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秋田県合同輸血療法委員会の成果報告
l秋田県合同輸血療法委員会の目的
l秋田県合同輸血療法委員会の歩み
l秋田県の独自の活動
Ø I&Aの実施について、など

l平成21年度事業実績
Ø 第12回秋田県合同輸血療法委員会（全体会合）

n I&A実施報告
n 血液製剤使用状況調査
n 主題とアンケート
n 基調講演・事例報告
n 討論

Ø 地域での輸血講演会
Ø I&A実施インスペクションレポート

l合同輸血療法委員会の課題



秋田県合同輸血療法委員会の目的

1998年、秋田県医務薬事課、秋田県赤十字血液

センター、主要医療機関が中心となって輸血療法
合同委員会を組織した。

●輸血療法委員会設置の推進
●輸血療法委員会活動の活性化
●情報交換
●最新の輸血情報の習得（研修）
●血液製剤使用適正化推進



合同輸血療法委員会組織 三位一体

血液事業
血液センター

患者の利益

医療機関

行政
秋田県



秋田県合同輸血療法委員会の歩み(1)
回
数

日時 全体討論 特別講演 講師 施設
数

出席者数

1 1998.11.20 院内輸血管理体制 輸血療法一元化と輸血療法委
員会の役割 稲葉頌一 30 約80名

2 1999.11.27 各病院の血液製剤使
用状況 血液製剤使用指針 田村 眞

山本 哲 32 約100名

3 2000.11.29 輸血療法委員会の
役割

輸血過誤防止に向けて−リス
クマネージメント輸血過誤防
止のために何を行うか−

比留間潔 37 約100名

4 2001.11.28
血液製剤の使用指
針・輸血療法に関す
る指針の取り組み

輸血療法とEBM 半田 誠 36 102名

5 2002.11.20
I&Aを活用した血液
製剤適正使用基準に
ついて

福岡県における輸血のI&Aと
輸血療法の適正化 佐川公矯 30 87名



秋田県合同輸血療法委員会の歩み(2)
回
数

日時 全体討論 特別講演 講師 施設
数

出席
者数

6 2003.11.20 輸血副作用の管理 輸血のリスク管理として
の副作用 松崎道男 37 87名

7 2004.11.26 血液製剤の適正使用の
取り組みについて 新鮮凍結血漿の適正使用 35 84名

8 2005.11.15 輸血療法委員会の活動 血液行政の方向性
－医療関係者の責務－ 山中 鋼 37 86名

9 2006.11.27
医療機関における輸血
管理料への取り組みに
ついて

新しい診療報酬「輸血管
理料」について 比留間潔 37 80名

10 2007.11.29 院内輸血検査体制につ
いて

秋田県の輸血医療の実態
–10年間の合同療法委員会
の調査結果から–

面川 進 35 71名



秋田県合同輸血療法委員会の歩み(3)
回
数

日時 全体討論 特別講演 施設
数

出席
者数

11 2008.11.18 院内輸血検査体制に
ついて

秋田県の血液事業過去・現在・未来
35 65名

11
-1

2009.2.22 県北地区（能代市）
輸血講演会

一般病院における輸血・自己血輸血の管理体制と
輸血の実際について

地域
限定

63名

11
-2

2009.3.20 県南地区（横手市）
輸血講演会

自己血輸血の推進と適正輸 地域
限定

67名

12 2009.11.26 危機的出血時の輸血
体制について

緊急帝王切開を開始した後に、想定外の大量出血
に見舞われ、母体死亡を覚悟せざるを得なかった
一例

35 70名

12
-1

2010.3.13 県北地区（大館市）
輸血講演会

緊急輸血時の体制構築に対する取り組みと構築後
の現況基調講演 地域

限定
55名

12
-2

2010.3.22 県南地区（由利本荘
市）
輸血講演会

緊急帝王切開を開始した後に、想定外の大量出血
に見舞われ、母体死亡を覚悟せざるを得なかった
一例

地域
限定 80名



厚生労働省「血液製剤使用適正化方策調査研究事業」

年度 研究課題 審査結果

平成18年度 合同輸血療法委員会による外部評価（I&A）を
活用した血液製剤の適正使用推進

2位/12団体

平成19年度 合同輸血療法委員会による外部評価（I&A）を
活用した院内輸血管理体制の改善

1位/13団体

平成20年度 合同輸血療法委員会による外部評価（I&A）を

活用する輸血部門及び輸血療法委員会の活
性化とそれによる血液製剤適正使用推進

1位/11団体

平成21年度 合同輸血療法委員会によるアルブミン製剤の
適正使用推進- 外部評価（I&A）を活用して -

3位/12団体

平成22年度 合同輸血療法委員会による各医療機関輸血療
法委員会の活性化と血液製剤適正使用推進
–特に医療機関、血液センター及び行政の連携
の重要性について–

?



秋田県合同輸血療法委員会
による独自の活動

●輸血療法のI&A
2002年,2003年,2006年,2008年,2009年

●輸血前後感染症検査及び検体保管

2005年

●緊急（危機的出血）時の輸血体制

2006年,2009年



輸血療法のI&A
I&Aとは？
I&Aとは、第三者によって、自施設が「前もって決められた基準」に

従った輸血管理が行われているか否かをInspection（査察、点検、視

察）し、問題点をAccreditation（認証、指摘、改善指導）してもらう任意

のシステムである。

病院内の輸血部門、輸血療法委
員会が、輸血医療の進歩・変遷を
的確に捉え、適正に輸血医療が行
われるように管理、運営されてい
るかを検証し、不適切な部分を明
らかにするとともに、それをどのよ
うに改善するべきかを指導するこ
とである。

秋田県合同輸血療法委員会
によるI&A

2002年 3病院
2003年 2病院
2006年 3病院
2008年 1病院
2009年 1病院



Inspection ReportとInspectionの実際



Inspectionで改善指導した事項ー保管場所ー

A病院
ICU

MAP

FFP

B病院手術室

E 保管場所・検査室
＜状況＞
l輸血部門の保冷庫には警報装置及び自記温度記録計が
付いていた。しかし、査察時、警報装置はオフになって
いた。
l内科病棟では血液の一時保管は行われていなかった。
輸血部門以外で手術室、ICUで血液の一時保管が行われ
ており、未使用の血液は輸血部門に返納後転用されてい
た。
l手術室、ICUの保冷庫は血液専用ではなく、輸血用血
液以外の薬液なども入っており、また、保冷庫の温度管
理のための記録計が装備されていなかった。さらに、こ
れらは輸血部門以外で管理されていた。
l輸血部門における保冷庫以外の機器の精度管理は、問
題なく行われていた。
＜改善策＞
輸血用血液は温度管理が重要である。血液専用以外の
冷蔵庫は解放する頻度が多く庫内温度が変わりやすく、
また温度設定を自由に変更されやすいため輸血用には不
向きで、事故の原因になる可能性がある。未使用の血液
を転用するのであれば、一時保管の保冷庫は血液専用で
、自記温度記録計、警報装置をつけるべきである。事実
、手術室、ICUの冷蔵庫は薬剤等が一緒に保管され、冷
凍庫は家庭用のであり、温度表示、警報装置も不十分で
、適切な管理がされているとは考えにくい。血液専用の
保冷庫を設置していただきたい。それらの管理は輸血部
門が行い、機器の保守管理を行い記録も残すようにして
いただきたい。
血液未使用時他に転用、血液専用保冷
庫、自動温度記録計、警報装置

B病院外科病棟



平成21年度事業実績概要

l世話人会の開催（討論主題の決定、開催時期等）

l輸血用血液の使用状況調査（定期・定点調査）

l危機的出血時の輸血体制に関するアンケート調査

l第12回秋田県合同輸血療法委員会の開催

l地域での輸血講演会の開催（県北地区・県南地区）

l I&Aチェックリストを用いた医療機関の視察

l調査報告書及び合同輸血療法委員会議事録作成

ü世話人会の開催（討論主題の決定、開催時期等）

l輸血用血液の使用状況調査（定期・定点調査）

l危機的出血時の輸血体制に関するアンケート調査

l第12回秋田県合同輸血療法委員会の開催

l地域での輸血講演会の開催（県北地区・県南地区）

l I&Aチェックリストを用いた医療機関の視察

l調査報告書及び合同輸血療法委員会議事録作成



合同輸血療法委員会組織



平成21年度事業実績概要

l世話人会の開催（討論主題の決定、開催時期等）

ü輸血用血液の使用状況調査（定期・定点調査）

l危機的出血時の輸血体制に関するアンケート調査

l第12回秋田県合同輸血療法委員会の開催

l地域での輸血講演会の開催（県北地区・県南地区）

l I&Aチェックリストを用いた医療機関の視察

l調査報告書及び合同輸血療法委員会議事録作成



輸血療法委員会設置状況
秋田県合同輸血療法委員会調査



血液製剤使用単位数、廃棄率の推移

各年1～6月の
6ヶ月間の調査

秋田県合同輸血療法委員会調査



秋田県における輸血実患者数の推移
各年1～6月
の6ヶ月間
の調査

360
6

193
7

67
8

54
7

秋田県合同輸血療法委員会調査



疾患別輸血実患者数ー2009年ー
秋田県合同輸血療法委員会調査



疾患別輸血実患者数の推移ー血漿輸血ー

各年1～6月
の6ヶ月間
の調査

秋田県合同輸血療法委員会調査



年齢別輸血実患者数割合の推移
秋田県合同輸血療法委員会調査



FFP/RBC比、ALB/RBC比の推移

各年1～6月の
6ヶ月間の調査
全施設合計

秋田県合同輸血療法委員会調査



疾患別総アルブミングラム数ー2009年ー

1～6月、6ヶ月
間の合計

秋田県合同輸血療法委員会調査



貯血式自己血輸血症例数の推移ー診療科別ー

各年1～6月
全施設合計

ー秋田県合同輸血療法委員会による調査ー



赤血球輸血患者数に占める自己血輸血患者割合(％)

貯血式自己血輸血実施施設数
24/50（48％）

ー2009年秋田県合同輸血療法委員会による調査ー1～6月の6ヶ月間
の調査



平成21年度事業実績概要

l世話人会の開催（討論主題の決定、開催時期等）

l輸血用血液の使用状況調査（定期・定点調査）

ü危機的出血時の輸血体制に関するアンケート調査

l第12回秋田県合同輸血療法委員会の開催

l地域での輸血講演会の開催（県北地区・県南地区）

l I&Aチェックリストを用いた医療機関の視察

l調査報告書及び合同輸血療法委員会議事録作成



緊急対応の経験有無
緊急（危機的出血）時の輸血体制

n 同型赤血球確保不可
n 期間②：肝切除の手術中に予想外の大量出血となった。一時、センターからの供給

が間に合わない事態となり異型適合血を使用。

n 血液型判定時間確保
n 外傷により、救急搬送された患者で、血液型未確定であったため、医師の指示によ

り、RCC異型適合血を輸血。
n 配送遅延事例
n 肝切除の術中大量出血、病院と血液センター間の距離。
n 赤帽が他の病院に走った。

期間①：2008.1.1～2008.12.31 期間②：2009.1.1～2009.6.30

秋田県合同輸血療法委員会調査 2009年11月



クロスマッチ省略とＯ型輸血

l クロスマッチ省略で同型を輸血した事例
l ①外傷（作業事故）、②手術中の大量出血
l 交通外傷など
l 手術中の予想以上の出血。
l 外傷などの出血患者が救急搬送されたとき。製剤出庫後にクロスマッチ実施。
l 出庫後にCrossを実施している。
l 術中の大量出血による（前立腺ope）

l 血液型判定不可O型赤血球使用
l 院内に同型の在庫が無くなり、やむをえずにO型を使用。
l 肝切除の術中大量出血。センターの供給を待つことができず、B型患者にO型RCCを輸血した。

期間①：2008.1.1～2008.12.31 期間②：2009.1.1～2009.6.30

緊急（危機的出血）時の輸血体制

秋田県合同輸血療法委員会調査 2009年11月



危機的出血対応ガイドライン及び異型適合血を
知っていますか？

「輸血療法の実施に関する指針」
V 不適合輸血を防ぐための検査（適合試験）およびその他の留意点
３．大量輸血時の適合血
３）救命処置としての輸血
上記のような出血性ショックを含む大量出血時では，時に同型赤血球輸血だけでは対応できない
こともある。そのような場合には救命を第一として考え，O型赤血球を含む血液型は異なるが，適
合である赤血球（異型適合血）を使用する。ただし，使用にあたっては，3－1）項を遵守する。

0 10 20 30 40 50

危機的出血

対応GL

異型適合血

29

38

15

6

5

5

知っている 知らない 回答無し

緊急（危機的出血）時の輸血体制

秋田県合同輸血療法委員会調査 2009年11月



交差試験省略と異型適合血
緊急（危機的出血）時の輸血体制

秋田県合同輸血療法委員会調査 2009年11月

2009
（2006）

交差試験の省略に

躊躇はない 躊躇する わからない 回答無 合計

異
型
適
合
血
の
使
用
に

躊躇はない 11 (5) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 11 (6) 

躊躇する 0 (4) 14 (14) 0 (0) 0 (0) 14 (18) 

わからない 1 (2) 0 (1) 13 (11) 0 (0) 14 (14) 

回答無 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (14) 10 (14) 

合計 12 (11) 14 (16) 13 (11) 10 (14) 49 (52) 



平成21年度事業実績概要

l世話人会の開催（討論主題の決定、開催時期等）

l輸血用血液の使用状況調査（定期・定点調査）

l危機的出血時の輸血体制に関するアンケート調査

ü第12回秋田県合同輸血療法委員会の開催

ü地域での輸血講演会の開催（県北地区・県南地区）

l I&Aチェックリストを用いた医療機関の視察

l調査報告書及び合同輸血療法委員会議事録作成



第12回秋田県合同輸血療法委員会プログラム







l輸血検査の24時間体制

l院内備蓄量と血液センターまでの距離
l「緊急輸血」の定義と院内周知
l指針やガイドラインの認知(所内周知)
l異型適合血の概念
l緊急時の交差試験の方法
l手術室との連携(情報の共有)
l院肉体制不十分との認識

緊急輸血・大量輸血への対応と問題点
（討論事項）



秋田県合同輸血療法委員会
県南、県北地区輸血講演会プログラム



平成21年度事業実績概要

l世話人会の開催（討論主題の決定、開催時期等）

l輸血用血液の使用状況調査（定期・定点調査）

l危機的出血時の輸血体制に関するアンケート調査

l第12回秋田県合同輸血療法委員会の開催

l地域での輸血講演会の開催（県北地区・県南地区）

üI&Aチェックリストを用いた医療機関の視察

l調査報告書及び合同輸血療法委員会議事録作成



平成21年度
I&A

インスペクション
レポート

平成22年2月3日

秋田県合同輸血療法委員会

インスペクション 一次視察報告書

視察責任者 ： 面川 進
視 察 員 ： 山内 史朗、村岡 利生、松橋 博之、樋渡佳代子、佐藤 和
美、 寺田 亨、藤村 高広

視察施設： 秋田B総合病院

視察日時： 平成22年2月3日 10：00～16：00

１．施設概要
1．1．診察内容
秋田県の県南、○○市に位置する病床数568床、診療科17科の総合病院であ
る。骨髄移植、臓器移植については行われていない。救急指定（2次）を受けてい
る地域の基幹病院である。

1．2．輸血量
平成21年の血液製剤使用量は、赤血球製剤3,184単位、血漿製剤288.5単位、血
小板製剤2,535単位であった。血漿分画製剤はアルブミン346本、グロブリン615
本、凝固因子製剤11本の使用量である。血液製剤の廃棄率は、赤血球製剤
1.35%、血漿製剤 18.6%、血小板製剤 0%であった。自己血も実施されており、貯血
式自己血輸血件数 94件であった。

1．3．輸血部門
輸血部門としては、専任の臨床検査技師2名と技師長が担当している。専任の医
師は配置されていない。輸血療法委員会委員長が実質的な責任医師である。輸
血部門には、認定輸血検査技師が2名いる。
日当直は臨床検査技師26名全員がローテーションで対応している。専任でない
臨床検査技師には、定期的にトレーニングが行われており、専任の臨床検査技
師によるバックアップ体制も取られている。
輸血部門は、血液製剤の入出庫、血液センターへの発注、自己血の保管管理な
どを行っている。血漿分画製剤は、資材課の管理となっている。輸血申込書は、
伝票による手書き運用で行っている。
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合同輸血療法委員会の課題と今後

●開催の継続

●調査の継続

●輸血医療の変遷に対応した活動・調査

●情報の共有と情報交換の継続
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