
【はじめに】

複数の部署が関わる輸血療法を安全に実施するには、

一貫した管理体制を構築し、各部署と連携することが

重要である。指針やガイドラインに沿った体制整備を

するために行った輸血検査部門の取り組みについて報

告する。

【当院の概要】

広島県の西部地区に位置し、病床数 531床、救命救
急センター、心臓血管外科（2020年度手術件数 231件）
他 41診療科を有する第 3次救急指定医療機関である。
臨床検査技師　42名（認定輸血検査技師 1名）

2020年度の血液製剤使用量は、RBC　2820単位、
FFP　806単位、PC　1740単位、貯血式自己血　33単
位で、輸血管理料Ⅱを取得している。

【取り組み】

「輸血療法の実施に関する指針」の管理体制の在り

方にあるように、輸血検査部門は、業務の一元管理や

24時間検査体制および副反応の情報収集管理が実施で
きる体制を構築している。そのために、血液センター

との連携、全自動輸血検査機器の導入、内部・外部精

度管理の実施、検査マニュアルの整備、定期的な勉強

会やスキルアップなどの取り組みを行っている。また、

輸血システムを当院仕様にカスタマイズすることで、

より安全な輸血療法への対応を図る取り組みも行って

いる。

年 6回開催される輸血療法委員会（以下、委員会）
の事務局として、輸血責任医師の監督の下、血液製剤

使用量などの資料作成や輸血に関連する情報について

報告・議題を提案している。多職種から構成される委

員会では、指針やガイドラインに沿った院内輸血療法

マニュアルを作成するなど輸血療法に関する全般的な

検討・審議をしている。ここで承認された事項は管理

者委員会や医局会、看護科長会を経て院内へ周知され

ている。また、運用変更時は各科医師、診療科、病棟

宛に案内文を配布し周知している。しかし、多職種が

関与し、かつ専門的な知識や技術を必要とする輸血療

法の情報は正しく全ての関係者に周知徹底されるとは

限らず、インシデントが発生しているのが現状である。

そこで、委員会は輸血に関する知識の向上と情報伝達

を目的に全職員を対象とした研修会を開催している。

ここ数年で取り組んだことを以下に示す。

（1）インシデントが発生したことを機に、血液型の確
定について、注意喚起するとともにシステム修正や運

用の再構築を行った。事例報告の研修会を開催するこ

とで、血液型の確定の意味を示し、理解を促したこと

により、周知徹底できた。

（2）令和 2年 3月の「輸血療法の実施に関する指針」
の改正では、輸血用血液の取り扱いとして、赤血球製

剤は使用しない場合、60分以内に温度管理された条件
下で保存することに変更された。当院では、輸血シス

テムをカスタマイズすることで、製剤の払出からの経

過時間を管理し、温度管理できていない製剤の品質管

理に繋げている。

（3）時間外緊急輸血依頼が増加したことから、マニュ
アルの見直しとシステムを修正し、臨床検査技師全員

にトレーニングしたことで、異型輸血血液製剤の臨床

への供給までの時間は短縮することができ、緊急輸血

をより安全かつ迅速な供給が可能となった。今後も継

続した勉強会や実践トレーニング(力量評価)を実施す
る予定である。

【まとめ】

輸血検査部門だけではなく、多職種間と連携し、指

針やガイドラインに沿った管理体制整備への提案を行

い、システム修正や研修会などを開催することにより、

病院全体で周知徹底ができるように取り組むことで更

なる安全な輸血療法の実施を目指していきたい。

そして今後は、輸血検査部門の担当技師はタスクシ

フトを視野に入れて、検査や委員会にとどまらず、輸

血医療の現場に赴き、輸血検査部門に求められている

ニーズを把握し、実行していくことが重要と考える。

連絡先　0829-36-3111（内線：2244）

安全な輸血のための体制整備－指針やガイドラインに沿った体制整備するために

当院における取り組みについて
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【はじめに】

安全な輸血実施のためには、院内で連携した取り組

みが必要となる。その中で輸血部門の主な業務は輸血

関連検査および輸血管理である。特に輸血管理は患者

の病状把握に始まり、検体の取り扱いや検体保管、製

剤管理、輸血前感染症検査の実施確認、同意書の取得

確認、副作用への対応、輸血実施リストの管理、マニ

ュアル整備、輸血療法委員会の運営など多岐にわたっ

ている。さらに輸血部門には、輸血実施に関与する部

門間の調整という大きな役割があると考える。今回は

当院での輸血管理業務内容について紹介するとともに、

院内全体で取り組んでいる独自の認定制度である院内

輸血ナースについて併せて紹介する。

【輸血部門の取り組み】

① 輸血製剤の適正使用について

院内常備血（A型 4～5本、O型 5本、B型 2～3本、
AB型 1～2本）を準備し、輸血部門での製剤集中管理
を行い、使用直前の製剤払い出しを励行している。診

療科の協力により適正に使用されており、2020年度廃
棄率は 0.24％であった。
② 輸血実施患者の管理

輸血検査用検体の採取から輸血後の副作用確認、輸血

済みバッグの保管までの管理を行っている。検査結果

の管理、検体保管管理、輸血歴の管理等は輸血部門シ

ステムを使用して行っている。輸血実施患者の輸血前

感染症検査結果や同意書の取得確認は個別に確認して

いる。輸血済みバッグは全て輸血部門へ返却され約

2週間冷蔵保管している。
③ 副作用について

副作用の有無を全例報告される仕組みを構築している。

副作用発生時には、365日 24時間輸血部門へ報告が入
る手順となっており、その都度対応を行っている。必

要時には血液センターとの窓口となり調整を行ってい

る。

④ 輸血療法委員会への関わり

委員会の事務局を担っており、輸血療法マニュアルの

整備や委員会の運営を中心的に行っている。委員会の

下部組織として監査委員会を設置し輸血部門からの委

員を輩出している。

【病院全体での取り組み】

① 輸血療法マニュアルの整備

輸血の実施については、指針に基づいて作成したマニ

ュアルを輸血実施部門に常備しており、マニュアルに

沿って一連の輸血が行われている。

② 輸血監査について

監査委員会が毎月 1回、病棟や中央処置室、手術室等
の中から 1か所へ出向き監査を行っている。１年に１
回程度はそれぞれの部署での監査が実施できている。

確認内容は、輸血検査用検体の採取方法、輸血準備、

輸血開始後の患者観察、副作用発生時の対応、輸血後

のバッグ保管等であり、チェックリストを用いて確認

を行っている。

③ 院内輸血ナースについて

この制度は血液製剤の特徴を理解し、副作用のリスク

をアセスメントして急性副作用出現時に対応できる看

護師を育成するために制定され、看護師の専門領域研

修の一環として研修が行われている。臨床輸血看護師、

輸血責任医師、輸血検査担当者による 3日間の研修を
行い、研修最終日に確認試験を実施し、合格者を院内

輸血ナースとして認定している。現在までに 211人が
認定されている。認定後は医師の指示のもと輸血実

施・輸血投与管理を行い、輸血を安全に実施するとと

もに、各部署での指導的な役割を担っている。

【まとめ】

輸血部門は、安全な輸血実施のために中心となるべ

き部門であり、体制整備や、運用決定に重要な役割を

担っている。さらに輸血療法全般について様々な角度

から提案ができる部門であると考えられる。輸血部門

から改善点や効率的な運用策を発案し、病院全体で協

力して安全な輸血実施に取り組みたい。

連絡先　087-831-7101（内線 8307）

当院における輸血管理体制について
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【はじめに】日常における医療安全を管理する上で、

第三者機関等の外部評価により、自施設における安全

管理上の問題点を明らかにすることは、医療の質の向

上のみならず、体制整備の上でも有効である。輸血医

療における外部評価には日本輸血・細胞治療学会によ

る輸血機能評価認定制度（以下、I&A）のほか、病院
機能評価（日本医療機能評価機構）と ISO15189（日本
適合性認定協会）がある。病院機能評価は病院体制の

一層の充実や医療の質の向上を目的としているため、

輸血医療の根幹となる部分が監査対象とされる。一方

で、ISO15189では精確な検査結果の提供能力の向上を
目的とするため、対象は輸血検査に限定されている。

どちらの外部評価も安全な輸血療法の体制を構築する

ためには重要な認定と言えるが、I&Aは、輸血医療お
よび輸血検査に関する知識と実践力を備えた視察員に

より視察と認定を行うため、輸血管理体制を幅広くカ

バーする外部評価として特化している。

【I&Aとは】I&Aは、各医療機関の輸血医療において、
点検（inspection）して認証（accreditation）するシステ
ムで、適切な輸血管理が行われているかを第三者が点

検し、安全を保証するものである。輸血医療は改正薬

事法、血液法により大きく変化し、安全の保証と適正

使用が求められている。厚生労働省より「輸血療法の

実施に関する指針」、「血液製剤の使用指針」等の公

的な指針・マニュアルが出され、各施設で安全かつ有

効な輸血医療が実施されることが期待されている。そ

の一方で、これらの指針・マニュアルには強制力がな

く、各医療機関の自主性に任されていることから、日

常行われるすべての輸血の安全を保証するためにも、

適切な管理が行われているかの外部評価が必要となる。

I&Aは指針・マニュアルに準じた、標準的な輸血医療
実施のためのプログラムで、34項目の認定事項を含む
77項目を点検し認証する制度である。2016年 1月から
新制度となり認定基準が緩和され、より受審しやすく

なった。輸血管理・実施体制における、日常業務の管

理のみでは行き届かない可能性のある部分までの総点

検ができ、病院全体で問題点の認識と改善を諮ること

ができる。また、点検項目によっては、できていると

いう施設側と、できていないという視察員側の評価が

分かれる項目もある。このことからも第三者評価の重

要性が示唆される。

【I&A視察員とは】日本輸血・細胞治療学会が認定す
る日本輸血・細胞治療学会認定医、認定輸血検査技師、

学会認定・臨床輸血看護師であることが必要で、輸血

に関する専門的な知識を有し、講習会を受講して視察

員に必要な教育を受け、視察に伴う情報の適切な管

理・守秘が求められる。5年ごとの更新が必要である
が、視察員として他施設の状況を観察することにより、

輸血に関する知識、経験の蓄積ができるとともに、自

施設の課題を客観的に把握でき、改善に取り組むこと

で今後の受審の準備にも役立てることができる。

【I&Aの実際】岡山大学病院では、病院長への I&A受
審の提案から始まり、各部門への協力要請、訪問日程

の調整、院内マニュアル等の整備を行い、2004年 6月
に初めての視察を受けた。7名の視察員から輸血療法
委員会の定期的な開催、輸血検査の 24時間体制の構築、
日常業務内の確認・点検および記録、院内同種血採血

の是非など多くの問題点を指摘された。これらの指摘

事項に対して、輸血療法委員会の中で各部門とともに

改善を重ね、2005年 12月に再視察を経て、2007年
1月に認証施設として認定された。その後、2009年、
2015年、2020年と 3回の更新を行ってきたが、視察の
都度、視察員から色々な改善案を提示いただき、より

安全な輸血療法の体制構築に役立てている。

【I&Aの現状】全国の認定施設は 151施設、視察員は
501名であるが、中国・四国支部では認定 17施設、視
察員は 53名（うち臨床検査技師 35名）であり、全国
的にみると東高西低となっている。また、必ずしも大

学病院など多くの輸血を行っている施設が占めている

のではなく、輸血の機会が少なくとも、自施設の輸血

療法の安全性を高めようと積極的に利用している施設

もある。I&Aは目に見えるインセンティブはないが、
視察を受けることで、病院全体として輸血医療の問題

点を認識でき、改善を推進していくことで、さらに輸

血医療の安全を高めることができる。また、視察員と

なることで施設の輸血療法を支える要員としての自己

研鑽にもつながる。

【おわりに】輸血業務に携わる臨床検査技師の皆様、

そう、あなたです。I&Aに向けて新たな一歩を踏み出
しましょう。　　　　　　    連絡先：086-235-7768

第三者機関による輸血部門の審査および認定

◎小郷 博昭 1)

岡山大学病院 1)
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【はじめに】

安全で適正な輸血療法の実施のためには、「輸血療

法の実施に関する指針」および「血液製剤の使用指針」

の遵守が求められている。2006年には医療機関におけ
る輸血管理体制の構築および輸血の適正な実施を評価

する目的で輸血管理料が施行され、当院でも輸血管理

料Ⅰと適正使用加算Ⅰを取得している。適正使用推進

のための当院での取り組みについて紹介する。

【施設条件】

輸血管理料Ⅰ（保険点数：220点）
・専任の常勤医師を配置

・専従の常勤臨床検査技師を配置

・輸血用血液製剤およびアルブミン製剤の一元管理

・輸血用血液検査が常時実施できる

・輸血療法委員会の年 6回以上の開催
・輸血前後の感染症検査の実施又は輸血前検体の保存

と副作用監視体制の構築

・「輸血療法の実施に関する指針」および「血液製剤

の使用指針」の遵守

適正使用加算Ⅰ（保険点数：120点）
・ FFP使用量/RBC使用量が 0.54未満
・ Alb使用量/RBC使用量が 2.0未満
いずれも輸血患者 1人につき月 1回請求可能である。
【当院における取り組み】

1．血液製剤請求時の臨床検査値の確認
輸血部門システムに臨床検査値をリンクさせ、輸血

歴とともに主要な検査値を患者基本画面に表示可能と

した。血液製剤請求時には直近の検査値を確認し、不

適切と思われる事例は診療側へ問い合わせ、過剰投与

と廃棄血削減に努めている。

2．24時間出庫体制の構築
　検査部と協力することで臨床検査技師による輸血検

査および製剤発注・納品・出庫を 24時間対応可能とし
ている。新任当直者には緊急時対応を含めた 3週間の
当直研修を行い、レベルチェック表を用いて評価を実

施することで、迅速かつ正確に出庫できる体制を整え

ている。また、輸血当直者向けの研修会を年 1回実施
し、対応に困った事例や問題となった事例、変更点を

再度周知することで、当直者の不安や疑問を解消し、

安全な 24時間体制の維持に繋げている。

3．輸血療法委員会の活動
輸血療法委員会は年 6回（偶数月）開催しており、
毎月の診療科別血液製剤使用・廃棄量および廃棄理由、

副反応などを報告している。血液製剤廃棄時には「廃

棄理由書」の提出を必須とし、廃棄理由の傾向の把握

に用いている。アルブミン製剤については、使用量が

多い診療科へ輸血療法員会にて使用判断の見直しを依

頼することで、使用量の削減に繋がっている。FFPに
ついては、過剰な請求の防止と廃棄血の削減を目的と

して、「1回の FFP出庫上限 6単位」を提案し、承認
を得た。また、輸血実施時の電子照合率を実施部署毎

に報告し、実施率の低い部署へ聞き取りを行うことで、

電子照合の重要性の周知と高い実施率の維持に繋がっ

ている。

4．クリオプレシピテート作製と製剤分割
院内クリオプレシピテート（以下クリオ）の作製を

2014年 4月より開始し、AB型 FFP-LR480mL由来ク
リオを 3本常備している。院内クリオを導入すること
で、大量出血時に急速なフィブリノゲン補充が可能と

なり、患者の救命および輸血量の削減に繋がっている。

2014年 7月より小児で依頼があった場合は、RBCおよ
び血小板製剤の分割出庫を行っている。製剤を分割す

ることで、患者は複数ドナーによる感作を回避するこ

とができ、血液製剤も廃棄されることなく有効に利用

可能となった。

【まとめ】

血液製剤の適正使用を推進するためには、日頃から

診療科とコミュニケーションを図り、適正使用への理

解を得ることが大切である。安全で安心な輸血医療を

行うためには、輸血部主導による提案や業務の拡大が

重要な役割を果たすと思われる。

(連絡先：088-633-7209)

血液製剤の適正使用への取り組み

◎瀧本 朋美 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)

シンポジウム



輸血副反応は，軽微なものから生命予後を左右する

重篤な症状まであり，年間 2000件以上赤十字血液セン
ターへ報告されている．報告される内容は重篤症例に

偏る傾向があるものの，日本赤十字社で分析評価する

ことで製剤の安全性を高めており，現在輸血後感染症

（HBV，HCV，HIV）の発生確率は計算できないほど
に低くなった．医療機関での副反応対策は，目前の患

者に対して抗ヒスタミン薬投与や洗浄した製剤の使用

などを行うことと，発生した有害事象を集計して院内

輸血療法委員会と血液センターへ報告することで将来

の患者の副反応予防に繋げることが挙げられる．報告

するためには，まず副反応発生状況を把握することが

必要である．また，輸血後感染症に関して遡及調査に

対応できる体制を整備しておくことも不可欠である．

高知医療センター（以下，当院）での輸血副反応は，

輸血部門に報告された件数を基に院内輸血療法委員会

で報告していたが，委員である医師と看護師からの

“実数より少ないのでは”との指摘により，全例把握

できていないことが判明した．そこで報告体制を見直

したところ，原因は電子カルテシステムの未連携と報

告体制の周知不足であることが分かった．改善策とし

て，製剤払出時に添付している製剤払出伝票に副反応

有無を記入して輸血部門へ返却してもらい，返却され

た伝票の内容を基にシステム未連携箇所を検査技師が

補助入力することで，未連携を補完した．輸血療法委

員会の看護師を通じて看護師全体へ新運用の周知を行

うとともに，伝票返却率や副反応入力率のフィードバ

ックを行っている．これにより軽症の副反応発生比率

は運用変更前後の 3年間で 1.4％（458本）から 4.5％
（1,578本）へ有意に増加し，これまで報告されていな
かった副反応を把握できるようになった．報告される

副反応は 9割以上が軽症であり，報告割合が最も高い
血小板製剤では輸血部門から臨床へ洗浄血小板製剤の

提案を行う症例もある．また血液センターへの有害事

象報告については，2019年 12月から軽症例も報告対
象にしている．

遡及調査に関連する体制整備としては，輸血前検体

保管はクロス血の残検体を 2年間凍結保存，使用済み
製剤バッグは一週間保存している．輸血後感染症検査

については，「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライ

ン」が改訂されたことにより，検査推進を廃止した．

遡及調査については，情報源が供血者（献血者）であ

る場合が多く，血液センターから調査依頼を受けた際

は，血液センター側へ受血者情報を提供し，院内では

担当医と輸血療法委員会へ報告している．受血者への

情報提供有無は，感染リスクの高さなどを基に担当医

が判断するが，輸血後数年経過していることが多いた

め担当医不在の場合もありその場合は輸血療法委員会

の委員長に判断を委ねている．

輸血副反応の予防対策および対応方法は，製剤使用

量や施設の規模により様々であると推察され，指針や

ガイドラインに沿う，各施設に合った運用を構築する

必要があると考えられる．本シンポジウムでは，当院

での副反応報告体制と遡及調査対応についての現状と

課題を含め，輸血部門でできることをお話ししたいと

思う．各施設に合った運用構築の一助となり，体制が

整うことで，今後の輸血副反応減少に繋がることを期

待したい．

連絡先：088-837-3000

輸血副反応の予防対策および対応

◎石本 倫子 1)

高知県高知市病院企業団立 高知医療センター 1)

シンポジウム




