルス感染者の自己血輸血については、専

用の保冷庫は整備されていないが、バイオハザ

ードであることを示す記号を付している。 

保管方法は原則として液状保管のみを行っ

ている。 

発注は日赤血と同様のオーダリングになっ

ていない。 

□使用されなかった自己血は輸血部門に返却

され、自己血の廃棄は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。 

 

J5．実施 自己血輸血実施時の手順は日赤血と同様に

取り扱っている。使用時の確認は交差適合試験

を実施し、記録している。交差試験を省略する

ことを検討中とのこと。 

血液センターとの技術協力を行っている。 

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。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 成分採血は実施されていない。 非該当 

K 院内同種血採血 

K1．院内血の管理  院内同種血採血は実施されていない。  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 自己血についても輸血部門が一括管理すべきである。 

 

３．２改善する必要がある事項 

① 輸血専任技師による日当直担当の非専任技師に対する定期的な教育訓練を実施し、その記録を残

す必要がある。 

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 輸血用血液の申し込み伝票には、診断名、術式、輸血歴、妊娠歴、副作用歴の有無の記入が必要

である。 

④ 交差試験用検体ラベルには採血日、患者氏名、患者ID、診療科名の記載（印字）が必要である。 

⑤ 血液製剤の払い出しにおいては、搬出記録簿を作成し、払出者、受領者の双方の署名記録が必要

である。 

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 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。 

⑧ 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含めてすべての輸血につ

いてモニターできることが必要である。 

⑨ 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。 

⑩ 健康被害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。 

⑪ 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 輸血療法委員会に血液センターからのオブザーバー参加が望まれる。 

② 不規則抗体が検出された場合、抗体名の記載された携帯用カードを発行することが望ましい。 

③ 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。 

④ 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。 

⑤ 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。 

⑥ 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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