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平成24年度広島県合同輸血療法委員会

平成平成平成平成23232323年年年年のののの活動活動活動活動でででで見見見見えてきたものえてきたものえてきたものえてきたもの

～～～～輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート～～～～

平成24年度広島県合同輸血療法委員会

平成平成平成平成平成平成平成平成2323232323232323年年年年のののの活動活動活動活動でででで見見見見えてきたものえてきたものえてきたものえてきたもの年年年年のののの活動活動活動活動でででで見見見見えてきたものえてきたものえてきたものえてきたもの

～～～～輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート～～～～～～～～輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート～～～～

広島県合同輸血療法委員会

委員長 高田 昇

資料資料資料資料１１１１----１１１１
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最近最近最近最近のののの広島県広島県広島県広島県でのでのでのでの取組取組取組取組みみみみ最近最近最近最近のののの広島県広島県広島県広島県でのでのでのでの取組取組取組取組みみみみ

H23.2.26
広島県輸血療法委員会情報交換会広島県輸血療法委員会情報交換会広島県輸血療法委員会情報交換会広島県輸血療法委員会情報交換会をををを開催開催開催開催

～県合同輸血療法委員会の設置に向けて関係者の合意～

H23.5.25
広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会のののの設置設置設置設置

（医療機関16，学識経験者３，関係団体５，事務局３）

H23.7.9

広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会のののの開催開催開催開催

○H23年度活動計画について

○基調講演；面川進先生（秋田県赤十字血液センター所長）

～秋田県合同輸血療法委員会による血液製剤適正使用推進～

H24.3.10

広島県輸血療法研修会広島県輸血療法研修会広島県輸血療法研修会広島県輸血療法研修会のののの開催開催開催開催

○病院における取組み事例

○特別講演；田崎哲典先生(東京慈恵会医科大学付属病院教授) 

～適正輸血って何だろう～

H24.7.28

広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会のののの開催開催開催開催

○H24年度活動計画について

特別講演；紀野修一先生（旭川医科大学付属病院准教授）

～旭川医科大学病院における輸血療法委員会活動～

H24.12頃頃頃頃 （広島県輸血療法研修会を開催予定）
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広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会のののの目的目的目的目的広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会のののの目的目的目的目的

第１条 本会は，医療機関における輸血療法委

員会相互の情報交換を図り，広島県内における

輸血医療の標準化をめざすものとする。

広島県合同輸血療法委員会設置要綱(Ｈ23.5.25設置)

第１条 本会は，医療機関における輸血療法委

員会相互の情報交換を図り，広島県内における

輸血医療の標準化をめざすものとする。

広島県合同輸血療法委員会設置要綱(Ｈ23.5.25設置)
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広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会のののの開催開催開催開催広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会広島県合同輸血療法委員会のののの開催開催開催開催

平成23年７月９日(土)15～17時

（於；ホテルグランヴィア広島）

１ 合同輸血療法委員会の設置について

２ 基調講演

「「「「秋田県合同輸血療法委員会秋田県合同輸血療法委員会秋田県合同輸血療法委員会秋田県合同輸血療法委員会によるによるによるによる血液製剤適正使用推進血液製剤適正使用推進血液製剤適正使用推進血液製剤適正使用推進」」」」

(秋田県赤十字血液センター 面川進所長)

３ 委員会活動方針等

(1) 血液製剤適正使用に向けた広島県の取組み

(2) 広島県内の血液製剤の供給状況等

(3) 血液製剤使用適正化方策研究事業（国委託事業）

平成23年７月９日(土)15～17時

（於；ホテルグランヴィア広島）

１ 合同輸血療法委員会の設置について

２ 基調講演

「「「「秋田県合同輸血療法委員会秋田県合同輸血療法委員会秋田県合同輸血療法委員会秋田県合同輸血療法委員会によるによるによるによる血液製剤適正使用推進血液製剤適正使用推進血液製剤適正使用推進血液製剤適正使用推進」」」」

(秋田県赤十字血液センター 面川進所長)

３ 委員会活動方針等

(1) 血液製剤適正使用に向けた広島県の取組み

(2) 広島県内の血液製剤の供給状況等

(3) 血液製剤使用適正化方策研究事業（国委託事業）
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広島県輸血療法研修会広島県輸血療法研修会広島県輸血療法研修会広島県輸血療法研修会のののの開催開催開催開催広島県輸血療法研修会広島県輸血療法研修会広島県輸血療法研修会広島県輸血療法研修会のののの開催開催開催開催

開催日時；平成24年３月10日(土)15～18時

１ 輸血療法に関するアンケート調査報告

２ 日本赤十字社が実施する血液事業の運営体制

３ 病院における取組み事例

○ 呉共済病院，○ 福山市民病院

４ 特別講演

「適正輸血とはなんだろう」」」」

～～～～ガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインとととと輸血輸血輸血輸血のののの現状現状現状現状からからからから，，，，明日明日明日明日のののの輸血輸血輸血輸血につなげたいことにつなげたいことにつなげたいことにつなげたいこと～～～～

(東京慈恵会医科大学附属病院輸血部診療部長 田崎哲典教授)

★参加者数（計169名）

医師34，臨床検査技師76，看護師24，薬剤師21，その他14

開催日時；平成24年３月10日(土)15～18時

１ 輸血療法に関するアンケート調査報告

２ 日本赤十字社が実施する血液事業の運営体制

３ 病院における取組み事例

○ 呉共済病院，○ 福山市民病院

４ 特別講演

「適正輸血とはなんだろう」」」」

～～～～ガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインとととと輸血輸血輸血輸血のののの現状現状現状現状からからからから，，，，明日明日明日明日のののの輸血輸血輸血輸血につなげたいことにつなげたいことにつなげたいことにつなげたいこと～～～～

(東京慈恵会医科大学附属病院輸血部診療部長 田崎哲典教授)

★参加者数（計169名）

医師34，臨床検査技師76，看護師24，薬剤師21，その他14
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輸血療法研修会輸血療法研修会輸血療法研修会輸血療法研修会ののののアンケートアンケートアンケートアンケートよりよりよりより輸血療法研修会輸血療法研修会輸血療法研修会輸血療法研修会ののののアンケートアンケートアンケートアンケートよりよりよりより

01020
304050
607080
90

アンケート 血液Ｃ 呉共済の取組 救命救急Ｃ 適正輸血とは？
有益やや有益どちらでもないやや有益でない有益でない

問３　有益でしたか？

【自由記述欄より抜粋～要望事項～】

○委員会を新たに設置したか，設置したい病院向けの研修

○副作用の把握方法，事例及び対策に関する研修

○小規模病院にも対応できる方策の紹介

○小規模病院での問題点の事例紹介

○合同輸血療法委員会による外部監査方式の調査

○継続した開催

【自由記述欄より抜粋～要望事項～】

○委員会を新たに設置したか，設置したい病院向けの研修

○副作用の把握方法，事例及び対策に関する研修

○小規模病院にも対応できる方策の紹介

○小規模病院での問題点の事例紹介

○合同輸血療法委員会による外部監査方式の調査

○継続した開催

6
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輸血医療輸血医療輸血医療輸血医療のののの標準化標準化標準化標準化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ輸血医療輸血医療輸血医療輸血医療のののの標準化標準化標準化標準化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ

・輸血療法に関する指針等の研修

・委員会設置，運営に関する研修

・全国の先進事例の紹介

・病院間の情報交換(事例紹介）

・出張相談に向けた研修

↓↓↓↓

継続した取組み

・輸血療法に関する指針等の研修

・委員会設置，運営に関する研修

・全国の先進事例の紹介

・病院間の情報交換(事例紹介）

・出張相談に向けた研修

↓↓↓↓

継続した取組み

合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会

（
適
正
使
用
の
推
進
）

輸
血
療
法
の
標
準
化

（
適
正
使
用
の
推
進
）

輸
血
療
法
の
標
準
化

Ｈ22年度

血液製剤の

納入実績

(411病院)

Ｈ22年度

血液製剤の

納入実績

(411病院)
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平成平成平成平成23232323年度年度年度年度

輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査

広島大学大学院医歯薬保健学研究院広島大学大学院医歯薬保健学研究院広島大学大学院医歯薬保健学研究院広島大学大学院医歯薬保健学研究院

（（（（疫学疫学疫学疫学・・・・疾病制御学疾病制御学疾病制御学疾病制御学））））田中教授発表資料田中教授発表資料田中教授発表資料田中教授発表資料よりよりよりより

平成平成平成平成23232323年度年度年度年度

輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査

広島大学大学院医歯薬保健学研究院広島大学大学院医歯薬保健学研究院広島大学大学院医歯薬保健学研究院広島大学大学院医歯薬保健学研究院

（（（（疫学疫学疫学疫学・・・・疾病制御学疾病制御学疾病制御学疾病制御学））））田中教授発表資料田中教授発表資料田中教授発表資料田中教授発表資料よりよりよりより
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調査方法調査方法調査方法調査方法調査方法調査方法調査方法調査方法

○調査対象

広島県のH22年度輸血用血液製剤供給

実績で上位75の医療機関

○調査時期

2011年11月30日〜 12月19日

○調査方法

郵送により配布・回収

記名自記式調査 (集計結果は匿名化)

回収数 64/75

回収率 85.3%

○調査・解析について：

広島大学疫学研究倫理審査 承認

○調査対象

広島県のH22年度輸血用血液製剤供給

実績で上位75の医療機関

○調査時期

2011年11月30日〜 12月19日

○調査方法

郵送により配布・回収

記名自記式調査 (集計結果は匿名化)

回収数 64/75

回収率 85.3%

○調査・解析について：

広島大学疫学研究倫理審査 承認

((((単位単位単位単位))))

平均使用量 RBC:1916U, PC: 5152U, FFP:765U, Alb:10,708g
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調査項目調査項目調査項目調査項目調査項目調査項目調査項目調査項目 88888888分野分野分野分野分野分野分野分野

大分類 27項目
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結果結果結果結果（（（（１１１１））））結果結果結果結果（（（（１１１１））））

�DPC(診断群分類包括評価) 導入： 44％

�輸血療法委員会設置： 81％

�委員会開催年に6回以上： 71％

�委員会の機能を果たしている： 69％

�輸血責任医師を任命： 60％

�血液製剤一括管理は輸血部門： 53％

�輸血部門なし→薬剤部門/臨床検査部門

�輸血検査：部門内84％、外注が3％

�DPC(診断群分類包括評価) 導入： 44％

�輸血療法委員会設置： 81％

�委員会開催年に6回以上： 71％

�委員会の機能を果たしている： 69％

�輸血責任医師を任命： 60％

�血液製剤一括管理は輸血部門： 53％

�輸血部門なし→薬剤部門/臨床検査部門

�輸血検査：部門内84％、外注が3％
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結果結果結果結果（（（（２２２２））））結果結果結果結果（（（（２２２２））））

�常時あるいは専任の臨床検査技師を配置： 62％

�夜間休日は検査技師による24時間体制：41％

�オンコール： 44％

�輸血管理料算定： 22％

�理由：常勤医師を配置していない、アルブミン

使用量の比が2を超えているが半数

�H22に輸血用血液製剤を廃棄： 86％

�赤血球製剤が多く、血小板製剤は少なかった

�施設規模や療法委員会設置との関連は見られず

�在庫血：A型/O型は全施設、B型80％、AB型60％

�常時あるいは専任の臨床検査技師を配置： 62％

�夜間休日は検査技師による24時間体制：41％

�オンコール： 44％

�輸血管理料算定： 22％

�理由：常勤医師を配置していない、アルブミン

使用量の比が2を超えているが半数

�H22に輸血用血液製剤を廃棄： 86％

�赤血球製剤が多く、血小板製剤は少なかった

�施設規模や療法委員会設置との関連は見られず

�在庫血：A型/O型は全施設、B型80％、AB型60％
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結果結果結果結果（（（（３３３３））））結果結果結果結果（（（（３３３３））））

�輸血前検体の保管： 81％

�保管期間：2年が約半数

�輸血前検査/輸血後検査の実施

�輸血前検査を未実施： 12％

全例実施： 23％

一部実施： 65％

�輸血後検査を未実施： 33％

�輸血3ヶ月後の実施が最多

�輸血前検体の保管： 81％

�保管期間：2年が約半数

�輸血前検査/輸血後検査の実施

�輸血前検査を未実施： 12％

全例実施： 23％

一部実施： 65％

�輸血後検査を未実施： 33％

�輸血3ヶ月後の実施が最多
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区 分

(単位；％)

【70％以上に下線】

5-b.廃

棄処

分無無無無

6-a.

前検

体保

管有有有有

6-b.

前検

査有有有有

6-b.

後検査

有有有有

7-a.

緊急

体制

有有有有

7-b.

緊急

GL周

知有有有有

7-c.

緊急

時Ｏ

型輸

血有有有有

7-d.

緊急時

Ｏ型以

外輸血

有有有有

単純集計 14141414 81818181 81818181 63636363 70707070 34343434 59595959 31313131

輸血療法委員会の設置 有 4444 89898989 89898989 67676767 77777777 37373737 67676767 37373737

無 58585858 50505050 50505050 42424242 42424242 25252525 25252525 8888

輸血責任医師の任命 有 5555 90909090 87878787 76767676 74747474 42424242 74747474 40404040

無 27272727 69696969 73737373 42424242 65656565 23232323 39393939 19191919

専従臨床検査技師の勤務 有
8888 93939393 83838383 68686868 73737373 43434343 75757575 38383838

無 25252525 63636363 79797979 54545454 67676767 21212121 33333333 21212121

自己血輸血の実施 有 2222 85858585 87878787 65656565 80808080 41414141 70707070 39393939

無 44444444 72727272 67676767 56565656 44444444 17171717 33333333 11111111

危機的出血対応ＧＬの周知 有
9999 82828282 91919191 59595959 91919191 86868686 46464646

無 17171717 81818181 76767676 64646464 60606060 45454545 24242424

緊急時のＯ型赤血球輸血 有
5555 92929292 79797979 71717171 92929292 50505050 50505050

無 27272727 65656565 85858585 50505050 39393939 12121212 4444
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結果結果結果結果（（（（５５５５））））結果結果結果結果（（（（５５５５））））

「「「「輸血前輸血前輸血前輸血前のののの検体保管検体保管検体保管検体保管」」」」のののの有無有無有無有無とととと関連関連関連関連のあるのあるのあるのある項目項目項目項目「「「「輸血前輸血前輸血前輸血前のののの検体保管検体保管検体保管検体保管」」」」のののの有無有無有無有無とととと関連関連関連関連のあるのあるのあるのある項目項目項目項目

項目項目項目項目 adjusted (95%CI) p値値値値

Odds Ratio

�検査技師配置検査技師配置検査技師配置検査技師配置 8.30 (1.98, 46.43) 0.007**

�緊急輸血院内体制緊急輸血院内体制緊急輸血院内体制緊急輸血院内体制 5.40 (1.29, 26.17) 0.025*

R2=0.23, p=0.0009***

検査技師配置検査技師配置検査技師配置検査技師配置 緊急輸血緊急輸血緊急輸血緊急輸血

院内体制院内体制院内体制院内体制

******** ****

ロジスティックロジスティックロジスティックロジスティック回帰分析回帰分析回帰分析回帰分析

((((N=64))))

調
整

調
整

調
整

調
整

オ
ッ

ズ
オ

ッ
ズ

オ
ッ

ズ
オ

ッ
ズ

比比 比比
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結果結果結果結果（（（（６６６６）「）「）「）「輸血前検査輸血前検査輸血前検査輸血前検査」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは結果結果結果結果（（（（６６６６）「）「）「）「輸血前検査輸血前検査輸血前検査輸血前検査」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは

「「「「輸血後検査輸血後検査輸血後検査輸血後検査」」」」のののの有無有無有無有無とととと関連関連関連関連のあるのあるのあるのある項目項目項目項目「「「「輸血後検査輸血後検査輸血後検査輸血後検査」」」」のののの有無有無有無有無とととと関連関連関連関連のあるのあるのあるのある項目項目項目項目

項目項目項目項目 adjusted (95%CI) p値値値値

Odds Ratio

�輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置12.78 (2.53, 77.14) 0.003**
R2=0.20, p=0.0022**

�輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置 2.73 (0.70, 11.27) 0.150
�緊急時緊急時緊急時緊急時OOOO型以外型以外型以外型以外のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制

5.63 (1.26, 40.54)

0.042*
R2=0.12, p=0.0287*

調
整

調
整

調
整

調
整

オ
ッ

ズ
オ

ッ
ズ

オ
ッ

ズ
オ

ッ
ズ

比比 比比

輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法

委員会設置委員会設置委員会設置委員会設置

********

輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法

委員会設置委員会設置委員会設置委員会設置

緊急時緊急時緊急時緊急時OOOO型以外型以外型以外型以外のののの

輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制

N.S.
****

「「「「輸血前検査輸血前検査輸血前検査輸血前検査のののの

実施実施実施実施」」」」のののの有無有無有無有無

((((N=60))))

「「「「輸血前検査輸血前検査輸血前検査輸血前検査のののの

実施実施実施実施」」」」のののの有無有無有無有無

((((N=60))))

「「「「輸血後検査輸血後検査輸血後検査輸血後検査のののの

実施実施実施実施」」」」のののの有無有無有無有無

((((N=59))))

「「「「輸血後検査輸血後検査輸血後検査輸血後検査のののの

実施実施実施実施」」」」のののの有無有無有無有無

((((N=59))))
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結果結果結果結果結果結果結果結果(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)調査回答状況調査回答状況調査回答状況調査回答状況をもとにしたをもとにしたをもとにしたをもとにした主成分分析主成分分析主成分分析主成分分析調査回答状況調査回答状況調査回答状況調査回答状況をもとにしたをもとにしたをもとにしたをもとにした主成分分析主成分分析主成分分析主成分分析

【【【【【【【【 2727272727272727項目項目項目項目のうちのうちのうちのうち項目項目項目項目のうちのうちのうちのうち1717171717171717項目項目項目項目についてのについてのについてのについての検討検討検討検討項目項目項目項目についてのについてのについてのについての検討検討検討検討 】】】】】】】】

第
二
主
成

分
軸

第
二
主
成

分
軸

輸
血

輸
血

輸
血

輸
血
にに にに
関関 関関
わ
る

わ
る

わ
る

わ
る
体
制
整
備

体
制
整
備

体
制
整
備

体
制
整
備

第一主成分軸第一主成分軸第一主成分軸第一主成分軸
第一主成分軸第一主成分軸第一主成分軸第一主成分軸

規模規模規模規模がががが大大大大きいきいきいきい(DPC(DPC(DPC(DPC導入導入導入導入,,,,製剤在庫製剤在庫製剤在庫製剤在庫))))

第第第第1111主成分主成分主成分主成分 第第第第2222主成分主成分主成分主成分

1111----a)a)a)a)病床数病床数病床数病床数200200200200以上以上以上以上 0.350.350.350.35 ----0.250.250.250.25

1111----b)b)b)b)診療科数診療科数診療科数診療科数14141414以上以上以上以上 0.260.260.260.26 ----0.380.380.380.38

1111----d)DPCd)DPCd)DPCd)DPC導入導入導入導入 0.310.310.310.31 ----0.150.150.150.15

2222----b)b)b)b)輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置 0.260.260.260.26 0.350.350.350.35

3333----a)a)a)a)輸血責任医師設置輸血責任医師設置輸血責任医師設置輸血責任医師設置 0.210.210.210.21 0.330.330.330.33

3333----c)c)c)c)検査技師配置検査技師配置検査技師配置検査技師配置 0.210.210.210.21 0.150.150.150.15

4444----a)a)a)a)輸血管理料算定輸血管理料算定輸血管理料算定輸血管理料算定 0.180.180.180.18 0.170.170.170.17

5555----b)H22b)H22b)H22b)H22廃棄処分廃棄処分廃棄処分廃棄処分したかしたかしたかしたか 0.240.240.240.24 0.310.310.310.31

5555----c)c)c)c)赤血球製剤在庫赤血球製剤在庫赤血球製剤在庫赤血球製剤在庫 0.310.310.310.31 ----0.200.200.200.20

5555----d)H22d)H22d)H22d)H22以降自己血輸血以降自己血輸血以降自己血輸血以降自己血輸血 0.270.270.270.27 ----0.060.060.060.06

6666----a)a)a)a)輸血前検体保管輸血前検体保管輸血前検体保管輸血前検体保管 0.170.170.170.17 0.410.410.410.41

6666----b)b)b)b)輸血前検査実施輸血前検査実施輸血前検査実施輸血前検査実施 0.140.140.140.14 0.160.160.160.16

6666----b)b)b)b)輸血後検査実施輸血後検査実施輸血後検査実施輸血後検査実施 0.150.150.150.15 0.230.230.230.23

7777----a)a)a)a)緊急輸血体制整備緊急輸血体制整備緊急輸血体制整備緊急輸血体制整備 0.230.230.230.23 ----0.070.070.070.07

7777----c)Oc)Oc)Oc)O型輸血体制型輸血体制型輸血体制型輸血体制 0.300.300.300.30 ----0.090.090.090.09

7777----d)Od)Od)Od)O型以外型以外型以外型以外のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制 0.240.240.240.24 ----0.070.070.070.07

8888----a)a)a)a)宗教的輸血拒否周知宗教的輸血拒否周知宗教的輸血拒否周知宗教的輸血拒否周知 0.170.170.170.17 ----0.380.380.380.38

第第第第1111主成分主成分主成分主成分 第第第第2222主成分主成分主成分主成分

1111----a)a)a)a)病床数病床数病床数病床数200200200200以上以上以上以上 0.350.350.350.35 ----0.250.250.250.25

1111----b)b)b)b)診療科数診療科数診療科数診療科数14141414以上以上以上以上 0.260.260.260.26 ----0.380.380.380.38

1111----d)DPCd)DPCd)DPCd)DPC導入導入導入導入 0.310.310.310.31 ----0.150.150.150.15

2222----b)b)b)b)輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置輸血療法委員会設置 0.260.260.260.26 0.350.350.350.35

3333----a)a)a)a)輸血責任医師設置輸血責任医師設置輸血責任医師設置輸血責任医師設置 0.210.210.210.21 0.330.330.330.33

3333----c)c)c)c)検査技師配置検査技師配置検査技師配置検査技師配置 0.210.210.210.21 0.150.150.150.15

4444----a)a)a)a)輸血管理料算定輸血管理料算定輸血管理料算定輸血管理料算定 0.180.180.180.18 0.170.170.170.17

5555----b)H22b)H22b)H22b)H22廃棄処分廃棄処分廃棄処分廃棄処分したかしたかしたかしたか 0.240.240.240.24 0.310.310.310.31

5555----c)c)c)c)赤血球製剤在庫赤血球製剤在庫赤血球製剤在庫赤血球製剤在庫 0.310.310.310.31 ----0.200.200.200.20

5555----d)H22d)H22d)H22d)H22以降自己血輸血以降自己血輸血以降自己血輸血以降自己血輸血 0.270.270.270.27 ----0.060.060.060.06

6666----a)a)a)a)輸血前検体保管輸血前検体保管輸血前検体保管輸血前検体保管 0.170.170.170.17 0.410.410.410.41

6666----b)b)b)b)輸血前検査実施輸血前検査実施輸血前検査実施輸血前検査実施 0.140.140.140.14 0.160.160.160.16

6666----b)b)b)b)輸血後検査実施輸血後検査実施輸血後検査実施輸血後検査実施 0.150.150.150.15 0.230.230.230.23

7777----a)a)a)a)緊急輸血体制整備緊急輸血体制整備緊急輸血体制整備緊急輸血体制整備 0.230.230.230.23 ----0.070.070.070.07

7777----c)Oc)Oc)Oc)O型輸血体制型輸血体制型輸血体制型輸血体制 0.300.300.300.30 ----0.090.090.090.09

7777----d)Od)Od)Od)O型以外型以外型以外型以外のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制 0.240.240.240.24 ----0.070.070.070.07

8888----a)a)a)a)宗教的輸血拒否周知宗教的輸血拒否周知宗教的輸血拒否周知宗教的輸血拒否周知 0.170.170.170.17 ----0.380.380.380.38

N=64
規模小規模小規模小規模小さくてさくてさくてさくて

もももも可能可能可能可能

規模小規模小規模小規模小さくてさくてさくてさくて

もももも可能可能可能可能
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１．輸血療法委員会設置の更なる推進

２．緊急時の輸血に対応する院内体制の整備

３．危機的出血への対応ガイドラインの院内周知

・Ｏ型赤血球の輸血体制の整備

・Ｏ型以外の適合赤血球の輸血体制の整備 等々

１．輸血療法委員会設置の更なる推進

２．緊急時の輸血に対応する院内体制の整備

３．危機的出血への対応ガイドラインの院内周知

・Ｏ型赤血球の輸血体制の整備

・Ｏ型以外の適合赤血球の輸血体制の整備 等々

４．血液廃棄を減少させるための取組み

⇒方策の検討（制度改善の要望を含む）

４．血液廃棄を減少させるための取組み

⇒方策の検討（制度改善の要望を含む）

合同委員会による具体的方策の提示

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題今後今後今後今後のののの課題課題課題課題



19191919

輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法のののの標準化標準化標準化標準化にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの取組取組取組取組みみみみ輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法のののの標準化標準化標準化標準化にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの取組取組取組取組みみみみ

○実態把握の取組み継続

○対応方策の提示

○実態把握の取組み継続

○対応方策の提示

○アンケート調査の継続

～調査対象の拡張，調査項目の拡大＆掘り下げ～

○研修会の継続開催

～先進地事例，他院での取組み事例の情報共有～

○出前講習＆院内体制チェック相談の実施


