
赤血球濃厚液 RCC 平成24年度目標： 8,300単位 以下 H23年実績：8,304単位

平成23年のRCC使用量は前年に比べわずかに増加した。平成12年より右肩上がりで増加していた使用量は、最近3年は横ばいである。全国的にRCC
使用量は増加しており、少子高齢社会における供給危機が懸念されている。適正使用推進のため、輸血開始のヘモグロビン値を考慮しつつ患者の症
状に併せた輸血計画を立てるようにする。単なるヘモグロビン値維持のための輸血や1バッグ輸血は行わないように注意する。救急患者や手術患者増
加に伴うRCC使用量増大が予想されるが、一層の適正使用推進を図るため、使用目標値は平成23年の使用量に相当する8,300単位とする。予定
手術患者においては自己血輸血を積極的に利用する。

貯血式自己血 AWB 平成24年度目標； 600単位 以上 H23年実績：516単位

輸血療法の実施に関する指針では、「自己血輸血は院内での実施管理体制が適正に確立している場合は，同種血輸血の副作用を回避し得る最も
安全な輸血療法であり，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」と自己血輸血の実施が推奨されている。
自己血輸血を積極的に推進するため、平成２４年度の使用目標は平成２３年使用量を上回る600単位とする。自己血看護師資格をもつ専従看護
師が、貯血のコンサルテーションや患者への貯血前オリエンテーションなどを随時実施する体制が取られているので積極的に利用する。

新鮮凍結血漿 FFP 平成23年度目標： 3,700単位 以下 H23年実績：3,869.5単位

平成23年のFFP使用量は3,870単位で、血漿交換で使用された分をすべて算入しても、FFP/RBC比は輸血適正使用加算Ⅰ算定基準である0.54未
満をクリアしている。RCCの使用目標を8,300単位、貯血式自己血の使用目標を600単位とした場合、平成２３年並のFFP/RBC比0.42（血漿交換分
のFFPを含む）を維持するための使用目標値は3,700単位以下となる。凝固因子補充を目的としない使用（循環血液量維持を目的とした使用、成人
で480mL（4単位）以下の使用、低蛋白血症や低アルブミン血症是正のための使用など）を行わないことを徹底する。FFPの必要量は“容量”で考える。

平成23年11月から、院内製剤としてAB型FFPからクリオプレシピテートを調製し、供給を開始した。クリオプレシピテートは、術中大量出血による低フィ
ブリノゲン血症に適用となるが、使用前には凝固検査を必ず行う。A型、B型、O型患者では、ABO血液型異型適合血輸血となるので、使用時には「緊
急時・大量出血時の輸血に関する説明と同意書」を用いて説明し、同意を得る。

濃厚血小板 PC 平成23年度目標； 15,000単位 程度 H23年実績；14,800単位

PCの使用量は平成19年以降、17,000単位前後でほぼ変化がなかったが、平成23年には減少した。廃棄量は75単位で昨年より減少した（H22年：
165単位、H21年：70単位、H20年：145単位）。廃棄の原因として、PCが予約製剤で有効期限が短いことがあげられるが、貴重な献血により供給され
ていることを忘れてはいけない。患者の状態を十分に把握しながら、製剤を発注するように注意する。また、PCの査定が厳しくなってきたので注意する。な
お、PCの有効期限は採血後4日間である。

アルブミン製剤 ALB 平成23年度目標； 51,800g 以下 H23年実績；51,370g

平成23年のALB使用量は前年をわずかに上回ったが、ALB/3/RBC（RCC＋AWB）比は2未満（1.94）で平成24年度は輸血適正使用加算Ⅰを算定
できる。平成25年度も適正使用管理加算Ⅰを継続して算定するためには、平成24年1月～12月のALB/3/RBC比が2未満となることが必要である。平
成23年並のALB/3/RBC比を維持するためのALB使用量は、RBC使用量を8,900 単位とした場合、51,800gとなる。血液製剤の使用指針にしたがい、
検査値合わせ目的の使用や末期患者への使用は厳に慎むようにする。NST（Nutrition Support Team）は栄養補給目的のALB使用をなくすように
適切な栄養管理指導を行う。薬剤部は1ヶ月に数100グラム以上使用する症例を把握し、輸血責任医師に報告する。責任医師は適切に使用される
ように関連部門と診療科などと協議する。

グロブリン製剤 GLB 平成23年度目標； 10,000ｇ 程度 H23年実績；10,008g

平成23年のGLB使用量は昨年に引き続き増加した。GLBの適正使用に関する国のガイドラインは提示されていないが、適切な使用を心がける。重症
感染症への使用に関しては、適切な抗生剤を用いることでGLBは不要との見解もあることから、感染制御部に相談するなどの対応が求められる。

上記の製剤に関しては、輸血療法連絡協議会、病院運営委員会、医長連絡会議で各診療科別の使用量を報告し、適正使用の一助とする。また、各診療科の要望
により、輸血責任医師がカンファレンスなどに出向き、各診療科に使用実態に即した血液製剤の適正な使用法などをアドバイスする。

適正使用目標： ＦＦＰとアルブミン（ＡＬＢ）の適正使用目標は、輸血管理料Ⅰから独立して新設された輸血適正使用加算Ⅰを算定
できる値に相当する量とする。すなわち、FFP/RBC比が0.54未満、ALB/3/RBC比が2未満を満たす使用量を目標と定める。なお、平成
24年度は、平成23年のFFP/RBC比が0.42（RBCには自己血を含む）、ALB/3/RBC比が1.94であったので、輸血適正使用加算Ⅰを
算定できる。PCとグロブリン（GLB）の適正使用目標は平成23年使用量並みとする。待機手術における自己血輸血を推進し、血漿分
画製剤については、血液製剤の国内自給推進のため国内献血由来製剤の使用を考慮する。

グロブリン製剤 GLB 平成24年度目標； 8,800ｇ 程度 H23年実績；8,741g

アルブミン製剤 ALB 平成24年度目標； 51,800g 以下 H23年実績；51,370g

濃厚血小板 PC 平成24年度目標； 15,000単位 程度 H23年実績；14,800単位

新鮮凍結血漿 FFP 平成24年度目標： 3,700単位 以下 H23年実績：3,869.5単位

貯血式自己血 AWB 平成24年度目標； 600単位 以上 H23年実績：516単位

赤血球濃厚液 RCC 平成24年度目標： 8,300単位 以下 H23年実績：8,304単位

平成24年度 旭川医科大学病院

血液製剤適正使用方針

血液製剤使用に係わる全ての職種の方は、目標を達成できるように適切な使用を心がけて下さい。

適正使用目標

裏面に平成24年度 旭川医科大学病院血液製剤適正使用方針及び輸血療法連絡協議会運用マニュアル全文を掲載してあります。

歴年 RCC
(単位)

AWB
(単位)

FFP ( )内は血漿交換使用量 PC
(単位)

ALB
(ｇ)

GLB
(ｇ)

FFP/RBC ALB/3
/RBC新単位 旧単位

2011 8,310 514 3,869.5(240) 14,800 51,370 8,741 新：0.42 1.94

2010 8,159 537 3,835(487) 17,505 50,615 8,097 新：0.44 1.94

2009 8,572 456 4,258 (1,161) 6,219 (1,597) 16,485 49,919 6,774 新:0.47、旧:0.69 1.84

2008 7,217 416 5,368 (1,373) 18,425 45,679 6,059 旧:0.69 1.99

2007 7,678 375 4,236 18,565 60,881 5,763 旧:0.53 2.52

（120mL/単位） （80mL/単位）

平成24年4月1日
輸血療法連絡協議会制定

旭川医科大学病院の血液製剤使用量



２）輸血責任医師
病院長が任命し、輸血療法連絡協議会を運営する。各種血液製剤の使用統計などを関連部署と

共に作成し、適正使用実践の方策を立てる。輸血の手順を含む血液製剤使用に関わる安全管理の
第一義的責任を持ち、各診療科のコンサルテーションを行う。責任医師の科学的根拠のあるアドバイ
スに、血液製剤の使用者は原則としてしたがわなければならない。各種問題が発生した場合は、速や
かに病院長および委員長に報告し問題解決に当たる。

３）輸血専任臨床検査技師
病院長が任命し、輸血療法連絡協議会の運営をサポートする。各種血液製剤の使用統計などを

関連部署と共に作成し、適正使用実践の方策を立てる。輸血責任医師を補佐し、不適正使用情報を
報告する。輸血の手順を含む血液製剤使用に関わる安全管理に責任を持ち、輸血責任医師と協力
して各診療科のコンサルテーションなどを行う。各種問題が発生した場合は、速やかに輸血責任医
師に報告し問題解決に当たる。

４）輸血専任看護師
看護部長が任命し、輸血療法連絡協議会の運営をサポートする。自己血・成分採血室を運営し、

安全な輸血療法を推進する。輸血責任医師と協力し、自己血輸血を含む輸血患者やアフェレーシ
ス・瀉血療法を行う患者のケアと安全管理などに責任を持つ。また、輸血療法全般にわたり各ナース
ステーションのコンサルテーションなどを行う。各種問題が発生した場合は、速やかに輸血責任医師
に報告し問題解決に当たる。

５）その他
血液製剤に関わる職員は、血液製剤の不適切な販売（血液センター、製薬メーカーなど）、保管・

出庫（輸血部門、薬剤部など）、使用（各診療科、中央診療部門など）を発見した場合には、輸血療法
連絡協議会や輸血部門に報告する。

【５】運用に関わる手順
１）不適正使用に関連する要因を特定するための手順
①極端に血液製剤の使用量が多い患者を特定し、疾患や重症度から適切な使用が行われたかを検
証する。疑問点に関しては主治医からヒアリングする。
②診療科別の月別使用量から診療科に特徴的な不適正使用パターンを調査する。

２）不適正使用に関連する要因を除去あるいは低減するための手順
①【５】-1）で明らかにされた要因を除去あるいは低減するために、該当診療科による症例検討を輸血
療法連絡協議会で行う。
②輸血責任医師が各診療科に対して、各診療科のカンファレンスなどでアドバイスを行う。

３）適正使用目標の設定および適正使用計画の作成にあたり関係者の意見を反映する手順
①年度最後の輸血療法連絡協議会に、前年の使用量を勘案した原案を提出し、意見を求める。

４）適正使用計画を適切に運用するための手順
①輸血療法連絡協議会を定期的(2ヶ月に1回）に開催し、計画の達成程度を数値で把握する。
②達成の程度が低い場合は、その原因を把握し、改善点について討議する。

５）適正使用計画を周知させるための手順
①輸血責任医師は、輸血療法連絡協議会で討議された事項を、病院長、病院運営委員会、医長連
絡会などに報告する。
②適正使用計画を院内すべてに周知するため、リーフレットを作成し配布する。輸血部門、薬剤部の
掲示板にはリーフレットを掲示し、業者などへの周知を計る。

６）手順書管理手順
①手順書は、輸血療法連絡協議会を担当する医療支援課にて保管する。

７）適正使用計画を点検・改善するための手順
①適正使用計画は1年に1度点検し、見直すこととする。

８）不適正使用調査・改善手順
①【５】-1)、【５】-2）に順じ、対応する。

９）血液製剤に関する安全管理・改善手順
①血液製剤に関する医療事故が発生した場合は、診療マニュアル 最新の医療事故防止対策編
の定める手順にしたがい行動する。
②インシデントは、輸血責任医師が解析し、事例の内容、発生要因、改善策などを輸血療法連絡協
議会で報告する
③各診療科や各ナースステーションにおいて血液製剤使用の安全対策や業務改善が必要な時は、
輸血責任医師、輸血責任臨床検査技師、輸血責任看護師が各診療科や各ナースステーションに対
してアドバイスを行う。

１０）監査の実施手順
①上記手順について、不適当なところがあれば常時監査し変更する。また、適正使用計画を策定する
ときには定期的に手順書の監査を行い、記録に残す。

【６】附則
１）本運用マニュアルは、平成24年4月開催の輸血療法連絡協議会にて制定され、平成24年4月1日
から有効となる。
２）本運用マニュアルは、１年毎に見直すこととする（次回は、平成24年1月から12月の使用実績を考
慮し、平成25年第1回輸血療法連絡協議会に平成25年度運用マニュアル（案）を提案し、審議の後、
平成25年4月1日から実施する予定とする）。

【附】 改訂履歴
平成19年4月1日制定
平成20年4月1日改定、平成21年4月1日改定、平成22年4月1日改定、平成23年4月1日改定
平成24年4月1日改定

平成24年度 旭川医科大学病院
血液製剤適正使用方針及び輸血療法連絡協議会運用マニュアル

【１】適正使用方針
当院では、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の定めにしたがい、輸血療法連

絡協議会を中心として、安全かつ適正な血液製剤使用が実践されるように努める。血液製剤適正使
用方針及び輸血療法連絡協議会運用マニュアルを作成し、各職種の役割、責任および権限を明確
にするとともに、適正使用推進の手順を定める。院内では血液製剤使用に係わるすべての職種（院
内・院外を問わず、日本赤十字社など製薬メーカーを含む）は本運用マニュアルに沿って行動するこ
とが求められる。

【２】適正使用目標
ＦＦＰとアルブミン（ＡＬＢ）の適正使用目標は、輸血管理料Ⅰから独立して新設された輸血適正使用
加算Ⅰを算定できる値に相当する量とする。すなわち、FFP/RBC比が0.54未満、ALB/3/RBC比が2
未満を満たす使用量を目標と定める。なお、平成24年度は、平成23年のFFP/RBC比が0.42（RBC
には自己血を含む）、ALB/3/RBC比が1.94であったので、輸血適正使用加算Ⅰを算定できる。PCと
グロブリン（GLB）の適正使用目標は平成23年使用量並みとする。待機手術における自己血輸血を
推進し、血漿分画製剤については、血液製剤の国内自給推進のため国内献血由来製剤の使用を考
慮する。

１）赤血球濃厚液 RCC 平成24年度目標：8,300単位 以下
【実績】 H23年：8310単位、H22年：8159単位、H21年：8572単位、H20年：7217単位
平成23年のRCC使用量は前年に比べわずかに増加した。平成12年より右肩上がりで増加していた
使用量は、最近3年は横ばいである。全国的にRCC使用量は増加しており、少子高齢社会における
供給危機が懸念されている。適正使用推進のため、輸血開始のヘモグロビン値を考慮しつつ患者の
症状に併せた輸血計画を立てるようにする。単なるヘモグロビン値維持のための輸血や1バッグ輸血
は行わないように注意する。救急患者や手術患者増加に伴うRCC使用量増大が予想されるが、一
層の適正使用推進を図るため、使用目標値は平成23年の使用量に相当する8,300単位とする。予
定手術患者においては自己血輸血を積極的に利用する。

２）貯血式自己血輸血 AWB 平成24年度目標：600単位 以上
【実績】 H23年：514単位、H22年：537単位、H21年；456単位、H２０年：416単位
輸血療法の実施に関する指針では、「自己血輸血は院内での実施管理体制が適正に確立している
場合は，同種血輸血の副作用を回避し得る最も安全な輸血療法であり，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」と自己血輸血の実施が推奨されている。自
己血輸血を積極的に推進するため、平成２４年度の使用目標は平成２３年使用量を上回る600単位
とする。学会認定自己血看護師資格をもつ専従看護師が、貯血のコンサルテーションや患者への貯
血前オリエンテーションなどを随時実施する体制が取られているので積極的に利用する。

３）新鮮凍結血漿 FFP 平成24年度目標： 3,700単位 以下（１単位はFFP120mL）
【実績】 H23年：3869.5単位、H22年：3,835単位、H21年：4,258単位
平成23年のFFP使用量は3,870単位で、血漿交換で使用された分をすべて算入しても、FFP/RBC
比は輸血管理料算定基準である0.5未満をクリアしている。RCCの使用目標を8,300単位、貯血式
自己血の使用目標を600単位とした場合、平成２３年並のFFP/RBC比0.42（血漿交換分のFFPを
含む）を維持するための使用目標値は3,700単位以下となる。凝固因子補充を目的としない使用（循
環血液量維持を目的とした使用、成人で480mL（4単位）以下の使用、低蛋白血症や低アルブミン
血症是正のための使用など）を行わないことを徹底する。FFPの必要量は“容量”で考える。
平成23年11月から、院内製剤としてAB型FFPからクリオプレシピテートを調製し、供給を開始した。
クリオプレシピテートは、術中大量出血による低フィブリノゲン血症に適用となるが、使用前には凝固
検査を必ず行う。A型、B型、O型患者では、ABO血液型異型適合血輸血となるので、使用時には
「緊急時・大量出血時の輸血に関する説明と同意書」を用いて説明し、同意を得る。

４）血小板濃厚液濃 PC 平成24年度目標：15,000単位 程度
【実績】 H23年：14,800単位、H22年：17,505単位、H21年：16,485単位、H20年：18,425単位
PCの使用量は平成19年以降、17,000単位前後でほぼ変化がなかったが、平成23年には減少した。
廃棄量は75単位で昨年より減少した（H22年：165単位、H21年：70単位、H20年：145単位）。廃棄
の原因として、PCが予約製剤で有効期限が短いことがあげられるが、貴重な献血により供給されて
いることを忘れてはいけない。患者の状態を十分に把握しながら、製剤を発注するように注意する。ま
た、PCの査定が厳しくなってきたので注意する。なお、PCの有効期限は採血後4日間である。

５）アルブミン製剤 ALB 平成24年度目標：51,800g 以下
【実績】 H23年：51,370g、H22年：50,615g、H21年：49,919ｇ、H20年：45,678.5ｇ
平成23年のALB使用量は前年をわずかに上回ったが、ALB/3/RBC（RCC＋AWB）比は2未満
（1.94）で平成24年度は輸血適正使用加算Ⅰを算定できる。平成25年度も適正使用管理加算Ⅰを
継続して算定するためには、平成24年1月～12月のALB/3/RBC比が2未満となることが必要である。
平成23年並のALB/3/RBC比を維持するためのALB使用量は、RBC使用量を8,900 単位とした場
合、51,800gとなる。血液製剤の使用指針にしたがい、検査値合わせ目的の使用や末期患者への使
用は厳に慎むようにする。NST（Nutrition Support Team）は栄養補給目的のALB使用をなくすよ
うに適切な栄養管理指導を行う。薬剤部は1ヶ月に数100グラム以上使用する症例を把握し、輸血責
任医師に報告する。責任医師は適切に使用されるように関連部門と診療科などと協議する。

６）グロブリン製剤 GLB 平成24年度目標：8,800g 以下
【実績】 H23年：8,741g、H22年：8,069g、H21年；5,763g、H20年：6,059g
平成23年のGLB使用量は昨年に引き続き増加した。GLBの適正使用に関する国のガイドラインは
提示されていないが、適切な使用を心がける。重症感染症への使用に関しては、適切な抗生剤を用
いることでGLBは不要との見解もあることから、感染制御部に相談するなどの対応が求められる。

上記製剤の使用量は、輸血療法連絡協議会、病院運営委員会、医長連絡会議で報告し、適正使
用の一助とする。 また、各診療科の要望により、輸血責任医師がカンファレンスなどに出向き、各診
療科に使用実態に即した血液製剤の適正な使用法などをアドバイスする。

【３】適正使用計画 【２】適正使用目標を参照

【４】各職種管理者の役割、責任および権限
１）委員長
輸血療法連絡協議会をとりまとめ、血液製剤の適正使用、安全性管理に関する責任を持つ。病院

長と協議し、不適正使用を継続する診療科の長に対してアドバイスを行う。

平成23年4月1日輸血療法連絡協議会制定


