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はじめに 

 
近年、少子高齢化や若者の献血離れなどの影響で献血者数が減少傾向にあり、

輸血用血液の供給不足が懸念されている。輸血用血液は医療を行う上で必須の

ものであるため、医療機関側も過剰な輸血は避け、適正使用を遵守することで

血液が供給不足に陥る事態を避けなければならない。したがって、各医療機関

での輸血療法委員会による適正使用推進へ向けた活動は重要である。 
本研究の目的は、平成 20 年度の研究事業で行った新潟県における血液製剤の

使用実態調査の結果を県内各医療機関にフィードバックし、本県での適正使用

に関する問題点を明らかにすることにある。また、併せて新潟県の輸血療法委

員会の活動状況、特に血液製剤の適正使用に関する取り組みをアンケート方式

で調査したので報告する。 

 

調査方法 

 

(1) 血液製剤使用実態調査を行った対象医療機関と調査結果のフィードバック 

2008年 12月から2009年 2月にかけて県内で使用量の多い上位30医療機関を

対象に血液製剤使用実態調査を行った。この調査は各医療機関が血液製剤（赤

血球、FFP, PC,及びアルブミン製剤）を使用するごとに、その使用目的、使用

量、使用時の臨床検査値を記載してもらうことで行い、前期調査、後期調査各 3

週間で行った。本調査の特徴は併せて患者体重も記載してもらうことにあり、

これによって輸血の使用量評価も行なえるようにした。 
調査結果の各医療機関へのフィードバックは県内の上越地区、中越地区、下

越地区の 3 地区（4 会場）で行うこととし、2010 年 1 月 9 日に新発田市（10 医

療機関が参加）、同 16 日に上越市（7 医療機関が参加）、同 30 日に新潟市（28

医療機関が参加）、2月 6日に長岡市（11 医療機関が参加）で開催した。 
また、この報告会では、同時に各地域の医療機関における輸血療法委員会の

活動状況についても報告してもらい、適正使用に向けての意見などをアンケー

ト調査した。 

(2) 輸血療法委員会の活動状況調査 

 県内の 84 医療機関を対象に輸血療法委員会の活動状況、特に輸血医療の安全

性確保のための対策と血液製剤の適正使用に関する取り組みをアンケート方式

で調査した。調査期間は平成 21 年 12 月～平成 22 年２月にかけて行い、82 医

療機関から回答を得た。 
 

 

結果 

 

１．県内 27 医療機関における血液製剤使用状況の調査結果 

 

１）回答状況 
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県内の血液供給量の上位 30 施設医療機関に調査を依頼し、27 施設から回答を

得た。平成 20 年 12 月における新潟県赤十字血液センターから対象医療機関に

供給された各輸血用血液製剤は赤血球製剤(RCC)が6,835単位（県全体の76％）、

新鮮凍結血漿(FFP)が 3,433 単位（県全体の 82％）、血小板製剤(PC)が 15,880 単

位（県全体の 93％）であり、調査期間中に得られた対象データ数は RCC 7,151

単位、FFP 2,382 単位、PC 13,100 単位、アルブミン 32,303g であった（図１）。 
 

２）結果 

A. 赤血球製剤の使用状況 

① 赤血球輸血の理由 

赤血球輸血の原因は血液疾患に伴う高度の貧血（42％）、慢性出血性貧血

（21％）、外科的急性出血（18％）の３つで全体の 80％程度を占めていた（図

2）。 

②血液疾患に伴う貧血への赤血球輸血の実態 

最も使用理由の多い血液疾患に伴う高度の貧血への輸血について、輸血前の

ヘモグロビン（以下 Hb）値を解析すると、前期、後期の調査とも 7g 台がピー

クとなっており、血液製剤使用指針で示された輸血の目安である７g/dl を遵守

している例が多かった。しかし、8 g/dl 以上で輸血を行っている例もあり、循

環器系臨床症状の出現の有無などの個人的な要因も加味する必要があるが、10 

g/dl 以上にする必要性は少ないことを考えると、問題がある輸血といえるかも

しれない（図 3）。 

そこで、ヘモグロビン 8g/dl 以上で輸血を行った症例（前期調査で 42 例、

後期調査で 33 例）について解析を行った。これらの症例の患者体重、輸血量、

予測上昇 Hb 値を同時プロットすると、前期調査では予測 Hb 値が 10g/dl 以上

となる例が多く存在したが、後期調査ではこういった症例が少なくなっており、

前期調査による啓蒙の影響が考えられた。ただ、前期後期とも患者体重が 50kg

以下の症例で予測 Hb 値が 10g 以上となる傾向が強いことが判明し、低体重症

例への過剰輸血傾向が示唆された(図 4)。 

③ 慢性出血性貧血への赤血球輸血の実態 

２番目に多い赤血球輸血の原因である慢性出血性貧血に対する赤血球輸血

については、Hb7g/dl 以上で輸血を行っている症例が多く認められた。前期調

査では 70％が Hb 6g/dl 以上で、27.5％が Hb 8g/dl 以上で輸血されており、後

期調査でも 76％が Hb 6g/dl 以上で、23％が Hb 8g/dl 以上で輸血されていた(図

5)。使用指針では消化管や泌尿器などの少量長期的な出血による高度な貧血は

原則として輸血を行わないとなっており、全身状態が良好な場合には 6g/dl 以

下がひとつの目安となっていることを考えると、循環器系の臨床症状の有無を

加味しても適正輸血とは言えない症例が一部存在する可能性が高いと思われ

た。 

④急性出血への赤血球輸血の実態 

急性出血(主として外科的適応)に対する輸血の指針は、1．Hb 値のみの決定

は適切でない、2．Hb 値が 10g/dl 以上では輸血不要、3．Hb 値が 6g/dl 以下で

は必須となっているが、10g/dl 以上で輸血を行っている例が散見され、特に前
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期では 24 例で認められた。後期の調査ではこれらの輸血例が明らかに減少し

ており、前期の調査での啓蒙が一因かと考えられた（図 6）。急性出血で輸血を

行った症例に記載されていたコメントでは骨盤骨折、ショック状態、急性硬膜

外血腫などが原因としてあげられているが、患者体重と輸血前 Hb 値、輸血投

与量から換算した予測 Hb 値はすべて 10g/dl 以上となっており、全体として輸

血量が過剰である可能性が高いことと、特に低体重患者でその傾向が強いこと

が窺われた（図 7）。 

⑤周術期の赤血球輸血の実態 

 (1) 術前投与 

 血液製剤使用指針では、周術期（術前投与）の赤血球輸血は慣習的に行われ

てきた 10/30 ルール（輸血前に Hb 値 10g/dl、Ht 値 30%以上にする）は根拠なし

とされている。しかしながら、手術前の段階で Hb10g/dl 以上の症例へ赤血球輸

血を行った例が前期で 4例、後期で 7例認められた(図 8)。また、ヘマトクリッ

ト値で見ても、輸血前の Ht 値が既に 30%以上である症例が前期で 15 例、後期で

17 例認められた（図 9）。術前に赤血球輸血を行った全症例の輸血前 Hb の平均

値は前期 7.8ｇ/dL、後期 8.0ｇ/dL（ヘマトクリット値では前期 26.6%、後期 25%）

であり、これに輸血量と患者体重から予測 Hb 値を計算すると、前期で 40%の症

例が、後期で 70%の症例が術前 Hb 値 10g/dl を越えている計算になる(図 10)。

予測 Hb 値は理論上の値であり、必ずしも実際の上昇 Hb 値とは一致しないが、

かなりの症例で術前 Hb 値が 10g/dl 以上となるような輸血を行っている可能性

が考えられた。すなわち、根拠なしとされる 10/30 ルールで輸血がなされてい

る症例がいまだにかなり多いと考えられ、今後の啓蒙課題と思われた。 

 (2) 術中投与 

 術中出血に対する赤血球輸血の適応は循環血液量の 20%以上の出血とされて

いる。しかし、今回の調査では全体の３～４割（前期 31%、後期 40%）の症例が

実際には循環血液量の 20%以下の出血量で赤血球輸血が行われていた(図 11)。

この点も、輸血療法委員会で積極的に啓蒙していく必要性があると思われる。 

 (3) 術後投与 

 術後のバイタルサインが安定している場合は、細胞外補充液の投与以外に赤

血球輸血を含めた血液製剤が必要となる場合は少ないとされている。今回の調

査では術後の赤血球輸血は前期 105 件、後期 108 件で行われており、それぞれ

の輸血前平均 Hb 値は前期が 8.3g/dl、後期が 8.7g/dl であった（図 12）。術後

のバイタルサインが安定していたかどうかの設問では 6～7 割（前期 63%、後期

70%）の症例でバイタルサインが安定していたと回答していることを考えると、

バイタルサインが安定している例でもかなりの症例で赤血球輸血が行われてい

ることが推測された。患者体重、輸血投与量が記載されていた前期 73 症例、後

期 69 症例についてみると、ほとんどの症例で予測 Hb が 10g/dl 以上となるよう

な輸血が行われており、なかには15g/dlを越えるような輸血例も認められた(図

13)。 

⑥末期患者への赤血球輸血 

血液製剤使用指針では末期患者への赤血球輸血は不適切な使用とされている。

今回の調査では合計 69 例（前期 51 例、後期 18 例）で行われていた(図 14)。患
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者体重、輸血前 Hb 値、輸血量が記載された症例から予測上昇 Hb 値を算出する

と症例によってまちまちであり、明らかな投与目標の設定がないように思われ

た。一部で Hb12g/dl 以上となるような大量輸血を行っている例もあり、今後の

啓蒙が重要であると考えられた。 

 

B.血小板製剤の使用状況 

 ①血小板輸血の理由と輸血前血小板数 

 血小板輸血の理由は、造血器腫瘍の寛解導入時が 41％と最多で、次いで再生

不良性貧血・MDS での使用が 25%であり、両者で 66%を占めた（図 15）。血小板

輸血全症例における輸血前の血小板数は１～1.5 万/ml が最も多く、大半が 3.5

万/ml 以下で使用されていた。ただ、6 万/ml 以上で輸血している症例も散見さ

れた。血小板は予約製剤のため、予め血小板数が減少する頃を見計らって注文

する場合がほとんどであるため、予測より血小板減少が少なかったにもかかわ

らず、既に注文しているためやむをえず輸血を行ったケースも存在するものと

思われた。（図 16）。 

 ②造血器腫瘍の寛解導入療法時の血小板輸血 

 造血器腫瘍の寛解導入療法においては血小板数を1～2万/μlに維持すること

が指針で示されている。今回の調査では前期 190 件、後期 102 件で血小板輸血

が行われていたが、前期、後期とも輸血前の平均血小板数は 1.4 万であった（図

17）。しかし、前期は 5 万/μl 以上で輸血している症例が一部に認められたが、

後期ではこれらの症例が極端に減少していることから、今回の調査自体が適正

使用推進を担っている可能性が示唆された。 

 ③再生不良性貧血・MDS での血小板輸血 

 今回の調査では前期 92件、後期 102件で血小板輸血が行われていたが、前期、

後期とも輸血前の平均血小板数は 1.4 万であった（図 18）。再生不良性貧血・MDS 

では慢性的な血小板減少が続くため、血小板数が 5千/ml 前後ないしはそれ以下

に低下する場合に適応となるが、2 万/ml 以上で輸血している例が散見された。

これらの疾患での血小板輸血は、血小板数が 5千/ml 以上でも出血傾向が強い場

合や実際に出血している場合には輸血の適応となるが、今回の調査では血小板

数 2万/ml 以上の輸血例で実際の出血症状がどうだったのかは明らかでなく、今

後の検討課題と思われた。 

④播種性血管内凝固症候群(DIC)での血小板輸血 

白血病、癌、産科的疾患、重症感染症などの基礎疾患を有する DIC で、血小

板数が急速に 5 万/ml 未満へと低下して出血傾向を認める場合は抗凝固療法下

で PC 輸血が適応となる。今回の調査では大半が血小板数 2.5 万/ml 以下で輸血

されていたことから、ほぼ指針どおりに適正使用が行われているもの考えられ

た。この使用状況は前期、後期とも大きな変化は認められなかった(図 19)。 

⑤外科的手術時の術前状態での血小板輸血 

 一般的手術では血小板数 5万/ml 以上あれば手術可能である。ただ、頭蓋内手

術のように局所での止血が困難な特殊領域の手術では7万/ml～10万/ml以上あ

ることが望ましいとされる。今回の調査では前期で 15 例中 10 例、後期で 11 例

中 7例が血小板数 5万/ml 以下で輸血しており、ほぼ適正使用と考えられた。血
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小板数 5 万/ml 以上で輸血を行っていた症例では抗血小板療法中の患者で手術

が必要となったケースが含まれていた (図 20)。 

 ⑥末期患者への血小板輸血 

 末期患者に対しては、患者の自由意志を尊重し、単なる延命処置は控えると

いう考え方が容認されつつある。今回の調査では末期患者への血小板輸血が前

期で 17 例、後期で 4 例認められた。後期調査で減少しているように見えるが、

症例数が少ないこと、後期での血小板供給数が前期より少ないことから、今回

の調査がこのような輸血を減少させる効果があったかどうかは明確でなかった

(図 21)。 

 

C.新鮮凍結血漿(FFP)の使用状況 

 ①FFP の使用理由 

 今回の調査では、肝障害で使用が 88 件（25%）、大量出血で使用が 82 件（24%）

と、両者で約半数を占めた。次いで多いのは投与理由が指針の項目に該当せず

コメントとして回答されたてきたもので 72 件（21%）を占めていた（図 22）。診

療科では主として外科がコメントで回答していた（図 23）。 

コメントの主な内容を整理すると、1．凝固因子低下の可能性があり、かつ TP

低下があったから、2．多量の胸水貯留のため、3．長期人工心肺後の止血のた

め、4．急性循環不全(敗血症性ショック)のため、5．多量胸水漏出、6．新生児

重症黄疸に対する交換輸血目的(合成血の作成)、7．ワーファリン内服中の患者

に手術中の投与を行った、8．ガーゼ重量 1000g 程度のドレーン抜去部からの出

血があったため、9．allo-PBSCT 後の TMA のため、10．低栄養状態＋循環血漿量

の低下があったため、11．肝不全、劇症肝炎、フェニトイン薬物中毒のための

血漿交換、12．人工心肺使用手術で低体温療法を行い凝固因子の活性低下が懸

念されたため、13．十二指腸潰瘍による大量出血で止血困難を認めたため、14．

PT、aPTT 値は基準に達しないが、臨床的に明らかな出血傾向を認めたため, 15 .

敗血症性ショックによる止血困難を認めたため、16．三尖弁閉鎖症で人工心肺

を用いてフォンタン手術を施行し術中凝固因子の減少を認めたため、17．肝障

害により複数の凝固因子活性が低下したため、18．抗血小板薬内服による止血

困難があり、かつヘパリン投与後だったため、19．人工心肺使用による希釈性

凝固障害、20．術中出血による凝固因子損失、21．術後の急性循環不全、凝固

異常に対して使用、22．骨盤骨折による大量出血に伴う DIC を認めたため、23．

術中出血による凝固異常を認めたため、24．体重 2.5kg の人工心肺手術、低体

温循環停止のため、25．外傷による心破裂、出血性ショックで大量輸血を要し

たため、26．転落外傷の症例で出血が続いており、凝固能が延長してくる事が

予測できたため、27．大腸癌術後翌日の腸穿孔、腹膜炎、敗血症で緊急手術。

術後の低蛋白凝固因子欠乏に対し使用(TP4.0、PT-INR1.42)、28．心臓手術後で

循環動態不安定のため使用などが記載されていた。 

これらの記載のうち、TP の低下、胸水貯留、低栄養状態、循環血漿量の低下

や循環不全、抗血小板薬内服による止血困難などの理由による FFP 投与は明ら

かな不適正使用と考えられ、相変わらず低蛋白や循環動態の改善に使用されて

いる例が存在することが明らかとなった。 
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 ②FFP の 1 回当たりの投与量 

 今回の調査では、１回あたりの FFP 投与量は 480mL(4 単位)にピークがあり、

240～960mL(2～8 単位)の範囲で主に使われていた。凝固因子の補充の観点から

は 8～12ml/kg で使用することが目安になっていることから、使用量としてはお

おむね適正と考えられた(図 24)。患者体重と FFP 投与量の記載がある症例につ

いて、止血効果が期待できる 8～12ml/kg の範囲で実際使用されていたかどうか

をみると、前期調査では 162 例中 85 例(52.5%)が、後期調査では 106 例中 50 例

(47.2％) がその範囲内で使用されており、残りの約半数は 12ml/kg 以上使用さ

れていた（図 25）。 

 ③肝障害による複数の凝固因子活性低下時での FFP 輸血 

 患者体重と FFP 投与量の記載がある症例についてみると、12ml/kg 以上の大量

投与例も散見されたが、特に前期においては全体的に適正使用がなされていた

（図 26）。 

 ④大量出血による希釈性凝固障害時での FFP 輸血 

 指針では、循環血液量の 100%以上の出血に伴う希釈性凝固障害による止血困

難時には FFP 投与の適応がある。患者体重と FFP 投与量の記載がある症例につ

いてみると、前期、後期ともにほとんどの症例が 12ml/kg 以上の FFP を投与し

ていた（図 27）。 

 ⑤播種性血管内凝固症候群(DIC)での FFP 輸血 

 指針では、PT, aPTT の延長のほかフィブリノゲン値が 100mg/dL 未満の場合に

適応となる。今回の調査ではフィブリノゲン 100mg/dL 未満で FFP 投与を行って

いる症例は前期で 23 例中 3例、後期で 35 例中 11 例しかなく、大半がフィブリ

ノゲン 100mg/dl 以上の症例で使用していた。ただ、同じ DIC でも敗血症など重

症感染症による DIC と白血病などによる DIC ではフィブリノゲンの減少程度が

著しく異なるため、フィブリノゲン値のみで不適正使用かどうかを判断するこ

とは難しいものと思われる。今後は基礎疾患、PT, aPTT 値、FDP, D-dimer 値な

どの情報を集計して判断する必要がある（図 28）。 

 ⑥L-アスパラギナーゼ投与時の FFP 輸血 

 L－アスパラギナーゼ投与時は肝臓での凝固因子や凝固抑制因子、線溶因子の

産生低下が認められる。したがって、これらの因子を同時に補給する意味で FFP

の投与は理にかなっている。今回の調査では大半がフィブリノゲン値 100mg/dl

以下、アンチトロンビン活性が 80％以下、プロテイン C活性が 60％以下で使用

されていた。フィブリノゲン値、プロテイン C 活性の指標からみると適正使用

と思われるが、アンチトロンビン活性からみると 80％以上に保たれている症例

に使用しているケースが前期では認められた。しかし後期では、大半の症例が

70％以下で使用されており、前期と比較して有意差が認められる（P<0.01）こ

とから本調査の効果があったのかもしれない（図 29）。 

 

D.アルブミン製剤の使用状況 

①アルブミン製剤の使用理由と投与前のアルブミン値 

  今回の調査では、低アルブミン血症、低蛋白血症で使用したとの回答が７～

８割を占めた(図 30)。前期調査での有効データは 315 件で投与時の平均アルブ
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ミン値は 2.4g/dl、後期調査での有効データは 306 件で投与時の平均アルブミン

値は 2.3g/dl であった。前後期とも 4.0g/dl 以上で投与されている例は稀であ

った（図 31）。 

 ②患者体重別のアルブミン期待上昇値 

患者体重とアルブミン投与量の記載がある症例について解析するとアルブミ

ン 2～4g/dl の間に増加することを目的としたケースが大半を占めており、これ

は前後期とも同様の傾向であった（図 32）。 

 ③低アルブミン、低蛋白血症時のアルブミン投与のトリガー値 

 アルブミン値で回答した例（前期 387 件、後期 291 件）では、前期、後期を

通じて 2.0 g/dl 以上～2.5g/dl 未満をトリガー値としている例が最も多かった

(図 33)。一方、血清総蛋白質濃度で回答した例(前期 81 件、後期 47 件)では、

そのトリガー値は 4.5 g/dl 以上～5.0g/dl 未満が最も多かった（図 34）。アル

ブミン値や総蛋白濃度の記載がある例では、浮腫や肺水腫などが同時に認めら

れる例に使用されている件数が全体の 6～8割程度であったが(図 33，34)、浮腫

が認められていない症例に対して使用されている件数をカウントすると、図 33

では前期 104 件、後期 65 件も存在し、図 34 では前期で 15 件、後期で 20 件存

在した。さらに、低アルブミン血症、低蛋白血症はあるものの、浮腫や肺水腫

などが認められない症例にアルブミンを使用したと報告された例数も前期で 73

件、後期で 38 件認められた。これらの症例のうち、約半数はアルブミン濃度が

2.5g/dl 以上の例であった（図 35）。血液製剤使用指針では単なる低アルブミン

血症や低蛋白血症ではアルブミン製剤投与の適応とならないことが明示されて

おり、今回の調査では単に血清アルブミン濃度の維持目的に投与された例が少

なからず存在することが示された。 

 ④出血性ショック時のアルブミン製剤投与 

 循環血液量の 50％以上の多量の出血が疑われる場合がアルブミン製剤の適応

である。しかし、患者体重、出血量の記載のあるアルブミン投与例を解析する

と、循環血液量の50％以上の出血で投与された例は前期27例中14例(51.8％)、

後期 27 例中 8例（29.6％）のみであり、残りは 50％以下の出血量で投与されて

いた（図 36）。 

 ⑤肝硬変でのアルブミン製剤投与 

肝硬変でのアルブミン製剤投与の適応は、大量(4l)以上の腹水穿刺時や治療

抵抗性の腹水が存在する場合（1週間を限度に短期的に使用）である。今回の調

査では肝硬変症例に利尿剤と共にアルブミンを使用している例が多いが、本当

に難治性の腹水であったかどうか、単なる肝硬変による低アルブミン血症のみ

で使用していないかどうかなどの検討が必要と思われた（図 37）。 

 ⑥循環動態が不安定な血液透析等の体外循環施行時のアルブミン製剤投与 

 糖尿病性腎症などで循環動態が不安定だったり、血圧低下が認められる例で

使用されているケースが多かったが、単なる低アルブミン血症（前期で 2.0～

2.5g/dl、後期で 2.5～3.0g/dl が最多）でアルブミン製剤の投与がなされてい

る例が存在した。これらの例でのアルブミン投与が適正であったかどうかは、

今回の調査では明らかでなかった（図 38）。 

 ⑦栄養補給を目的としてのアルブミン製剤投与 
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 蛋白質源としてのアルブミン投与は必須アミノ酸であるトリプトファン、イ

ソロイシン、メチオニンなどが極めて少量しか含まれておらず、肝臓における

蛋白質再生成の利用率が極めて低いことから、不適切な使用とされる。今回の

調査では前期 9例、後期 16 例で認められており、今後の啓蒙が必要と考えられ

た（図 39）。 

 

E. 本県の血液製剤使用状況調査のまとめ（図 40） 

 

① 赤血球輸血 

血液疾患患者への輸血後目標Hb値が10g/dlを超えるような輸血を行ってい

る例が存在したこと、慢性出血性貧血での輸血例が全赤血球輸血症例の 21％を

占め、Hb 8g/dl 以上で輸血している例が約 25％に認められたこと、手術前の

輸血は、いわゆる 10/30 ルールを適用している例が一部に認められたこと、術

中出血量が循環血液量の 20％以下にもかかわらず輸血を行っている例が全体

の 30～40%程度存在したこと、術後バイタルサインが安定しているにもかかわ

らず輸血を行う症例が存在したこと、末期患者への輸血例が存在したことなど

が明らかとなった。 

 

② 血小板輸血 

血小板数 1～1.5 万/ml で輸血されているケースが多く、使用はおおむね適正

と思われた。 

 

③ FFP 輸血 

血清総蛋白の低下例や、胸水貯留、低栄養状態、循環血漿量の低下や循環不

全例、抗血小板薬内服による止血困難例など、明らかに不適切といわざるを得

ない輸血例が存在したこと、 輸血目的が適正でも凝固因子補充という観点から

みると輸血量が多い例が存在することが明らかとなった。 

 

④ アルブミン輸注 

浮腫や肺水腫などの症状を呈していない低アルブミン血症(2.5 g/dl 以上）に

投与している例が全体の半数近くに認められ、単に血清アルブミン濃度の維持

目的に投与された例が少なからず存在したこと、 循環血液量の 50％以下の出血

で投与されている例が認められたこと、栄養補給目的で投与されている例が存

在することなどが明らかとなった。  

 

2. 血液製剤使用実態調査報告会におけるアンケート調査結果 

 

1）報告会の実施状況 

前述のごとく血液製剤使用実態調査報告会は県内４会場で開催した。上越会

場は 1月 16 日に県立中央病院、中越会場は 2月 6日に長岡赤十字病院、下越会

場は 1月 9日に県立新発田病院、新潟会場は 1月 30 日に新潟大学医歯学総合病

院で各々開催した。4会場すべての参加者は 110 名だった（図 41）。参加者の職
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種内訳は臨床検査技師が 60%と多数を占め、続いて医師が 24％、薬剤師 8％、看

護師 6％の順であった（図 42）。 

 

2）アンケート調査の回答状況 

110 名の参加者全員にアンケート調査を依頼し、78 名から回答を得た。アン

ケート回収率は 71％であった（図 43）。 

 

3）アンケート調査の結果 

「皆様が所属する医療機関では、輸血の適正使用に反する輸血が行われるこ

とがありますか？」という問いには「はい」が 67％と圧倒的多数を認めた。な

お、「その他」には「はい」と「いいえ」両方を選択した人、「わからない」と

回答した人を分類した（図 44）。 

「不適正な輸血が行われる場合、最も多い製剤はなんですか？」という問い

には、半数以上の 53％が「アルブミン」と回答、続いて FFP(28％)、RCC(17％)

の順であった。逆に２％と回答が少なかった PC に関しては、適正な輸血が行わ

れていると認識している人が多いという結果であった（図 45） 

「不適正な輸血が行われる(とすれば)、最大の問題点、障害は何だと思われ

ますか」という問いに対する最も多かった意見は「医師の知識や認識・啓蒙不

足」で、回答者 58 名中 43 名と圧倒的多数であった。輸血のオーダーを出すの

は医師であるため、このような結果になったと推測される。また、医師をフォ

ローする立場である輸血担当者の対応不足という意見もあり、不適正な輸血と

思われる場合は、積極的に医師にアプローチするべきであるとの意見だった。

その他少数意見としては、コスト・リスクの増加、献血者の善意が無駄になる、

アルブミン等の国内自給が困難になる、ターミナル期の問題、本来必要とする

人にいきわたらない、などの意見があった（図 46）。 

「輸血の適正使用につながる改善策やアイディアがあれば教えてください」

という問いには適正使用(指針)を啓蒙し周知徹底する、という意見が回答者 38

名中 12 名で最も多かった。投与量やマニュアル(指針の抜粋)等の早見表を活用

する、などの具体案もあった。次に多かったのは、院内監査を行うなど、輸血

療法委員会の活動をもっと強化し、積極的に介入していく、という意見で 11 名

だった。その他の意見として、院内での不適正使用例や輸血に関わる最新情報

等を公開し、情報の共有化をはかる。使用目的などのアンケートを行う。医師(医

学生・研修医)への教育を強化する。不適正使用をしていても保険が通ってしま

うと不適正と認識しないため、保険の縛りを強化してもらう、など様々な意見

があった（図 47）。 

「今回、適正使用実態調査の結果報告会に参加されて参考になった点を教え

てください」という問いには、新潟県内での不適性使用の実態を知ることがで

きてよかった、問題点を考えるきっかけになった、他施設での適正使用に対す

る取り組みが聞けて参考になった、自施設との比較ができてよかった、などの

感想が多かった（図 48）。 

その他の自由意見として、「指針を守ること＝適正使用」ではないと思う、と

いう意見がいくつか認められた。具体的には患者さんによって適正使用は変わ
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ってくる。患者さんの生活環境や状況等でやむを得ず輸血(投与)している場合

やターミナル期の輸血などがある。指針では不適正使用であっても患者さんに

とっては適切な治療、適正使用であっても患者さんにとっては不適切な治療と

いうのがある。指針においての不適正ではなく、本当に不適正使用なのかを見

極めること、症例ごとに輸血担当者と医師との話し合いが重要である、という

意見があった。また、今回の報告会に医師は 26 名参加していたが、もっと多く

の医師に参加して頂き、このような調査結果等を参考にしてもらいたい、と医

師の啓蒙を促す意見や、常にこのような調査が行われ、その結果がフィードバ

ックされれば適正使用につながる、といった意見があった。その他勉強になっ

た、参考になったといった感想もあった（図 49）。 

 

３．輸血療法委員会の活動状況に関する調査 
 

１）回答状況 

 

 平成 22 年 1～２月にかけて、新潟県内の輸血を行う主要な医療機関 84 施設を

対象に調査を行い、82 施設から回答を得た(回収率 97.6%)。この 82 施設への新

潟県赤十字血液センターからの赤血球製剤供給量は平成 21 年(1～12 月)の

98.3%に相当する。回答のあった 82 施設を病院の規模別に 500 床以上（以下Ａ

施設）、200～499 床（以下Ｂ施設）、200 床未満（以下Ｃ施設）と分類して表示

するが、内訳はＡが７施設、Ｂが 21 施設、Ｃが 54 施設である。アンケートの

設問(表１参照)については新潟県赤十字血液センターが過去数年来実施してき

たものを基本にしていることから、過去４年間のデータを比較対象として用い

た。 

 

２）結果 

 今回のアンケート調査の詳細は表１を参照されたいが、ここでは個々の設問

についての回答結果をグラフ化して表示し、説明する。 

 

Ａ．輸血の管理体制 

①輸血療法委員会の設置状況、開催頻度、輸血療法委員長の所属、輸血責任医

師の任命 

 新潟県内の医療機関で輸血療法委員会を設置している施設は、82 施設中 74 施

設(90.2%)と前年の 71 施設(86.6%)より増加した。規模別にみるとＡ、Ｂの施設

は前年同様100%設置しており、Ｃ施設が３施設増えて85.2%の設置率となった。 

輸血療法委員会の開催頻度は 51 施設(68.9%)が年６回と大部分を占め、輸血

療法委員長の所属は内科系と外科系がほぼ半数ずつであり、ともに前年とほと

んど変わりなかった（図 50）。 

輸血医療に責任を持つ輸血責任医師の任命は前年の 52 施設(63.4%)から減少

し、44 施設(53.7%)となった。規模別ではＢ及びＣがともに４施設減少していた

（図 51）。 
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②輸血用血液、アルブミン製剤の管理部門 

 輸血用血液の管理部門は、平成 19 年以降約 90%の施設が検査部門(輸血部門を

含む)であり、薬剤部門管理の８施設はすべて規模Ｃとなっている（図 51）。 

アルブミン製剤の管理部門は、検査部門が規模Ａの１施設のみで、他 81 施設

は薬剤部門となっている。アルブミン製剤のインフォームドコンセントは今回

新たに追加した設問であるが、採血国の情報提供は 20 施設(24.4%)、献血/非献

血の情報提供は 24 施設(29.3%)にとどまっていた。規模別ではＡ施設で整備さ

れている傾向がみられた（図 52）。参考までに、日本輸血・細胞治療学会が 2009

年秋に行った緊急調査では、管理部門の 85.6%は薬剤部門、採血国の情報提供を

「常に行っている」施設は 18.7%、献血/非献血の情報提供を「まったく行って

いない」施設は 75.8%と報告されている。 

③輸血業務体制 

今回新たに「知識と経験が豊富な検査技師の配置」について設問したところ、

53 施設(64.6%)から設置しているとの回答を得た。検査技師による輸血検査の

24 時間体制については、前年とほぼ同等の 79 施設(96.3%)が対応していた。内

訳は当直９施設(11.0%)、オンコール 70 施設(85.4%)であり、当直は前年 14 施

設(17.5%)より減少していた（図 53）。 

院内の輸血オーダーは 75 施設(91.5%)が伝票運用であり、オーダリングシス

テムは７施設(8.5%)と前年から変化はなかった。規模ＢおよびＣの施設はほぼ

伝票で運用していた（図 54）。 

④ 輸血用血液の入出庫時のコンピューター使用 

血液製剤入出庫時のコンピューター使用は42施設(51.2%)で行われていたが、

規模の大きい施設ほど採用率が高かった（Ａ施設：100%、Ｂ施設：85.7%、Ｃ施

設：31.5%）。これは輸血用血液の使用量が多いことから当然の結果ともいえる

（図 54）。 

⑤ 輸血業務全般の院内マニュアル整備 

 79 施設(96.3%)で整備されており、規模ＡおよびＢは 100%であった（図 54）。 

⑥ 輸血管理料の取得状況 (図 55) 

平成 21 年度に輸血管理料を取得している施設は 40 施設(48.8%)と前年の 33

施設(40.2%)から大きく増えた。内訳は管理料Ⅰが２施設、Ⅱが 38 施設であっ

た。規模別ではＡとＢが６割程度の取得であるのに対し、Ｃは４割程度の取得

状況であった。これらの数字を全国病院経営管理学会の臨床検査業務委員会の

2009 年度報告と比較すると、輸血管理料の取得施設の比率は 46%とほぼ同等で

ある。また、その内訳は管理料Ⅰが 17%、管理料Ⅱが 29%となっている。対して

新潟県は管理料Ⅰが 2.4%、管理料Ⅱが 46.3%と構成が大きく異なっていた。 

輸血管理料を算定できない理由としては、アルブミンと赤血球の比率要件

(ALB/RCC が２未満)を満たせないためと回答した施設が 16 施設と最多であるが

前年の 20 施設よりは減少していた。血漿と赤血球の比率要件(FFP/RCC が 0.4 な

いしは0.8未満)が満たせないためと回答した施設は前年同様に７施設であった。 

 

 

Ｂ．輸血検査、緊急時の輸血等について 
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Type & Screen を導入している施設は 45 施設(54.9%)、MSBOS または SBOE を

導入している施設は 13 施設(15.9%)であり、いずれも前年より微増しており、

規模の大きい施設ほど導入率は高かった。コンピュータクロスマッチの導入率

は全体で 11 施設(13.4%)であった(図 56)。 

血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験においてカラム法を採用してい

る施設は２～３割程度と少なく、相変わらず試験管法が主流である。これらの

検査を検査センター等へ外注したり、不規則抗体検査を実施していない施設も

前年同様に確認された。経営上の問題もあろうが、「輸血療法の実施に関する指

針」ではこれらの検査については輸血を実施する施設で責任を持って行うこと

が記載されており、改善が求められる(図 57)。 

また、不規則抗体検査と交差適合試験の検査方法では生食法、酵素法、クー

ムス法を一通り実施する施設が４割程度と最も多かった（図 57，58）。 

不規則抗体検査において同定試薬を購入している施設は 32 施設(39.0%)に過

ぎず、規模Ｃではわずか 10 施設のみであった。輸血検査件数と試薬代、いわば

コスト対ベネフィットの問題であるが緊急時対応に不安が残る。また、自己対

照を用いている施設は 56 施設(68.3%)と前年とほとんど変化なかった。規模の

小さな施設ほど自己対照を用いる傾向が強いのも前年同様である（図 59）。交差

適合試験に用いる検体の採取は輸血実施予定の３日以内が半数を占め、次いで

輸血当日が約 25％を占めていた（図 60）。 

緊急時の輸血マニュアルは 65 施設（79.3%）に整備されていた。実際にＯ型

赤血球等の異型適合血を実施したことのある施設は 17 施設(20.7%)であり、内

訳は規模Ａが全７施設、規模Ｂが９、規模Ｃが１施設であった（図 61）。 

 

 

Ｃ．血液製剤の保冷庫、保管管理について 

血液製剤専用の冷蔵庫が整備されている施設が全体の 75 施設(91.5%)である

のに対し、冷凍庫は 48 施設(58.5%)であった。規模Ｃの施設では、血漿製剤は

ほとんど使わないと回答した施設も数施設あった。自記温度記録計と警報装置

の装備率は高めであるが、自家発電装置の装備率は５～６割であった。１日の

点検回数は１回が過半数を占めた（図 62，63）。温度、確認者のいずれも記録し

ていない施設が２割前後に見られたが、万一の場合は記録がなければ証拠とは

成り得ないことは強調しておきたい。専用保冷庫を保有していない場合の管理

方法は、他の保冷庫を使う、区分保管する、温度計を保冷庫内に入れて管理す

る等の対応策が回答された(図 64)。血小板製剤の「振とう器」は 30 施設(36.6%)

が保有しており、規模Ｃでも 11 施設（20.4%）が保有している。(図 64)。 

血漿製剤の融解場所については複数回答であるが、病棟 63 施設、検査 23 施

設、手術室 21 施設、ICU が６施設の順となっている。融解方法も複数回答であ

るが、洗面器 44 施設（うち 31 施設では温度計を使用してる）、恒温槽 29 施設、

自動融解機器９施設となっている。（図 65）。血液センター学術担当者による輸

血研修会では、洗面器を使用する場合には２つの洗面器を用意することが推奨

されている。 
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Ｄ．輸血の実施体制について 

①輸血実施前後の管理体制 

輸血実施前の外観確認は 81 施設(98.8%)で実施されていた。輸血開始後５分

間・15 分後・終了時の患者観察および記録も 80 施設(97.6%)で行われていた。

リストバンドや携帯端末(PDA)等を用いた確認、照合を行っているのは約半数の

施設であり、ここ４年間大きな変動はない（図 66，67）。輸血実施時の必要量の

把握、投与後に評価して診療録に記載しているのは 55 施設(67.1%)であり、約

３割の施設では経験に基づく輸血が行われ、適正な評価が行われていない可能

性が考えられた（図 67）。 

②輸血療法委員会での適正使用推進、輸血の妥当性チェック 

輸血療法委員会で適正使用の推進や輸血の妥当性チェックを行っている施設

は前年同数の 36 施設(43.9%)であった。具体策としては、事後に輸血療法委員

会等で検討するが 17 施設と最も多い。（図 68）。 

診療科ごとの発注量、使用量、廃棄量等の資料配布や掲示を行っている施設

は 32 施設(39.0%)であり、その頻度は２か月に１回が 17 施設と最多であった。

輸血療法委員会の開催される頻度は２か月に１回が最も多いので当然の結果で

ある(図 69)。輸血に携わる部門の監査・視察は５施設のみで行われており、内

訳は規模Ａが２施設、規模Ｂが１施設、規模Ｃが３施設であった。また、その

頻度も２か月に１回が多かった(図 70)。 

③宗教的輸血拒否患者への対策 (図 71) 

 対策を行っている施設は前年の 30 施設(36.6%)から 39 施設(47.6%)に増加し

た。うち 20 施設がマニュアルを作成しているが、十分なインフォームドコンセ

ントを行うとした施設も６施設あった。血液製剤使用に関する記録は薬事法上、

少なくとも 20 年間とされているが 81 施設で対応されていた(図 72) 

④輸血用血液製剤の廃棄率(2009 年１－12 月)  (図 73) 

 回答された各製剤の廃棄率、血液センターから供給単位数をもとに新潟県内

医療機関における１年間の廃棄単位数を求めた。その結果、赤血球製剤は 2,917

単位で廃棄率2.73%、血漿製剤は726単位で2.18%、血小板製剤は380単位で0.21%

であることが判明した。 

 献血者１人あたりの採血量を赤血球２単位（血漿２単位は同時製造されるも

のとした）、血小板 10 単位と仮定すると、１年間で約 1,500 人分の血液が廃棄

されている計算となる。 

 赤血球製剤の廃棄量については規模Ａが１施設あたり平均 51 単位、規模Ｂが

１施設あたり 76 単位、規模Ｃが１施設あたり 18 単位であり、規模Ｂが最も多

かった。同様に血漿製剤は規模Ａが 44 単位、規模Ｂが 16 単位、規模 C が２単

位であり、血小板製剤は規模Ａが 50 単位、規模Ｂが１単位と規模の大きさに比

例していた。これは血漿、血小板製剤が赤血球製剤ほどには多施設で使用され

ていないのも当然の一因であろう。 

  

 

Ｅ．輸血副作用への対応について 
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①輸血副作用報告、対応マニュアルの整備について 

輸血副作用が発生した場合、速やかに輸血部門へ報告される体制が整備され

ているのは 72 施設(87.8%)であった。不適合輸血、アナフィラキシーショック、

TRALI 等の急性型副作用が出現した場合のマニュアル整備は前年よりも５施設

増えて57施設(69.5%)に認められた。規模の大きい施設ほど整備されていたが、

副作用はどの輸血症例でも起こる可能性があり、万一の場合の体制整備が望ま

れる（図 74）。 

外来患者に輸血を行う施設は多いが、輸血終了後の副作用発生に対策を講じ

ているのは 17 施設(20.7%)と少ない。異常時対応は電話連絡をもらうよう説明

している施設が多いが、なかには電話番号が記載されたリーフレットを提供し

ている施設もある（図 75）。 

②輸血前の患者検体保存、使用済み血液バッグの保存について 

輸血前の患者検体保存は 77 施設(93.9%)で行われており、53 施設(68.8%)では

交差適合試験の残りで対応していたが、常に専用検体で保存している施設も 11

施設(14.3%)認められた。いずれかを保管していると回答した施設も 11 施設あ

った。保管期間は「可能な限り」および「およそ２年」で大半を占めた(図 76)。  

輸血後の使用済みバッグを冷蔵保存しているのは 38 施設(46.3%)であり、前

年より５施設増加した。細菌汚染率が高いのは血小板製剤であることが多いこ

とから血小板製剤使用済みバッグのみを保存している施設もあり、その数は前

年と同じく３施設であった。平成 17 年からの調査開始以来、今回初めて規模Ａ

の１施設で冷蔵保存が開始された。保存期間としては７日間が 29 施設(87.9%)

と多数を占めており、保管冷蔵庫については日赤血とは別の冷蔵庫で保管して

いる施設が 24 施設(72.7%)であった（図 77）。 

③輸血前後の感染症検査について 

輸血前の感染症検査（入院時の検査等も含む）を実施している施設は前年よ

り７施設減少して 64 施設(78.0%)である。実施時期は輸血が実際に行われてか

ら検査を行う施設のほうがやや多い傾向にある。実施項目の組み合わせでは指

針記載どおり（HBs 抗原・HBs 抗体・HBc 抗体、HCV・HCV コア抗原、HIV 抗体）

が 44 施設(69.8%)で最も多く、次いで HBs 抗原と HCV 抗体の組み合わせで 10 施

設(15.9%)となっている。HIV 抗体検査は同意書の絡みもあり、11 施設で実施さ

れていない。検査実施率は80%以上と回答した施設が46施設(71.9%)と多く、年々

実施率の向上が認められている(図 78)。 

輸血後の感染症検査を実施している施設はこの３年間大きな変動はなく、今

年度は 65 施設(79.3%)であった。規模が大きい施設ほど「実施している」との

解答は多いが、逆に検査実施率は規模の小さい施設ほど高率である傾向がみら

れた。実施時期は 3ヶ月後と回答した 52 施設（80.0％）が圧倒的に多いが、保

険査定の絡みからか 3 カ月より少し早い時期での検査実施が多い傾向が確認さ

れた。新潟県内では４か月後の検査実施で査定されたとの事例もいくつか報告

されている。実施項目の組み合わせは指針どおり（HBV-NAT、HCV コア抗原、HIV

抗体）が 43 施設(67.2%)で最多、次いで HBs 抗原・HCV 抗体・HIV 抗体という血

清学検査の組み合わせが９施設(14.1%)であった。検査実施率では 80%以上と回

答した施設が 17(26.2%)と調査以来、初めて 20%を超えた（図 79、80）。 
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Ｆ．自己血輸血について 

①自己血採血/輸血の実施状況 

自己血採血/輸血を実施している施設は40施設(48.8%)とこの３年間変動はな

かった。Ａ施設ではすべての施設、Ｂ施設では８割以上が実施していたが、Ｃ

施設は３割未満である。40 施設すべてで貯血式が行われており、希釈式は５施

設(12.5%)、回収式は９施設(22.5%)で行われていた（図 81）。 

貯血式自己血の保冷庫は 33 施設が日赤血と同じ、残る７施設(17.5%)は専用

保冷庫である。また、６施設は感染症専用保冷庫を持っており、４施設はウイ

ルス感染者からは採血しない院内ルールとなっている（図 82）。 

払い出し時の適合試験は交差適合試験８、血液型検査 11、交差適合試験及び

血液型検査 12 施設であった。いずれの適合試験も実施せずに払い出す施設は９

施設であった。(図 82)。 

貯血式自己血を採血後、輸液を行っているのは 18 施設、実施していないのは

９施設であった。 

②自己血輸血の赤血球輸血に占める割合（2009 年１-12 月） 

赤血球輸血に占める自己血輸血の割合であるが、規模Ａは平均値 3.78%、中央

値 3.47%、規模Ｂは平均値 6.16%、中央値 2.66%、規模Ｃは平均値 11.52%、中央

値 3.00%であった。（図 83）。 

 

 

 今回のアンケートでは残念ながら未記入項目の多かった施設が散見された。

このために正確な集計が出来ず、前年よりも成績が下落していた項目が見受け

られたことは残念である。調査の趣旨をご理解いただき、正確な回答が望まれ

る。 

 
 

まとめ 

 

平成 21 年度の厚生労働省血液製剤使用適正化方策研究事業に参画し、平成 20

年度の同事業で行った血液製剤使用実態調査(27 施設)の報告会を県内 4 地域で

実施すると同時に、新潟県内の輸血療法委員会の活動状況調査(82 施設)を行っ

た。 

本県の血液製剤使用実態調査では、赤血球輸血で血液疾患患者への輸血後目

標 Hb 値が 10g/dl を超えるような輸血を行っている例が存在したこと、慢性出

血性貧血での輸血例が全赤血球輸血症例の 21％を占め、Hb 8g/dl 以上で輸血し

ている例が約 25％に認められたこと、手術前の輸血は、いわゆる 10/30 ルール

を適用している例が一部に認められたこと、術中出血量が循環血液量の 20％以

下にもかかわらず輸血を行っている例が全体の 30～40%程度存在したこと、術後

バイタルサインが安定しているにもかかわらず輸血を行う症例が存在したこと、
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末期患者への輸血例が存在したことなどが明らかとなった。一方、血小板輸血

は血小板数 1～1.5 万/ml で輸血されているケースが多く、使用はおおむね適正

と思われた。FFP 輸血について見ると、血清総蛋白の低下例や、胸水貯留、低栄

養状態、循環血漿量の低下や循環不全例、抗血小板薬内服による止血困難例な

ど、明らかに不適切といわざるを得ない輸血例が存在したこと、 輸血目的が適

正でも凝固因子補充という観点からみると輸血量が多い例が存在することが明

らかとなった。 

また、アルブミン輸注については、浮腫や肺水腫などの症状を呈していない

低アルブミン血症(2.5 g/dl 以上）に投与している例が全体の半数近くに認めら

れ、単に血清アルブミン濃度の維持目的に投与された例が少なからず存在した

こと、 循環血液量の 50％以下の出血で投与されている例が認められたこと、栄

養補給目的で投与されている例が存在することなどが明らかとなった。 

 この報告会の参加者へのアンケート調査では、それぞれの所属する医療機関

で輸血の不適正使用がなされていると認識している人が約 7 割を占め、製剤別

ではアルブミンが最も多く、次いで FFP と回答していた。本県ではアルブミン

と FFP が必ずしも適正に使用されていないことを推測させる結果であった。輸

血の適正使用につながる改善策については、使用指針の啓蒙、周知徹底という

意見が多かったが、輸血療法委員会の活動を強化し、積極的に介入していくと

いう意見も多くみられた。 

輸血療法委員会の活動状況調査では、輸血療法委員会を設置している施設が

82 施設中 74 施設（90.2％）と前年度（86.6％）より増加しており、年 6回の開

催が多かった。輸血管理料を取得している施設も 40 施設（48.8％）と前年度（33

施設、40.2％）に比して大きく増加しており、内訳は輸血管理料Ⅰが 2 施設、

Ⅱが 38 施設であった。全国調査と比較すると、輸血管理料を取得している施設

の比率はほぼ同等であったが（46％ vs 48.8%）、内訳は管理料Ⅰが 17%、管理料

Ⅱが 29%であるのに対して、本県は管理料Ⅰが 2.4%、管理料Ⅱが 46.3%と管理料

Ⅰの取得比率が著しく少ないことが特徴で、大規模医療機関での適正使用が必

ずしもなされていない結果と考えられた。輸血管理料を取得できない理由は赤

血球とアルブミンの比率要件(ALB/RCCが2未満)を満たせないためと回答した施

設が 16 施設と最も多かったが、前年度の 20 施設よりは減少していた。一方、

輸血療法委員会で適正使用の推進や輸血の妥当性チェックを行っている施設は

平成 18 年度以降減少傾向にあり、今回の調査では前年度と同数の 36 施設

（43.9％）であり、全施設の半分以下であった。また、診療科ごとの発注量、

使用量、廃棄量等の資料配布や掲示を行っている施設も全体の 4 割以下（39.0％）

であった。輸血の妥当性チェックを行っている施設での具体的方策としては、

事後に輸血療法委員会等で検討する施設が最も多かったが、輸血前に主治医に

必要性を確認する施設や監査、視察を行っている施設も認められた。 

今回の血液製剤使用実態調査報告会では、本県での血小板輸血はおおむね適

切であったと思われる反面、本来適応が少ないとされる慢性出血性貧血患者へ

の赤血球輸血例が多かったこと、周術期の赤血球輸血に問題例が見られたこと、

FFP や アルブミンの不適切な使用例が散見されたことなどを明らかにした。新

潟県の医療機関における輸血療法委員会の適正使用への推進や輸血の妥当性チ
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ェックへ向けての活動は衰退傾向にあり、全施設の半分以下でしか行われてい

ないとう結果であったことから、今回の報告会をきっかけに適正使用へ向けて

の活動が向上することを期待したい。 
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