
当院における輸血療法委員会の現状報告
輸血訪問相談報告

ＪＡ広島総合病院臨床研究検査科
笹谷真奈美

ＪＡ広島総合病院の概要

病床数 ５６１床
年間手術件数 約４９００件
診療科 ２７科

呼吸器内科 乳腺外科 眼科
循環器内科 整形外科 耳鼻咽喉科」
腎臓内科 形成外科 放射線科治療科
糖尿病代謝内科 脳神経外科 画像診断部
神経内科 呼吸器外科 麻酔科
消化器内科 心臓血管外科 歯科口腔外科
小児科 皮膚科 手術室
精神・診療内科 泌尿器科 救急・集中治療科
外科 産婦人科 緩和ケア科

地域救命救急センター
２０１１年４月開設 ８床

輸血関連データー

２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年

RCC（単位数） 4704 3830 4502 4364

FFP（単位数） 3120.75 2322 2819.5 1896.75

PC（単位数） 4645 3295 3185 3365

自己血（単位数） 302 335 335 387

アルブミン（ｇ） 42663.4 35592.5 37027.9 39425

２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年

RCC（廃棄％） 1.8 3.6 2.3 2.4

FFP（廃棄％） 0.38 1.9 1.1 3.9

PC（廃棄％） 0.85 2.9 3 2.6

本日の内容

・当院の輸血関連業務の変遷
・輸血療法委員会の歩み
・輸血療法委員会の活動
・検査科としての委員会における取り組み
・委員会での検討・課題事項
・当院での輸血療法の推進に向けた相談応需
について

・広島県合同輸血療法委員会に期待すること

当院の輸血関連業務の変遷

血液製剤管理

薬剤科 １９９９年７月検査科 アルブミン製剤は薬剤科管理
輸血システム稼働

輸血検査（血液型・不規則性抗体検査）

試験管法 ２００７年
血液型紙台紙に保存 全自動輸血検査機器稼働

カラム凝集法

輸血療法委員会の歩み

１９９５年 ４月
輸血療法委員会発足 輸血同意書作成
輸血療法委員長
医師・薬剤科・検査科・看護科

１９９９年 ７月
輸血システム稼働
検査科で輸血製剤管理

２０００年
認定輸血検査技師が委員会に参加

２００１年
６月より整形外科でＴ＆Ｓが始まり、同年１０月より外科で実施される

２００６年
電子カルテ導入 輸血のオーダリングは実施せず
輸血副作用報告体制（全症例）を実施

２００８年
輸血前検体保管実施

２０１４年 １月
電子カルテ変更・輸血オーダリング実施・ＰＤＡ認証システム稼働
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輸血療法委員の構成

委員長 麻酔科部長・緩和部長・手術中央材料部主任部長
副委員長 救急・集中治療科主任部長・センター長
副委員長 臨床研究検査科長
委員 医師４名

腹部救急治療科主任部長 膵・胆道内科主任部長・消化器内科部長
産婦人科主任部長 心臓血管外科主任部長

検査技師 ２名（認定輸血検査技師）
臨床工学科（科長） １名
薬剤科（部長を含む） ２名
看護科 ４名

看護副部長 看護科長（ＩＣＵ） 看護科長（手術室） 看護科長
医事（科長） １名
施設資材課 １名
医療安全管理室科長 １名

輸血療法委員会の活動

・輸血療法マニュアルの整備
マニュアル作成、改訂

・輸血療法委員会の開催
１年に 低６回開催
血液製剤の使用量・廃棄量・副作用報告と討議

・輸血関連インシデント事例の報告と対策
・決定事項の院内周知

医局会等での必要事項を通達
・研修会の開催

輸血関連した講演会を開催
・輸血情報の配信

輸血関連研修会

2009年9月10日 ｢輸血関連急性肺障害｣
広島県赤十字血液センター所長 沖田 肇

2010年10月21日 ｢危機的出血への対応｣
ＪＡ広島総合病院 救急・集中治療科主任部長 吉田 研一

2011年9月27日 ｢周術期輸血療法ならびに大量出血時の輸血療法｣
国立循環器病研究センター輸血管理室 宮田 茂樹

2012年10月5日 ｢自己血貯血時の副作用軽減の試みと認定取得｣
広島大学病院看護部 大崎 千津子

2013年10月17日 ｢緊急成分輸血の安全管理 術中輸血を参考に｣
177名参加 国立国際医療研究センター国府台病院麻酔科 東 俊晴

検査科としての委員会における取り組み

・議事内容の設定
・日程調整
・会議室手配
・資料準備
・情報発信

固定テーマ
・血液製剤の月別使用量を科別ごとに集計報告

ＦＦＰ／ＲＣＣ比 アルブミン／ＲＣＣ比
・年度集計報告

血液製剤科別ごと使用集計・廃棄集計（金額）報告
輸血副作用報告

・Ｔ＆Ｓの実施にむけて臨床側に提案→実施
・院内輸血マニュアル作成・見直し
・病院内緊急輸血の体制マニュアル

危機的出血への対応ガイドライン
産科危機的出血への対応ガイドライン

・輸血に関わるインシデント報告と対策
・非輸血患者マニュアル作成
・重篤な輸血副作用報告
・輸血前の検体保管実施
・輸血後感染症検査の充実にむけて提案
・看護科へ学会認定自己血輸血看護師・臨床輸血看護師
制度の案内

その他のテーマ（検査室から議事発信） 委員会での検討・課題事項

・製剤廃棄率の減少にむけての対策

・アルブミン製剤の適正使用にむけて使用目的
調査実施（2014年2月～）

・輸血前後感染症検査の充実にむけての取り組み

・緊急輸血体制マニュアルの見直しの必要
（救命救急センターの稼働）
（電子カルテ変更・輸血オーダリング開始）
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緊急輸血事例

救命救急センター発足前後のＯ型製剤使用状況
異型適合血輸血 0型製剤輸血症例

年月日 疾患・科別 製剤単位数 日当直時 日勤帯

2009年12月23日心外 4単位 ○

2010年 1月26日 心外 4単位 ○

2010年 4月 2日 心外 6単位 ○

2010年11月29日その他 4単位返却 ○

地域救命救急センター 2011年4月より開設

1 2011年8月6日交通外傷 8単位 ○

2 2012年2月12日交通外傷 4単位 ○

3 2012年10月8日交通外傷 6単位 ○

4 2013年2月26日その他 4単位 ○

5 2013年3月11日腫瘍破裂 ｼｮｯｸ 10単位返却 ○

6 2013年5月12日交通外傷 2単位

7 2013年6月20日食道静脈瘤破裂 2単位 ○

8 2013年7月3日その他 2単位 ○

9 2013年7月10日その他 4単位 ○

10 2013年7月27日心外 2単位 ○

11 2013年9月15日産後大量出血 2単位 ○

12 2013年11月9日出血性胃潰瘍 8単位 ○

13 2013年11月14日その他 4単位 ○

死亡例

緊急輸血

血液型検査の判定
まで待てる

血液型は既知か？

O型RCC輸血の依頼

患者検体の
採血/提出

ｾｸﾞﾒﾝﾄ（ｼｰﾙ貼付）
とｼｰﾙを残す

患者血液型および
抗体ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｸﾛｽﾏｯﾁ

O型RCC製剤
の払出

患者同型製剤への切替
ｸﾛｽﾏｯﾁ

過去に血液型
検査確定済

血液型検査実施

患者同型製剤
にてｸﾛｽﾏｯﾁ

患者抗体
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ実施

yes

yes

no

患者同型製剤
の払出

no

緊急ﾜｰｸｼｰﾄへ貼付し、
２枚ｺﾋﾟｰ（払出用/仮報告用）

必ず輸血前に！
血液型検査用
輸血検査用
（検体保管用）

過去に2回以上
検査済

（注意）血液型検査用と輸血検査用の
採血は別採血で行うことを原則とする

緊急輸血情報を
検査室（2244）へ連絡
在庫製剤確認

緊急輸血事例の問題点

検査側への製剤依頼の重複
製剤不要の場合の連絡不足
緊急度の伝達不備

★コマンダー（臨床側指揮官）の必要性

★委員会での問題事例として検討提案

広島県合同輸血療法委員会への相談として
緊急輸血体制の模範シュミレーションの希望を提出

日時 ：２０１３年２月１３日 １５：００～１８：２０

スケジュールと視察部署
１５：００～検査室での文書等確認及びヒヤリング
１６：００～使用量の多い部署での視察（手術室・ＩＣＵ・救急外来・外科病棟）
１７：００～研修会

輸血療法委員会のメンバー・救急外来の出席をお願いした

１８：０５～講評及び質疑応答

当院での輸血療法の推進に向けた
相談応需について

緊急輸血体制の模範シュミレーションに関しては時間の制約も有り消化不良

相談応需のながれ

・ＦＦＰの専用溶解装置の必要な部署への配置
・輸血療法のＩＴ化推進（手術室等における患者認証と病院システム
の同期）

・血液製剤保管方法の適正化（自己血の専用保冷庫の整備）

改善指摘事項

・輸血後の検査の実施にむけての患者への説明方法の検討
・廃棄率の減少に向けた取組（血液製剤の在庫状況確認システム
の整備等）

・輸血療法委員会を規約内の組織とすることの検討
（病院規約内組織となっています）

今後改善検討事項

訪問相談事業報告書 指摘事項の改善にむけて ①

・ＦＦＰの専用溶解装置の必要な部署への配置
予算・人員（検査室）等の問題で検討中
将来的には検査室で解凍
解凍後破棄される事も多いので、院内周知の徹底後が望ましい

・輸血療法のＩＴ化推進（手術室等における患者認証と病院システムの同期）
２０１４年１月より稼働

・血液製剤保管方法の適正化（自己血の専用保冷庫の整備）
予算・場所等の問題で検討中
自己血と一般製剤の保管棚は区別し一目で区別できる札を設置した

★専用解凍装置・専用保冷庫については輸血療法委員会で購入を考える事が決定
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広島太郎

ＩＣＵでのＯＰ後製剤の輸血製剤停滞
・心臓血管外科ＯＰ後の2日目の製剤返却の取り決め
・取り決めの実施がなされていない場合あり

臨床側への輸血管理状況を説明し理解を求める
ＯＰ後返却製剤取り決めの再確認
検査室よりＩＣＵへ製剤状況を確認に行く

２０１４年１月より輸血製剤のオーダーリングが開始
検査室輸血システムでの製剤の使用状況の確認が可能
製剤廃棄率減少となるか？

廃棄率の減少に向けた取組
（血液製剤の在庫状況確認システムの整備等）

改善対策

指摘事項の改善にむけて②

関係各位 

                                輸血療法委員会 

                               委員長：松本千香子 

輸血療法に関するアンケートにご協力下さいますようお願い致します。 

該当するものに○をお願い致します。 

①診療科 

・外科系（救急・麻酔科を含む） ・内科系（腫瘍科を含む） 

②職歴 

 ・5 年未満  ・５～10 年未満  ・10～20 年未満 ・20 年以上 

③輸血療法を行いますか？ 

 ・行う    ・行わない 

④行うと回答された方にお伺い致します。 

 「輸血療法の実施に関する指針」「血液製剤の使用指針」を参考にしていますか？ 

 ・常に参考にしている ・時々参考にしている ・参考にしていない 

⑤危機的出血への対応ガイドラインをご存知ですか？ 

・知っている ・知らない 

⑥産科危機的出血の対応ガイドラインをご存知ですか？ 

 ・知っている  ・知らない 

⑦緊急輸血で 

製剤を依頼して輸血実施までの時間について質問します。 

 （ＲＣＣ･ＦＦＰ）当院在庫製剤がある場合の依頼から輸血実施までの時間（生食法） 

・15 分以内 ・30 分以内 ・1 時間以内 ・知らない 

（ＲＣＣ･ＦＦＰ）当院在庫製剤がない場合の依頼から輸血実施までの時間（生食法） 

・30 分以内 ・1 時間以内 ・1 時間以上 ・知らない 

⑧輸血前の感染症検査について 

 ・必ず行う ・行う ・行わない  

⑨輸血後の感染症検査について 

 ・行う ・行わない ・行うことがある ・分からない 

⑩血液製剤の薬価（購入金額）について 

照射赤血球濃厚液（ＲＣＣ）2 単位（400ｍｌ）の薬価は 18,414 円です。 

・知っていた ・知らなかった 

 新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）2 単位（240ｍｌ）の薬価は 17,414 円です。 

・知っていた ・知らなかった 

照射濃厚血小板 10 単位の薬価は 77,270 円です。 

・知っていた ・知らなかった 

⑪輸血療法・輸血検査体制等についてご意見をお書き下さい。 

 

 

 

 

ご協力有り難うございました。 

回収

73%

未提出

27%

アンケート回収率

Ｎ＝119

外科系

59%

内科系

41%

提出割合

外科系実施
54%

内科系実

施
32%

外科系なし
5% 内科系なし

9%

輸血療法実施割合

常に参考外科系
12%

常に参考内科系
4%

時々参考外科系
42%

時々参考内科系
21%

していない外科

系

9%

していない内科

系

12%

ガイドラインについて

知っている外

科系

23%

知っている内

科系

9%

知らない外科

系

36%

知らない

内科系

32%

危機的出血への対応ガイドライン 知ってい

る外科

系

14%

知っている

内科系

2%

知らない外科

系

45%

知らない内科

系

39%

産科危機的出血への対応ガイドライン

15分以内

12%

３０分以内

26%

１時間以内

21%

知らない

41%

緊急輸血の場合の製剤準備時間

（在庫血有る場合） ３０分以内

0%

１時間以内

16%

１時間以上

39%

知らない

45%

緊急輸血の場合の製剤準備時間

（在庫製剤のない場合）

必ず行う

50%

行う

37%

行わない

2%

分からない

11%

輸血前感染症検査について
必ず行う

9%

行う

23%

行わない

45%

分からない

23%

輸血後感染症検査について

知ってい

る

14%

知らない

86%

ＲＣＣの金額
知ってい

る

13%

知らない

87%

ＦＦＰの金額
知ってい

る

14%

知らない

86%

ＰＣの金額
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輸血後感染症検査にむけての取り組みについて

２０１１年より議題にあげて長期検討事項
・輸血後感染症セット項目を決定
・輸血後感染症検査の臨床（患者）への提示の方法を話し合う

輸血患者退院時に説明文書の提示
説明文書作成
説明の流れの確立 検討中
電子カルテ上でのアラート

２０１４年１月より電子カルテ変更のため
実施もその後となる

指摘事項の改善にむけて③ 相談応需をうけて

・当院の輸血療法の問題点の再確認

・停滞議案の決定に寄与

・輸血療法に関わる各部署との問題意識
の共有

広島県合同輸血療法委員会に
期待すること

・輸血に関する説明文（副作用・輸血後感染症・輸血後
感染症検査の必要性等）の広島県で統一したものを
作成して頂きたい

・先進地事例、他院の取り組み事例を通しての情報共有

・輸血に関する講師の紹介

・施設毎の具体的な指導
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