
秋田県赤十字血液センター面川 進平成平成平成平成23年度広島県合同輸血療法委員会年度広島県合同輸血療法委員会年度広島県合同輸血療法委員会年度広島県合同輸血療法委員会
2011年年年年7月月月月9日日日日（（（（土土土土）、）、）、）、広島広島広島広島

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の目的
�秋田県合同輸血療法委員会の歩み
�秋田県の独自の活動

� I&Aの実施について
� 輸血前後の感染症検査、検体保管
� 危機的出血時の輸血体制について
� 地域での輸血講演会、など

�秋田県における輸血医療の実態把握と血液製剤適正使用推進
�合同輸血療法委員会の役割と今後の課題秋田県合同輸血療法委員会の目的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合同輸血療法委員会組織 三位一体三位一体血液事業血液事業血液事業血液事業血液血液血液血液センターセンターセンターセンター患者患者患者患者のののの利益利益利益利益医療機関医療機関医療機関医療機関 行政行政行政行政秋田県秋田県秋田県秋田県
合同輸血療法委員会の活動概要合同輸血療法委員会の活動概要

� 特別講演
� 特別講演は、時々の最新の話題で

� 組織化
� 輸血療法委員会合同会議から合同輸血療法委員会へ

� 委員会活動資金の確保
� 秋田県の予算 → 予算ゼロ → 厚労省 「血液製剤使用適正化方策調査研究事業」への応募

� 輸血の実態調査
� 輸血療法委員会設置状況、血液製剤使用数、廃棄数、患者数、自己血輸血状況、など

� 合同委員会でのユニークな調査・活動
� I&A視察、輸血のリスクマネージメント、適正使用、副作用、感染症と遡及調査、輸血管理料、危機的出血時の輸血体制、輸血療法委員会の活性化、など

輸血療法委員会合同会議輸血療法委員会合同会議 準備委員会準備委員会（（19981998年年〜〜20052005年）年）
��委員会構成（委員会構成（88名）名）

� 医療機関 4名（医師2・臨床検査技師2）
� 秋田県医務薬事課 2名（医務薬事課主幹を含む）
� 血液センター 2名（所長・製剤課長）

��検討内容検討内容
� 合同会議開催時期（11月下旬）
� 主題・討論テーマ・アンケート内容の決定
� 特別講演講師決定
� I&A査察の取組み（2002・2003年） 平成平成平成平成15年度年度年度年度まではまではまではまでは医医医医 師師師師 2薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師 1臨床検査技師臨床検査技師臨床検査技師臨床検査技師 1



秋田県合同輸血療法委員会要綱秋田県合同輸血療法委員会要綱秋田県合同輸血療法委員会要綱秋田県合同輸血療法委員会要綱秋田県合同輸血療法委員会要綱秋田県合同輸血療法委員会要綱秋田県合同輸血療法委員会要綱秋田県合同輸血療法委員会要綱(2006(2006年年年年年年年年88月制定月制定月制定月制定））））月制定月制定月制定月制定））））第第第第２２２２章章章章 目的及目的及目的及目的及びびびび事業事業事業事業（（（（目的目的目的目的））））第第第第４４４４条条条条 本会本会本会本会はははは、、、、秋田県内秋田県内秋田県内秋田県内におけるにおけるにおけるにおける適正適正適正適正かつかつかつかつ安全安全安全安全なななな輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指すものとするすものとするすものとするすものとする。。。。なおなおなおなお、、、、目的達成目的達成目的達成目的達成のためののためののためののための詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては、、、、実施要領実施要領実施要領実施要領としてとしてとしてとして別途定別途定別途定別途定めるめるめるめる。。。。（（（（事業事業事業事業））））第第第第５５５５条条条条 本会本会本会本会はははは前条前条前条前条のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためするためするためするため次次次次のののの事業事業事業事業をををを行行行行うううう。。。。（（（（ １１１１ ）））） 世話人及世話人及世話人及世話人及びびびび顧問顧問顧問顧問によるによるによるによる世話人会世話人会世話人会世話人会のののの開催開催開催開催（（（（ ２２２２ ）））） 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のののの開催開催開催開催（（（（ ３３３３ ）））） そのそのそのその他他他他、、、、本会本会本会本会のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな事業事業事業事業第第第第３３３３章章章章 運営等運営等運営等運営等（（（（運営運営運営運営））））第第第第６６６６条条条条 本会本会本会本会のののの運営運営運営運営はははは、、、、世話人会世話人会世話人会世話人会によりによりによりにより決定決定決定決定するするするする。。。。（（（（会会会会のののの開催開催開催開催））））第第第第７７７７条条条条 世話人会世話人会世話人会世話人会はははは、、、、年年年年１１１１ 回以上開催回以上開催回以上開催回以上開催するするするする。。。。第第第第８８８８条条条条 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はははは、、、、年年年年１１１１ 回以上開催回以上開催回以上開催回以上開催するするするする。。。。第第第第９９９９条条条条 代表世話人代表世話人代表世話人代表世話人はははは、、、、第第第第２２２２ 条条条条にににに定定定定めるめるめるめる者者者者のほかのほかのほかのほか、、、、意見等意見等意見等意見等をををを聞聞聞聞くたくたくたくためにめにめにめに必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認められるめられるめられるめられる者者者者をををを会議会議会議会議にににに出席出席出席出席させることができるさせることができるさせることができるさせることができる。。。。（（（（事務局事務局事務局事務局））））第第第第１０１０１０１０条条条条本会本会本会本会のののの事務事務事務事務をををを処理処理処理処理するためするためするためするため、、、、秋田県健康福祉部医務薬事課及秋田県健康福祉部医務薬事課及秋田県健康福祉部医務薬事課及秋田県健康福祉部医務薬事課及びびびび秋田県秋田県秋田県秋田県赤十字血液赤十字血液赤十字血液赤十字血液センターセンターセンターセンターにににに事務局事務局事務局事務局をををを置置置置くくくく。。。。（（（（そのそのそのその他他他他））））第第第第１１１１１１１１条条条条 本要綱本要綱本要綱本要綱にににに定定定定めるもののめるもののめるもののめるものの変更等変更等変更等変更等についてはについてはについてはについては、、、、世話人会世話人会世話人会世話人会においにおいにおいにおいてててて協議協議協議協議しししし定定定定めるめるめるめる。。。。２２２２ 本要綱本要綱本要綱本要綱にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは世話人会世話人会世話人会世話人会においてにおいてにおいてにおいて協議協議協議協議しししし、、、、別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。附則附則附則附則 このこのこのこの要綱要綱要綱要綱はははは、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年８８８８月月月月３０３０３０３０日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。
第第第第１１１１章章章章 総則総則総則総則（（（（名称名称名称名称））））第第第第１１１１条条条条 本会本会本会本会はははは、「、「、「、「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」」」」とととと称称称称するするするする。。。。（（（（構成構成構成構成））））第第第第２２２２条条条条 本会本会本会本会はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者によってによってによってによって構成構成構成構成するするするする。。。。（（（（ １１１１ ）））） 秋田県内医療機関秋田県内医療機関秋田県内医療機関秋田県内医療機関のののの輸血療法委員会構成員輸血療法委員会構成員輸血療法委員会構成員輸血療法委員会構成員（（（（ 輸血責輸血責輸血責輸血責任医師及任医師及任医師及任医師及びびびび輸血業務担当者等輸血業務担当者等輸血業務担当者等輸血業務担当者等））））（（（（ ２２２２ ）））） 秋田県赤十字血液秋田県赤十字血液秋田県赤十字血液秋田県赤十字血液センターセンターセンターセンター職員職員職員職員（（（（ ３３３３ ）））） 秋田県及秋田県及秋田県及秋田県及びびびび市町村市町村市町村市町村のののの血液行政担当者血液行政担当者血液行政担当者血液行政担当者（（（（ ４４４４ ）））） そのそのそのその他必要他必要他必要他必要とととと認認認認められるめられるめられるめられる者者者者（（（（役員役員役員役員））））第第第第３３３３条条条条 本会役員本会役員本会役員本会役員としてとしてとしてとして、、、、代表世話人代表世話人代表世話人代表世話人、、、、世話人及世話人及世話人及世話人及びびびび顧問顧問顧問顧問をををを置置置置くくくく。。。。２２２２ 世話人世話人世話人世話人はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者、、、、若干名若干名若干名若干名とするとするとするとする。。。。（（（（ １１１１ ）））） 秋田県内主要医療機関秋田県内主要医療機関秋田県内主要医療機関秋田県内主要医療機関のののの輸血療法委員会委員長輸血療法委員会委員長輸血療法委員会委員長輸血療法委員会委員長、、、、輸輸輸輸血責任医師及血責任医師及血責任医師及血責任医師及びびびび輸血業務担当者輸血業務担当者輸血業務担当者輸血業務担当者（（（（ ２２２２ ）））） 秋田県赤十字血液秋田県赤十字血液秋田県赤十字血液秋田県赤十字血液センターセンターセンターセンター所長及所長及所長及所長及びびびび担当職員担当職員担当職員担当職員（（（（ ３３３３ ）））） 秋田県健康福祉部医務薬事課長秋田県健康福祉部医務薬事課長秋田県健康福祉部医務薬事課長秋田県健康福祉部医務薬事課長（（（（ ４４４４ ）））） そのそのそのその他必要他必要他必要他必要とととと認認認認められるめられるめられるめられる者者者者３３３３ 代表世話人代表世話人代表世話人代表世話人はははは、、、、世話人世話人世話人世話人のののの互選互選互選互選によりによりによりにより定定定定めめめめ、、、、会会会会をををを代表代表代表代表しししし、、、、必必必必要要要要にににに応応応応じじじじ会議会議会議会議をををを招集招集招集招集しししし、、、、議長議長議長議長となるとなるとなるとなる。。。。４４４４ 顧問顧問顧問顧問はははは、、、、本会運営本会運営本会運営本会運営にににに必要必要必要必要なななな助言助言助言助言をををを得得得得るるるる為為為為、、、、世話人世話人世話人世話人のののの推薦推薦推薦推薦にににによりよりよりより定定定定めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。

合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会 世話人会世話人会（（20062006年年〜〜20112011年）年）
��世話人会構成（世話人会構成（1111名）名）

� 医療機関 6名（医師4・臨床検査技師2）
� 秋田県医務薬事課 3名（医務薬事課長を含む）
� 血液センター 2名（所長・担当課長）

��検討内容検討内容
� 合同会議開催時期（11月下旬）
� 主題・討論テーマ・アンケート内容の決定
� 特別講演講師決定
� I&A視察の取組み
� 教育講演、研修会の企画 医師医師医師医師のののの所属診療科所属診療科所属診療科所属診療科外科外科外科外科、、、、心臓外科心臓外科心臓外科心臓外科、、、、血液内科血液内科血液内科血液内科、、、、輸血部輸血部輸血部輸血部

秋田県合同輸血療法委員会の年間事業秋田県合同輸血療法委員会の年間事業（（20092009年年度）度）
� 7月7日：世話人会の開催（討論主題の決定、開催時期等）
� 9月13日：輸血用血液の使用状況調査（定期・定点調査）
� 9月13日：危機的出血時の輸血体制に関するアンケート調査
� 11月26日：第12回秋田県合同輸血療法委員会の開催
� 2月3日：I&Aチェックリストを用いた医療機関の視察
� 3月13日&22日：地域での輸血講演会の開催（県北地区・県南地区）
� 4月8日：調査報告書及び合同輸血療法委員会議事録作成

第第1313回回((20102010年年))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の歩み秋田県合同輸血療法委員会の歩み(1)(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 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秋田県合同輸血療法委員会の歩み(2)(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 開催開催開催開催のののの危機危機危機危機！！！！ 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－ 中山 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年間の合同輸血療法委員会の調査から– 面川 進 35 71名

第第第第第第第第77回回回回回回回回 特別講演特別講演特別講演特別講演なしなしなしなし特別講演特別講演特別講演特別講演なしなしなしなし平成16年度、適正輸血推進事業が国の委託事業の位置づけから削除されゼロ査定となったことは周知の事実である。委託事業から補助事業への期待も空しく、県単独での予算措置のなかでの今後の展開を待つこととなった。県内の医療機関が一堂に会する機会は合同会議をおいて他はなく、主題となるテーマの選択から、適正輸血につながる種々の情報提供、また県内での輸血患者数の把握、自己血輸血の普及状況を含む詳細な輸血関連データの収集は、今後とも継続が必須であると結論した。第第第第第第第第88回回回回回回回回 中山中山中山中山中山中山中山中山 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼 先生先生先生先生先生先生先生先生厚生労働省医薬食品局血液対策課課長補佐厚生労働省医薬食品局血液対策課課長補佐厚生労働省医薬食品局血液対策課課長補佐厚生労働省医薬食品局血液対策課課長補佐
2005年年年年9月月月月：「：「：「：「輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法のののの実施実施実施実施にににに関関関関するするするする指指指指針針針針」」」」及及及及びびびび「「「「血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤のののの使用指針使用指針使用指針使用指針」」」」改定改定改定改定
2004年年年年（（（（第第第第7回回回回））））とととと2005年年年年（（（（第第第第8回回回回））））はははは国国国国のののの予予予予算算算算（（（（県県県県へのへのへのへの委託事業委託事業委託事業委託事業））））なしなしなしなし。。。。秋田県秋田県秋田県秋田県はははは、、、、会場提会場提会場提会場提供供供供（（（（県庁第二庁舎会議室県庁第二庁舎会議室県庁第二庁舎会議室県庁第二庁舎会議室））））とととと会議案内会議案内会議案内会議案内、、、、アンアンアンアンケートケートケートケート発送及発送及発送及発送及びびびび報告書印刷報告書印刷報告書印刷報告書印刷をををを県単独県単独県単独県単独のののの予算予算予算予算でででで負担負担負担負担。。。。血液血液血液血液センターセンターセンターセンター、、、、医療機関医療機関医療機関医療機関はははは会議会議会議会議のののの運運運運営営営営、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート集計集計集計集計、、、、報告書作成報告書作成報告書作成報告書作成をををを行行行行うううう。。。。第第第第第第第第99回回回回回回回回 比留間比留間比留間比留間比留間比留間比留間比留間 潔潔潔潔潔潔潔潔 先生先生先生先生先生先生先生先生第第第第第第第第1010回回回回回回回回 面川面川面川面川面川面川面川面川 進進進進進進進進秋田県の輸血医療の実態ー10年間の合同輸血療法委員会の調査からー面川面川面川面川 進進進進、、、、他他他他：：：：地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける輸血療輸血療輸血療輸血療法法法法のののの実態実態実態実態 ––––10年間年間年間年間のののの合同輸血療合同輸血療合同輸血療合同輸血療法委員会法委員会法委員会法委員会によるによるによるによる調査調査調査調査からからからから––––....日本輸血細胞治療学会雑誌日本輸血細胞治療学会雑誌日本輸血細胞治療学会雑誌日本輸血細胞治療学会雑誌，，，，55：：：：

379-385，，，，2009.
秋田県合同輸血療法委員会の歩み秋田県合同輸血療法委員会の歩み(3)(3)回数 日時 全体討論 特別講演 講師 施設数 出席者数

11 2008.11.18
アルブミン製剤の適正使用と輸血管理料取得への取り組み 秋田県の血液事業 過去・現在・未来 廣田紘一 35 65名

11.1
2009.2.22県北地区 看護師による自己血採血の実態 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 北澤淳一 地域限定 63名

11.2
2009.3.20県南地区 安全な自己血輸血を行うために 血液製剤適正使用における輸血療法委員会の役割 峯岸正好 地域限定 67名

12 2009.11.26
緊急・大量輸血時の輸血体制構築に対する取り組み 緊急・大量輸血時の輸血（産婦人科領域での対応） 椿 洋光 35 70名

12.1
2010.3.13県北地区 緊急・大量輸血時の体制構築に対する取り組み 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 玉井佳子 地域限定 55名

12.2
2010.3.22県南地区 緊急・大量輸血時の体制構築に対する取り組み 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 椿 洋光 地域限定 80名

13 2010.11.18
輸血療法委員会を活性化するために 血液事業の広域運営体制と輸血医療 面川 進 35 66名

13.1
2011.3.20震災で中止 輸血検査研修会 安全な輸血に必要な知識と技術 安田広康 技師対象 50名予定

14 2011.11.19 輸血の安全性教育（予定） 未定 未定



秋田県合同輸血療法委員会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県南、県北地区輸血講演会プログラム 厚生労働省「厚生労働省「血液製剤使用適正化方策調査研究事業血液製剤使用適正化方策調査研究事業」」年度年度年度年度 研究課題研究課題研究課題研究課題 審査結果審査結果審査結果審査結果平成平成平成平成18年度年度年度年度（（（（2006年年年年）））） 合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会によるによるによるによる外部評価外部評価外部評価外部評価（（（（I&A））））をををを活用活用活用活用ししししたたたた血液製剤血液製剤血液製剤血液製剤のののの適正使用推進適正使用推進適正使用推進適正使用推進 2位位位位/12団体団体団体団体平成平成平成平成19年度年度年度年度（（（（2007年年年年）））） 合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会によるによるによるによる外部評価外部評価外部評価外部評価（（（（I&A））））をををを活用活用活用活用ししししたたたた院内輸血管理体制院内輸血管理体制院内輸血管理体制院内輸血管理体制のののの改善改善改善改善 1位位位位/13団体団体団体団体平成平成平成平成20年度年度年度年度（（（（2008年年年年）））） 合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会によるによるによるによる外部評価外部評価外部評価外部評価（（（（I&A））））をををを活用活用活用活用すすすするるるる輸血部門及輸血部門及輸血部門及輸血部門及びびびび輸血療法委員会輸血療法委員会輸血療法委員会輸血療法委員会のののの活性化活性化活性化活性化とそれによとそれによとそれによとそれによるるる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 1位位位位/11団体団体団体団体平成平成平成平成21年度年度年度年度（（（（2009年年年年）））） 合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会によるによるによるによるアルブミンアルブミンアルブミンアルブミン製剤製剤製剤製剤のののの適正使適正使適正使適正使用推進用推進用推進用推進ーーーー外部評価外部評価外部評価外部評価（（（（I&A））））をををを活用活用活用活用してしてしてして ーーーー 3位位位位/12団体団体団体団体平成平成平成平成22年度年度年度年度（（（（2010年年年年）））） 合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会によるによるによるによる各医療機関輸血療法委員各医療機関輸血療法委員各医療機関輸血療法委員各医療機関輸血療法委員会会会会のののの活性化活性化活性化活性化とととと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ーーーー特特特特にににに医療機関医療機関医療機関医療機関、、、、血液血液血液血液センターセンターセンターセンター及及及及びびびび行政行政行政行政のののの連携連携連携連携のののの重要性重要性重要性重要性についてについてについてについてーーーー 4位位位位/14団体団体団体団体平成平成平成平成23年度年度年度年度（（（（2011年年年年）））） 合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会によるによるによるによるココココ・・・・メディカルメディカルメディカルメディカルにににに対対対対するするするする輸輸輸輸血血血血のののの安全性教育安全性教育安全性教育安全性教育のののの試試試試みみみみ ?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独自の活動による独自の活動●●輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法のののの輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法ののののI&AI&A

20022002年年年年年年年年,2003,2003年年年年年年年年,2006,2006年年年年年年年年,2008,2008年年年年年年年年,2009,2009年年年年年年年年●●輸血前後感染症検査及輸血前後感染症検査及輸血前後感染症検査及輸血前後感染症検査及びびびび検体保管検体保管検体保管検体保管輸血前後感染症検査及輸血前後感染症検査及輸血前後感染症検査及輸血前後感染症検査及びびびび検体保管検体保管検体保管検体保管
20052005年年年年年年年年●●緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制
20062006年年年年年年年年,2009,2009年年年年年年年年●●輸血療法委員会輸血療法委員会輸血療法委員会輸血療法委員会のののの活性化活性化活性化活性化輸血療法委員会輸血療法委員会輸血療法委員会輸血療法委員会のののの活性化活性化活性化活性化
20102010年年年年年年年年

輸血療法の輸血療法のI&AI&A
I&AI&Aとは？とは？
I&Aとはとはとはとは、、、、各医療機関各医療機関各医療機関各医療機関においてにおいてにおいてにおいて、、、、予予予予めめめめ定定定定められためられためられためられた「「「「客観的客観的客観的客観的かつかつかつかつ科学的科学的科学的科学的なななな基準基準基準基準」」」」にににに準拠準拠準拠準拠したしたしたした輸血管理輸血管理輸血管理輸血管理とととと適正適正適正適正なななな輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法がががが行行行行われているかわれているかわれているかわれているか否否否否かかかかについてについてについてについて、、、、外部外部外部外部のののの第三者第三者第三者第三者によるによるによるによるInspection（（（（査察査察査察査察、、、、点検点検点検点検、、、、視察視察視察視察））））をををを実施実施実施実施したしたしたした後後後後にににに、、、、Accreditation（（（（状況状況状況状況をををを検証検証検証検証してしてしてして、、、、問題点問題点問題点問題点をををを指摘指摘指摘指摘するとともにするとともにするとともにするとともに改善指導改善指導改善指導改善指導をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその結果結果結果結果、、、、基準基準基準基準をををを満満満満たしているたしているたしているたしている事事事事をををを認証認証認証認証））））するためのするためのするためのするためのシステムシステムシステムシステムであるであるであるである。。。。I&AI&Aとはとはとはとは、、、、とはとはとはとは、、、、各医療機関各医療機関各医療機関各医療機関においてにおいてにおいてにおいて、、、、予予予予めめめめ定定定定められためられためられためられた「「「「客観的客観的客観的客観的かつかつかつかつ科学的科学的科学的科学的なななな基準基準基準基準」」」」にににに準拠準拠準拠準拠したしたしたした輸血管理輸血管理輸血管理輸血管理とととと適正適正適正適正なななな輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法がががが行行行行われているかわれているかわれているかわれているか否否否否かかかかについてについてについてについて、、、、外部外部外部外部のののの第三者第三者第三者第三者によるによるによるによるInspectionInspection（（（（査察査察査察査察、、、、点検点検点検点検、、、、視察視察視察視察））））（（（（査察査察査察査察、、、、点検点検点検点検、、、、視察視察視察視察））））をををを実施実施実施実施したしたしたした後後後後にににに、、、、AccreditationAccreditation（（（（状況状況状況状況をををを検証検証検証検証してしてしてして、、、、問題点問題点問題点問題点をををを指摘指摘指摘指摘するとともにするとともにするとともにするとともに改善指導改善指導改善指導改善指導改善指導改善指導改善指導改善指導をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその結果結果結果結果、、、、基準基準基準基準をををを満満満満たしているたしているたしているたしている事事事事をををを認証認証認証認証認証認証認証認証））））するためのするためのするためのするためのシステムシステムシステムシステムであるであるであるである。。。。病院内病院内病院内病院内のののの輸血部門輸血部門輸血部門輸血部門、、、、輸血療法委員会輸血療法委員会輸血療法委員会輸血療法委員会がががが、、、、輸血医療輸血医療輸血医療輸血医療のののの病院内病院内病院内病院内のののの輸血部門輸血部門輸血部門輸血部門、、、、輸血療法委員会輸血療法委員会輸血療法委員会輸血療法委員会がががが、、、、輸血医療輸血医療輸血医療輸血医療のののの進歩進歩進歩進歩・・・・変遷変遷変遷変遷をををを的確的確的確的確にににに捉捉捉捉ええええ、、、、適正適正適正適正にににに輸血医療輸血医療輸血医療輸血医療がががが行行行行われるわれるわれるわれる進歩進歩進歩進歩・・・・変遷変遷変遷変遷をををを的確的確的確的確にににに捉捉捉捉ええええ、、、、適正適正適正適正にににに輸血医療輸血医療輸血医療輸血医療がががが行行行行われるわれるわれるわれるようにようにようにように管理管理管理管理、、、、運営運営運営運営されているかをされているかをされているかをされているかを検証検証検証検証しししし、、、、不適切不適切不適切不適切なななな部分部分部分部分ようにようにようにように管理管理管理管理、、、、運営運営運営運営されているかをされているかをされているかをされているかを検証検証検証検証しししし、、、、不適切不適切不適切不適切なななな部分部分部分部分をををを明明明明らかにするとともにらかにするとともにらかにするとともにらかにするとともに、、、、それをどのようにそれをどのようにそれをどのようにそれをどのように改善改善改善改善するべするべするべするべをををを明明明明らかにするとともにらかにするとともにらかにするとともにらかにするとともに、、、、それをどのようにそれをどのようにそれをどのようにそれをどのように改善改善改善改善するべするべするべするべきかをきかをきかをきかを指導指導指導指導することであるすることであるすることであるすることである。。。。きかをきかをきかをきかを指導指導指導指導することであるすることであるすることであるすることである。。。。

1994.6 AABB発行発行発行発行Inspection Report formをををを翻訳翻訳翻訳翻訳（（（（東北臨床衛生検査技師会輸血検査研究班東北臨床衛生検査技師会輸血検査研究班東北臨床衛生検査技師会輸血検査研究班東北臨床衛生検査技師会輸血検査研究班））））
1996.1 「「「「チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト」」」」をををを作成作成作成作成、、、、
1998.3 日本輸血学会東北支部日本輸血学会東北支部日本輸血学会東北支部日本輸血学会東北支部「「「「医療機関医療機関医療機関医療機関におけるにおけるにおけるにおける輸血輸血輸血輸血のののの実際実際実際実際にににに関関関関するするするする安全性安全性安全性安全性をををを考考考考えるえるえるえる小委員会小委員会小委員会小委員会」；」；」；」；委員長委員長委員長委員長 吉岡吉岡吉岡吉岡 尚文尚文尚文尚文
1998.11 日本輸血学会日本輸血学会日本輸血学会日本輸血学会I&A委員会承認委員会承認委員会承認委員会承認
1999.9 日本輸血学会東北支部日本輸血学会東北支部日本輸血学会東北支部日本輸血学会東北支部I&A委員会発足委員会発足委員会発足委員会発足；；；；委員長委員長委員長委員長 面川面川面川面川 進進進進
2000.6 「「「「東北東北東北東北I&Aチェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト」」」」発表発表発表発表
2001.3 東北東北東北東北I&A委員会再編成委員会再編成委員会再編成委員会再編成、、、、東北地区東北地区東北地区東北地区417施設施設施設施設にににに「「「「チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト」」」」をををを配布配布配布配布、、、、

Inspectionをををを開始開始開始開始
2003.6 日本輸血学会日本輸血学会日本輸血学会日本輸血学会I&A委員会委員会委員会委員会としてとしてとしてとして独立独立独立独立、、、、活動開始活動開始活動開始活動開始
2005.6 日本輸血学会全国統一日本輸血学会全国統一日本輸血学会全国統一日本輸血学会全国統一I&Aがががが開始開始開始開始されるされるされるされる
2006.3 東北支部東北支部東北支部東北支部I&A委員会委員会委員会委員会のののの体制整備体制整備体制整備体制整備をををを図図図図るるるる
2006.6 日本輸血日本輸血日本輸血日本輸血・・・・細胞治療学会細胞治療学会細胞治療学会細胞治療学会のののの法人化事業法人化事業法人化事業法人化事業としてとしてとしてとしてI&A活動活動活動活動をををを開始開始開始開始
東北地区東北地区東北地区東北地区におけるにおけるにおけるにおける東北地区東北地区東北地区東北地区におけるにおけるにおけるにおけるI&AI&A活動活動活動活動のののの経緯経緯経緯経緯活動活動活動活動のののの経緯経緯経緯経緯

I&AI&A実施施設実施施設実施施設実施施設実施施設実施施設実施施設実施施設 I&AI&A認定施設認定施設認定施設認定施設認定施設認定施設認定施設認定施設青森県青森県青森県青森県青森県青森県青森県青森県 6 6 施設施設施設施設施設施設施設施設 4 4 施設施設施設施設施設施設施設施設岩手県岩手県岩手県岩手県岩手県岩手県岩手県岩手県 1 1 施設施設施設施設施設施設施設施設 0 0 施設施設施設施設施設施設施設施設秋田県秋田県秋田県秋田県秋田県秋田県秋田県秋田県 2 2 施設施設施設施設施設施設施設施設 0 0 施設施設施設施設施設施設施設施設山形県山形県山形県山形県山形県山形県山形県山形県 1 1 施設施設施設施設施設施設施設施設 1 1 施設施設施設施設施設施設施設施設宮城県宮城県宮城県宮城県宮城県宮城県宮城県宮城県 4 4 施設施設施設施設施設施設施設施設 0 0 施設施設施設施設施設施設施設施設福島県福島県福島県福島県福島県福島県福島県福島県 4 4 施設施設施設施設施設施設施設施設 1 1 施設施設施設施設施設施設施設施設合合合合合合合合 計計計計計計計計 18 18 施設施設施設施設施設施設施設施設 6 6 施設施設施設施設施設施設施設施設
日本輸血日本輸血日本輸血日本輸血日本輸血日本輸血日本輸血日本輸血••細胞治療学会東北支部細胞治療学会東北支部細胞治療学会東北支部細胞治療学会東北支部におけるにおけるにおけるにおける細胞治療学会東北支部細胞治療学会東北支部細胞治療学会東北支部細胞治療学会東北支部におけるにおけるにおけるにおけるI&AI&A実施状況実施状況実施状況実施状況実施状況実施状況実施状況実施状況



秋田県合同輸血療法委員会による秋田県合同輸血療法委員会によるI&AI&A秋田県合同輸血療法秋田県合同輸血療法秋田県合同輸血療法秋田県合同輸血療法委員会委員会委員会委員会によるによるによるによるI&A

2002年年年年 3病院病院病院病院
2003年年年年 2病院病院病院病院
2006年年年年 3病院病院病院病院
2008年年年年 1病院病院病院病院
2009年年年年 1病院病院病院病院秋田県合同輸血療法秋田県合同輸血療法秋田県合同輸血療法秋田県合同輸血療法委員会委員会委員会委員会によるによるによるによるI&A

2002年年年年 3病院病院病院病院
2003年年年年 2病院病院病院病院
2006年年年年 3病院病院病院病院
2008年年年年 1病院病院病院病院
2009年年年年 1病院病院病院病院I&A実施主体実施主体実施主体実施主体：：：：秋田県及秋田県及秋田県及秋田県及びびびび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視視視視 察察察察 員員員員：：：：合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会（（（（医療機関医療機関医療機関医療機関（（（（認定医認定医認定医認定医、、、、認認認認定技師定技師定技師定技師）、）、）、）、血液血液血液血液センターセンターセンターセンター、、、、秋田県医務薬事課秋田県医務薬事課秋田県医務薬事課秋田県医務薬事課））））視察視察視察視察のののの実際実際実際実際：：：：

� 自己点検自己点検自己点検自己点検をををを基基基基にににに、、、、療法委員会議事録療法委員会議事録療法委員会議事録療法委員会議事録、、、、各種各種各種各種ママママニュアルニュアルニュアルニュアル、、、、副作用記録副作用記録副作用記録副作用記録などのなどのなどのなどの点検点検点検点検。。。。
� 病棟病棟病棟病棟、、、、手術室手術室手術室手術室、、、、輸血部門輸血部門輸血部門輸血部門などのなどのなどのなどの視察視察視察視察。。。。
� 視察結果視察結果視察結果視察結果のののの報告報告報告報告とととと情報交換情報交換情報交換情報交換。。。。視察視察視察視察のののの結果報告結果報告結果報告結果報告：：：：後日後日後日後日、、、、点検結果点検結果点検結果点検結果、、、、改善指導改善指導改善指導改善指導はははは文書文書文書文書としとしとしとし、、、、合同合同合同合同輸血療法委員会名輸血療法委員会名輸血療法委員会名輸血療法委員会名でででで病院長病院長病院長病院長にににに送付送付送付送付。。。。I&A実施主体実施主体実施主体実施主体：：：：秋田県及秋田県及秋田県及秋田県及びびびび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視視視視 察察察察 員員員員：：：：合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会合同輸血療法委員会（（（（医療機関医療機関医療機関医療機関（（（（認定医認定医認定医認定医、、、、認認認認定技師定技師定技師定技師）、）、）、）、血液血液血液血液センターセンターセンターセンター、、、、秋田県医務薬事課秋田県医務薬事課秋田県医務薬事課秋田県医務薬事課））））視察視察視察視察のののの実際実際実際実際：：：：
� 自己点検自己点検自己点検自己点検をををを基基基基にににに、、、、療法委員会議事録療法委員会議事録療法委員会議事録療法委員会議事録、、、、各種各種各種各種ママママニュアルニュアルニュアルニュアル、、、、副作用記録副作用記録副作用記録副作用記録などのなどのなどのなどの点検点検点検点検。。。。
� 病棟病棟病棟病棟、、、、手術室手術室手術室手術室、、、、輸血部門輸血部門輸血部門輸血部門などのなどのなどのなどの視察視察視察視察。。。。
� 視察結果視察結果視察結果視察結果のののの報告報告報告報告とととと情報交換情報交換情報交換情報交換。。。。視察視察視察視察のののの結果報告結果報告結果報告結果報告：：：：後日後日後日後日、、、、点検結果点検結果点検結果点検結果、、、、改善指導改善指導改善指導改善指導はははは文書文書文書文書としとしとしとし、、、、合同合同合同合同輸血療法委員会名輸血療法委員会名輸血療法委員会名輸血療法委員会名でででで病院長病院長病院長病院長にににに送付送付送付送付。。。。 輸血検査輸血検査2424時間体制時間体制

�当直体制： 13

�呼出体制： 25

�上記以外： 5

�回答無し： 7

当直体制当直体制当直体制当直体制呼出体制呼出体制呼出体制呼出体制 秋田県合同輸血療法委員会調査 2009年11月緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制
緊急対応の経験有無緊急対応の経験有無緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制

� 同型赤血球確保不可同型赤血球確保不可同型赤血球確保不可同型赤血球確保不可
� 期間期間期間期間②②②②：：：：肝切除肝切除肝切除肝切除のののの手術中手術中手術中手術中にににに予想外予想外予想外予想外のののの大量出血大量出血大量出血大量出血となったとなったとなったとなった。。。。一時一時一時一時、、、、センターセンターセンターセンターからのからのからのからの供給供給供給供給がががが間間間間にににに合合合合わないわないわないわない事態事態事態事態となりとなりとなりとなり異型適合血異型適合血異型適合血異型適合血をををを使用使用使用使用。。。。

� 血液型判定時間確保血液型判定時間確保血液型判定時間確保血液型判定時間確保
� 外傷外傷外傷外傷によりによりによりにより、、、、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送されたされたされたされた患者患者患者患者でででで、、、、血液型未確定血液型未確定血液型未確定血液型未確定であったためであったためであったためであったため、、、、医師医師医師医師のののの指示指示指示指示によによによによりりりり、、、、RCCRCCRCCRCC異型適合血異型適合血異型適合血異型適合血をををを輸血輸血輸血輸血。。。。

� 配送遅延事例配送遅延事例配送遅延事例配送遅延事例
� 肝切除肝切除肝切除肝切除のののの術中大量出血術中大量出血術中大量出血術中大量出血、、、、病院病院病院病院とととと血液血液血液血液センターセンターセンターセンター間間間間のののの距離距離距離距離。。。。
� 赤帽赤帽赤帽赤帽がががが他他他他のののの病院病院病院病院にににに走走走走ったったったった。。。。期間期間期間期間①①①①：：：：2008.1.12008.1.12008.1.12008.1.1〜〜〜〜2008.12.312008.12.312008.12.312008.12.31 期間期間期間期間②②②②：：：：2009.1.12009.1.12009.1.12009.1.1〜〜〜〜2009.6.302009.6.302009.6.302009.6.30秋田県合同輸血療法委員会調査 2009年11月 同型確保不可＆血液型判定不可同型確保不可＆血液型判定不可

OO型赤血球を使用するか？型赤血球を使用するか？秋田県合同輸血療法委員会調査 2009年11月緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制
クロスマッチクロスマッチクロスマッチクロスマッチ省略省略省略省略ととととO型輸血型輸血型輸血型輸血クロスマッチクロスマッチクロスマッチクロスマッチ省略省略省略省略ととととO型輸血型輸血型輸血型輸血

� クロスマッチ省略で同型を輸血した事例
� ①外傷（作業事故）、②手術中の大量出血
� 交通外傷など
� 手術中の予想以上の出血。
� 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。
� 出庫後にCrossを実施している。
� 術中の大量出血による（前立腺ope）

� 血液型判定不可O型赤血球使用
� 院内に同型の在庫が無くなり、やむをえずにO型を使用。
� 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。期間期間期間期間①①①①：：：：2008.1.12008.1.12008.1.12008.1.1〜〜〜〜2008.12.312008.12.312008.12.312008.12.31 期間期間期間期間②②②②：：：：2009.1.12009.1.12009.1.12009.1.1〜〜〜〜2009.6.302009.6.302009.6.302009.6.30緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制 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？危機的出血対応ガイドライン及び異型適合血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？を知っていますか？「「「「輸血療法輸血療法輸血療法輸血療法のののの実施実施実施実施にににに関関関関するするするする指針指針指針指針」」」」V V V V 不適合輸血不適合輸血不適合輸血不適合輸血をををを防防防防ぐためのぐためのぐためのぐための検査検査検査検査（（（（適合試験適合試験適合試験適合試験））））およびそのおよびそのおよびそのおよびその他他他他のののの留意点留意点留意点留意点３３３３．．．．大量輸血時大量輸血時大量輸血時大量輸血時のののの適合血適合血適合血適合血３３３３））））救命処置救命処置救命処置救命処置としてのとしてのとしてのとしての輸血輸血輸血輸血上記上記上記上記のようなのようなのようなのような出血性出血性出血性出血性ショックショックショックショックをををを含含含含むむむむ大量出血時大量出血時大量出血時大量出血時ではではではでは，，，，時時時時にににに同型赤血球輸血同型赤血球輸血同型赤血球輸血同型赤血球輸血だけではだけではだけではだけでは対応対応対応対応できないできないできないできないこともあることもあることもあることもある。。。。そのようなそのようなそのようなそのような場合場合場合場合にはにはにはには救命救命救命救命をををを第一第一第一第一としてとしてとしてとして考考考考ええええ，，，，OOOO型赤血球型赤血球型赤血球型赤血球をををを含含含含むむむむ血液型血液型血液型血液型はははは異異異異なるがなるがなるがなるが，，，，適適適適合合合合であるであるであるである赤血球赤血球赤血球赤血球（（（（異型適合血異型適合血異型適合血異型適合血））））をををを使用使用使用使用するするするする。。。。ただしただしただしただし，，，，使用使用使用使用にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては，，，，3333−−−−1111））））項項項項をををを遵守遵守遵守遵守するするするする。。。。

緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制緊急緊急緊急緊急（（（（危機的出血危機的出血危機的出血危機的出血））））時時時時のののの輸血体制輸血体制輸血体制輸血体制 秋田県合同輸血療法委員会調査 2009年11月


