
 

 

 皆さんこんばんは。群馬大学輸血部の横濱と申します。本日も非常にたくさんの

方々にお集まり頂きまして、ありがとうございます。 

群馬県合同輸血療法委員会では、毎年テーマを決めてそれに沿って発表をしてい

ただいています。今年は、廃棄血の削減ということで発表していただきます。群大

は、廃棄率 0.6％ですけれども、金額ベースに直すと 130万円とか 150万円という

レベルなので、決して侮れない数字になっています。 

 本日は最後までお付き合いいただいて、必ずや明日からの診療・業務に役立つと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開会の挨拶 

群馬大学医学部附属病院 輸血部  横濱 章彦（代表世話人） 



 

 

【スライド 1】 

 群馬県健康福祉部 薬務課の柴田と申

します。私からは、「群馬県内における

血液製剤使用実態の動向と適正使用の

推進」ということで、今回特に「院内廃

棄に着目して」アンケート調査を行って

いただきましたので、その結果について

ご説明をさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

【スライド 2】 

 まず、調査の概要について、ご説明を

したいと思います。この調査は 9月の下

旬～10月 17日まで、郵送により皆様の

施設に調査表を送らせていただきまし

て調査をさせていただいております。調

査対象期間は 2013年 1月 1日～12月 31

日までの 12カ月を対象とさせていただ

いております。 

 また、対象施設については、こちらの

159施設にお願いしております。回収率

は 52.5％ということで、83 施設からご回答をいただきました。大変ありがとうご

ざいました。83施設について、群馬県赤十字血液センターが供給した赤血球などの

血液製剤の使用割合で換算しますと、全製剤の 91.2％に相当する施設の方からご回

答いただきました。 

 

群馬県内における血液製剤使用実態の動向と適正使用の推進 

～院内廃棄に着目して～に係るアンケート調査の結果について 

群馬県健康福祉部 薬務課 薬事・血液係  柴田 雪乃 



 

 

【スライド 3】 

 県内の血液製剤の使用状況についてで

す。この数字は、2013 年の 1 年間、県内

で使用されました血液製剤について、製

剤別に使用量と廃棄量、廃棄率について

表しています。また、右側の数字は、日

本輸血・細胞治療学会のおける全国調査

（2012年）の廃棄率です。 

 アンケートの結果から群馬県内の赤血

球製剤の廃棄率は 4.92％でした。また、

血漿製剤につきましても 1.97％の廃棄率

です。全国平均に比べますと、特に赤血

球製剤につきましては全国平均の 2.51％に比べ、ほぼ倍の数字が廃棄率ということ

で挙がってきています。また、血漿製剤につきましても 1.74％よりも若干高い数字

ということで、こちらの 2 つの数字については廃棄率に改善の余地があるのではな

いかと考えられます。 

 また、下のグラフは若干データが古いですが、平成 22年度に調査が行われました

各都道府県別の 1 病床あたりの廃棄率をお示ししております。群馬県は 5％に近く、

全国でも和歌山県に続いて第 2 位に廃棄率が高いということです。皆様ご存じのと

おり、輸血用血液製剤は全て貴重な献血でまかなわれております。資源の面から見

ましても、医療経済の面から見ましても、廃棄率の高いということはあまりよろし

くないということで、今回は特に廃棄率について着目して、こちらの調査について

解析を進めさせていただきました。 

 

 

【スライド 4】 

 それぞれの製剤別に結果を見てまいり

たいと思います。赤血球製剤の使用状況

について、今回は病床群ごとに着目して、

それぞれ解析を行いました。500床以上か

ら、0～19床までということで病床群に分

けまして、それについて使用状況、ある

いは廃棄状況について解析を行っており

ます。棒グラフでは使用状況をそれぞれ

病床群ごとに、どのくらい使われている

か月別でお示ししております。円グラフ

につきましては、実際に単位数として、

どの病床群がどのくらい使っているかということをお示ししております。 

 円グラフを見ていただきますと分かるとおり、500 床以上、あるいは 300～399 床

の比較的大きな病床群の病院さんで、赤血球製剤を多く使われていたことが分かり

ました。特に 300 床台の施設については、各医療施設を細かく分析してみますと、

この中には血液内科を診療科として持っている病院が幾つか含まれております。そ

 



 

 

れによって必然的に血液内科の使用量が増えますので、400床以上の病床群に比べて

使用量が高くなっていると考えられました。 

 

 

【スライド 5】 

 赤血球製剤の廃棄量についてです。や

はり病床群ごとに廃棄の量について解析

をおこなっております。円グラフは、病

床群ごとにどのくらい廃棄をされている

か、数値でお示ししたものでございます。

100～199 床で一番廃棄量が多くなってお

ります。500床以上の廃棄量に比べまして

も、500床が約 300単位ですから 5倍です。

また、300～399床に比較致しましても 1.7

倍以上の廃棄が出ています。廃棄量につ

いては、病床群ごとの相関はあまり見ら

れなくて、群馬県内では 100床範囲の所で廃棄量が多いということが分かりました。 

 

 

【スライド 6】 

 続きまして、先程の 2 枚のスライドを

まとめたものがこちらになります。それ

ぞれ病床群ごとに使用量と廃棄量（積み

重ねグラフ上段）をお示ししております。

病床群が多い所は使用量も当然多いです

けれども、廃棄率については特に病床群

によって多い少ないという相関は見られ

なかったということで、廃棄率についは

特に強い相関は見られませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【スライド 7】 

 続きまして、医療機関ごとの赤血球製

剤の使用量と廃棄量です。医療機関のう

ちでも 100単位以上使用していた施設（55

施設）について、使用量の多い順に廃棄

量と廃棄率を並べてみたものになります。

使用量が多いからといって廃棄量が多い

という相関は、特に見られませんでした。

廃棄量が突出している施設はありますが、

使用量は多くはありませんでした。 

 

 

 

 

【スライド 8】 

 続きまして、赤血球製剤について、理

由別の廃棄量についてお示しをしており

ます。廃棄の理由として多かったのが、

オペの準備血として準備をしていたもの

の、実際にそのオペでは使用されなかっ

たことが一番多かったです。こちらにつ

いても、特に病床群による相関というの

は見られませんでした。 

 

 

 

 

 

【スライド 9】 

 赤血球製剤について、診療科別に実際

に準備をした数と使用した数についてお

示しをしております。血液内科あるいは

一般内科では、青（左側）の準備をした

単位数と、赤（右側）の実際に使用した

単位数が同じということで、準備した数

はほとんど使用されているということが

分かりました。 

 逆に、例えば心臓血管外科や消化器外

科につきましては、青の準備単位数に対

して赤の使用単位数は低く使用率は低く

なっています。こちらについては、当然廃棄量が高くなってしまう原因となってい

るのではないかと推測されます。 

 

 

 



 

 

【スライド 10】 

 続きまして、血漿製剤について使用の

状況をお示ししております。棒グラフは、

病床群ごとに１年間の月別の使用状況を

表しております。円グラフは、病床ごと

の使用率を表しております。500床以上の

病床数で、ほぼ半分の製剤が使われてい

るということが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

【スライド 11】 

 血漿製剤の廃棄量について、解析を行

いました。廃棄量は、各病床群それぞれ

2％前後で、病床ごとには、廃棄量につい

ての違いは見られませんでした。廃棄の

理由についても、赤血球製剤と同じよう

に、手術のための準備血は使われなかっ

たということが理由としては一番多く挙

げられています。 

 また、血漿製剤として特徴的なのが、

凍結製剤ですので、不適切な取り扱いに

よる破損により使用できなくなったとい

うような理由も挙げられています。あとは赤血球製剤と違いまして、患者様の容態

の変化や患者様が亡くなってしまったという理由を挙げている施設も多かったこと

が特徴的です。 

 

 

【スライド 12】 

 続きまして、血小板製剤について使用

状況、あるいは廃棄状況について取りま

とめたものです。もともと血小板製剤に

ついては、群馬県でも廃棄率が約 0.3％と

いうことで、全国平均と同じくらい、あ

るいはそれよりも下に抑えられておりま

すので、血小板製剤の使用・廃棄につい

てはほとんど問題がないと思われます。 

 廃棄の理由について、今度は逆に、患

者様の容態の変化、あるいは患者様が亡

 

 

 



 

 

くなってしまったという転帰によって中止になっている場合が多いということで、

患者様による理由によってその製剤が使われなくなってしまったというケースが多

いということが、他の 2つの製剤と比較して特徴的だと思われます。 

 

 

【スライド 13】 

 赤血球製剤について、もう少し解析を

進めております。オーダーのあった際に、

その医師に疑義があった場合にどのよう

な対応を行っているかということで質問

をしております。これについては、疑義

があった際に確認をしている施設のほう

が廃棄率を抑えられるのではないかとい

うことで質問をしております。特に聞い

ているからといって廃棄率が小さく抑え

られているかというと、そういうことで

もなく、常に疑義照会を行っていても

20％近く廃棄率が出ている施設もあります。まったくそういったことは行っていな

くても廃棄率が低く抑えられている施設もありまして、こういった疑義照会につい

て廃棄率の差は特には見られませんでした。 

 

 

【スライド 14】 

 血液センターからの納品のタイミング

と廃棄率について解析を行っております。

血液製剤にはそれぞれ有効期限が定めら

れておりますので、事前に準備する期間

が長ければ長いほど廃棄の割合が高くな

ると推測して、こちらの質問はさせてい

ただいています。 

 特に早めに準備しているからといって、

廃棄率が高いというわけでもありません

し、ぎりぎりになってオーダーをかけて

も高い廃棄率を示す医療機関さんがあっ

たということで、特に事前に準備している、あるいは直前に準備しているからといっ

て廃棄率に大きな違いは見られませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【スライド 15】 

 今度は納品までの時間と廃棄率という

ことで解析を行っております。通常は血

液センターからの製剤の納品というのは、

午前便と午後便ということで定期的な

ルート配送を群馬県赤十字血液センター

では行っております。これに乗らないよ

うな製剤の発注については、臨時便とい

うことで出していだたく、あるいは少し

でも納品を早くしたいという場合には緊

急走行、いわゆるサイレンによって納品

をお願いするということで、それぞれ時

間を短縮できるような方法を持ちながら

配送を行っています。 

 納品まで時間がかかる医療機関ほど、在庫を多く持つなど廃棄率に影響があるの

ではないかということで、臨時便と緊急走行の場合について廃棄率を比較してみま

した。こちらを見ていただいても分かるとおり、時間がかかる（距離が長い）から

といって廃棄が高いというわけでもありませんし、近くにあるからといって廃棄率

が低く抑えられているかというと、そういうことでもないということで、時間的な

距離によって廃棄率が高くなる低くなるというような相関は特には見られませんで

した。 

 

【スライド 16】 

 今度は、院内の状況について解析を

行っております。オペ室などで使用され

なかった製剤が輸血管理部門に戻ってく

るまでの日数と廃棄率、あるいは未使用

の血液が輸血管理部門へ返却される方法

と廃棄率について相関を見ております。 

 払い出した当日に戻ってくる施設でも、

やはり廃棄率が高いような施設もありま

すし、払い出してしばらくたってから

戻ってくるような施設さんでも廃棄率が

低く抑えられている施設さんもあるとい

うことで、特に払い出しから戻ってくるまでの期間によって廃棄率に大きく差があ

るということは見られませんでした。 

 また、右側のグラフは輸血管理部門への未使用血液の返却方法と廃棄率です。診

療科のタイミング、診療科がもういらないと思えば戻してくるような時、あるいは

輸血管理部門の人が定期的に回収に回るなど、それぞれ方法を変えて質問をしてい

ますけれども、それによって大きく廃棄率が異なるということも特には見られませ

んでした。 

 

 

 



 

 

【スライド 17】 

 続きまして、同じく病棟の中での扱い

ということで、「病棟に対して出庫制限を

行っていますか」という質問をしており

ます。出庫制限の導入をどのくらいの割

合でしているかということで見たもので

す。やはり病床数の多い所では出庫制限

をかけている施設が多かったですし、病

床数が少ない所では特に出庫制限はかけ

ていないと回答した施設が多かったです。 

 また出庫制限について、どのような出

庫制限があるか伺いましたところ、必要

な分だけを出庫する、あるいは数を決めて出庫するというような出庫制限を行って

いる施設が見られました。出庫制限を行っていない施設は 52 ありました。行ってい

る施設と行っていない施設で廃棄量に差があるかどうかということで見ましたが、

特に廃棄率に差はなく、出庫制限はかけてもかけなくても廃棄にはあまり関係がな

いということで相関は大きくは見られませんでした。 

 

 

【スライド 18】 

 血液製剤について、どのような診療科

から戻ってくることが多いか、あるいは

逆に戻ってきた血液製剤を受け入れてく

れる診療科は、どんな診療科があるかと

いうことで伺っております。 

 主に整形外科や消化器外科などは、返

却が多い診療科であると挙げている施設

が多くありました。逆に戻ってきたもの

を受け入れてもらえる診療科については、

例えば血液内科あるいは一般内科への受

け入れが多いと回答する施設が多かった

です。 

 

 

【スライド 19】 

 続いて、「血液製剤出庫の緊急度を分類

して、緊急度に合わせた検査あるいは出

庫体制を取っていますか」という質問を

させていただきました。比較的病床数の

多い施設では緊急度の分類が行われてお

りまして、更にその分類について、問題

なく運用できていると回答していただい

 

 

 



 

 

た施設が多かったです。 ただし、こちらにもお示し致しましたとおり、院内での

周知の度合いが低いと回答いただく施設も多くありましたので、体制の趣旨が十分

に医師等に理解されていない施設が多いのではないかと推測されました。今後、各

施設のこういった輸血委員会を通して職員教育を行っていただく必要があるという

ことは、この結果で分かるかと思います。 

 また、比較的病床数の少ない施設については、分類が行われていないという回答

の施設も多く、こちらについては施設そのものについて緊急度に合わせた体制を

取っていただく必要があるということで、施設に対してそういった出庫体制もある

んですよということを周知していく必要があるのではないかと思われました。 

 

 

【スライド 20】 

 続きまして、異型 O 型の赤血球製剤の

使用実態ということでお示ししておりま

す。2007 年に「危機的出血への対応ガイ

ドライン」が発表されておりますけれど

も、その中で危機的出血については救命

を最も優先するということで、時間的に

その製剤が間に合わない場合には、患者

さんの血液型とは異なるけれども適合す

る異型 O 型赤血球製剤を使用することが

望ましいということで明文化されており

ます。そこで、異型 O 型赤血球製剤の使

用状況について質問をさせていただきました。 

 実際に、異型 O 型赤血球製剤の適応をしていると回答いただいた施設については、

これだけの数ということで、こちらを見ていただいても実際に実施されている施設

はまだ少ないのかなと思われます。 

 また、使用されている単位についても、500 床以上の所が圧倒的に多く、特に緊

急搬送患者様について適用されているということで、なかなか小さい施設では適用

もまだ進んでいないのかなと思われました。 

 

 

【スライド 21】 

 緊急時に異型 O 型の赤血球の使用につ

いて、なぜ使用しなかったのかというこ

とで質問しております。「そういった症例

がうちにはないんですよ」と答えていた

だいた施設が、特に病床数の少ない施設

では多くありました。また、「O 型赤血球

を使える体制を整えていない」と回答い

ただく施設も若干ございました。あとは、

「緊急時にドクターが使いたがらない」

 

 



 

 

とご回答いただく施設もありました。 

 

 

【スライド 22】 

 今度は、院内の夜間在庫について質問

をしております。「院内で夜間の在庫をど

のくらい準備していますか」という問い

でしたが、赤字でお示ししている施設に

ついては、県の平均の廃棄率を上回るよ

うな施設もありました。こういった施設

については、あらかじめこういった単位

を夜間用意しておくことになっています

が、廃棄率が高いということは使われな

い確率も高いのかなということ、あるい

は使う予想がちょっとずれてしまってい

るとも考えられます。特に赤字の施設については、数量あるいは種類について見直

しを行っていただく必要があると考えられました。 

 

 

【スライド 23】 

 続きまして、タイプアンドスクリーン

の実施状況についてお示しを致しました。

次のスライドでも説明させていただきま

すが、最大手術血液準備量あるいは手術

血液準備量計算法の導入について、「輸血

療法の実施に関する指針」の中でも、「血

液を無駄にせず、また輸血業務を効率的

に行うために、待機的手術例を含めて直

ちに輸血する可能性の少ない場合の血液

準備方法として、血液型不規則抗体スク

リーニング法（タイプアンドスクリー

ン：T&S）と最大手術血液準備量（MSBOS）を採用することが望ましい」というこ

とが、記載されています。 

 当然のことながら使用の率については、申込み件数に対し使用件数が少ないとい

うことで、タイプアンドスクリーンについては輸血を行わない、輸血の確率が少な

いという結果が出ていると思います。 

  

 

 



 

 

【スライド 24】 

 最大手術血液準備量については導入し

ていない施設が圧倒的に多いということ

で、病院によっては実績の数が少なく、

そもそも準備量をどのくらい用意したら

良いのかということがなかなか蓄積でき

ないということが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 25】 

 また、廃棄血をどうすれば少なくでき

るかということで自由意見をいただいて

おります。こういったご意見をいただい

ておりますので、後ほど見ていただいて、

ぜひ参考にしていただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 26】 

 まとめです。こちらのようにまとめさ

せていただいております。こちらも後ほ

ど資料でご確認をいただければと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【スライド 27】 

 

 アンケートにご協力をいただきまして、

ありがとうございました。今後とも血液

製剤について適正な使用をお願いしたい

と思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 柴田さん、ありがとうございました。詳細な解析、群馬県全体

の結果ということです。何かご質問はございますか。赤血球に関

しては、驚くほど中小病院の廃棄が多いですけれども、こんなに

多いとは思いませんでした。何かご意見、いかがでしょうか。 

 だいぶ時間も押しているので、次の発表に移りたいと思います。 

 

 

 

 

座長・横濱 

質疑応答 
 



 

 

 

 

 

【スライド 1】 

 まず最初に、お配りした資料と一部ス

ライドの変更がありましたことをご了承

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 2】 

 初めに、当院の概要についてです。当

院は群馬県庁の南に位置していて、病床

数 333 床、地域における急性期中核病院

として稼働しています。外来受診者数、

平均入院日数、診療科は、スライドのと

おりです。 

 2003 年にオーダリングシステム稼働、

2005 年に群馬県地域周産期母子医療セン

ター認定、2009年に電子カルテ稼働、2011

年に群馬県がん診療連携推進病院の指定

を受けました。血液センターからの搬送

は通常 30～60分で供給可能となっていま

す。 

 

 

 

 

当院における血液製剤使用実態と院内廃棄について 

（独）地域医療機能推進機構 群馬中央病院 臨床検査部  山口 理栄子 



 

 

 

 

 

 

【スライド 3】 

 当院における過去 5 年間の総手術症例

数の推移です。おおよそ 2,500 件あたり

を推移しており、大きな変動はありませ

ん。手術は主に外科、産婦人科、整形外

科、消化器科で行っております。後程ス

ライドでお示ししますが、当院で手術時

に輸血依頼が最も多いのは外科です。産

婦人科は、ほとんどが T&S 対応となって

おり、輸血は出産後の弛緩出血が多い状

況です。整形外科は手術時の輸血依頼は

ほとんどなく、術後経過時の貧血対応依

頼がほとんどとなっています。 

 

 

【スライド 4】 

 外科における手術症例数の推移です。

過去 5 年間、平均 700 件あたりを推移し

ており、こちらも大きな変動は見られま

せん。下のグラフは症例別手術数の推移

です。胃がん等は減少傾向、大腸がんは

増加傾向が見られます。その他について

は、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 5】 

 産婦人科における手術症例数の推移で

す。こちらも平均650件あたりを推移して

おり、2010年からは大きな変動は見られ

ませんでした。下のグラフは産科におけ

る総分娩数と帝王切開術数になります。

産婦人科において、輸血の可能性が高い

と言われている帝王切開術数が、ほぼ毎

年、総分娩数の約4分の1（25％）を占め

ています。 

 

 



 

 

 

 

 

【スライド 6】 

 次に、年度別、科別の製剤使用状況を

お示しします。当院に記録が残っていた

2000 年から 2013 年のデータとなります。

最初に赤血球製剤の使用状況です。内科

と外科で使用量が多いのがお分かりかと

思います。小児科は 2006年度以降は年間

10 単位以下、産婦人科は平均 100 単位、

整形外科は平均 190 単位、消化器科は平

均 180 単位の使用となっています。内科

は 2005年をピークに減少傾向にありまし

て、2009 年以降は整形外科、消化器科と

ほぼ同様の使用量となっています。外科

は 2003 年に一度落ち込んでいますが翌年から徐々に増加を示しており、2007 年を

ピークにまた減少傾向にあります。2009 年は年間 1,000 単位を超える使用量があり

ましたが、直近 4年間の平均使用量は 700単位となっています。 

 

 

【スライド 7】 

 次に、新鮮凍結血漿の科別使用量です。

赤血球製剤と同様に、外科と内科での使

用が多くあります。小児科の使用はほと

んどなく、整形外科も 2005年以降は使用

のない年もありました。産婦人科は産後

の弛緩出血や DIC などに対して、2006 年

以降に平均 30単位ほどの使用がありまし

た。内科は 2006年までは平均 500単位の

使用がありましたが、2008 年以降は平均

10 単位と急激に使用が減りました。外科

は 2 段階に減少傾向が見られます。2000

年、2001 年の使用量は 5,000 単位を超え

ており、2002年から 2009年までは平均 1,900単位、2010年から 2013年までは平均

450単位と使用量は多い時の 10分の 1になっています。 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

【スライド 8】 

 次に濃厚血小板です。グラフからは内

科と外科の使用が他の製剤と同様に目立

ちますが、濃厚血小板製剤の場合は予約

製剤ということもあり適正に使用されて

いると思われます。内科の 2006年の突出

している使用理由は、今回詳細は検索が

間に合いませんでした。外科で突出して

いる年度は、肝切除や術中の予期せぬ出

血に使用されたと思われます。 

 

 

 

 

 

【スライド 9】 

 次に自己血です。当院の自己血は、主

に整形外科と産婦人科で行われています。

導入当時は、整形外科が主流でしたけれ

ども、2008年をピークに減少傾向にあり、

2010年には産婦人科と逆転し、2013年で

は年間 8 単位と、ほとんどの貯血は行わ

れていません。産婦人科は 2010年より増

加傾向にあり、2011 年には 120 単位の使

用がありました。これは、以前は赤血球

製剤で対応していた前置胎盤などで自己

血貯血を積極的に取り入れた結果と思わ

れます。 

 

 

【スライド 10】 

 製剤使用状況のまとめです。各製剤の

使用量を 1 つのグラフにまとめてみまし

た。先程もお話ししましたけれども、新

鮮凍結血漿製剤の使用が著しく減ってい

ます。14年間で使用量は多い時の 10分の

1になっていました。これは新鮮凍結血漿

の使用法の変化の表れと思われます。赤

血球製剤は 2008年までは 2,000単位でほ

ぼ横ばい状態でしたけれども、以後減少

傾向にあり、今では半分の使用量となっ

ています。 



 

 

 

 

 

 

【スライド 11】 

 今回ご指摘のあった赤血球製剤の廃棄

率です。これも同じく記録のあった 2000

年から 2013 年までの集計結果ですけれど

も、見てのとおり 2008 年から増加傾向に

あり、2013 年には 19％にまで達していま

す。急性期病院では 1％以下を維持するこ

とが適正と考えられており、当院の廃棄率

は異常な高さだといえます。 

 

 

 

 

 

 

【スライド 12】 

 赤血球製剤の使用量と廃棄率をひとつ

のグラフにまとめました。2008 年からの

製剤使用量は減少傾向にあるにも関わら

ず、廃棄率は年々増加傾向にあることが

分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 13】 

 こちらは 2013年度の血液型別の廃棄量

です。赤血球製剤については、B型製剤が

他の血液型と比べるとやや多く、新鮮凍

結血漿は AB型の廃棄が多いです。これは

血液型による需要の差が大きいためと思

われます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【スライド 14】 

 次に 2013年度の科別の製剤返品率です。

赤血球製剤、新鮮凍結血漿、共に外科の

返品率が多いことが分かります。他院で

は T&S 対応となっている術式が、当院で

は準備血となっていることが要因と思わ

れます。今回、廃棄率増加の原因究明に

あたり、当院の輸血製剤の適正使用を担

う輸血療法委員会が適正に運営されてい

ないのではないかということで、当院の

輸血療法委員会について検証を行いまし

た。 

 

 

【スライド 15】 

 当院の輸血療法委員会は、1997 年、麻

酔科医師を委員長として発足しました。

副委員長は薬剤部長でした。委員の構成

はスライドのとおり各科の医師と、その

他の部では各 1～4 名の計 18 名からなっ

ていました。 

 この会の目的としては、副作用をはじ

め輸血に関わる事項について、血液製剤

の使用・管理に関すること、その他、輸

血および血液製剤使用上必要なことを審

議することを目的としています。事務局

は薬剤部、会は必要ある場合に随時開催となっております。 

 

 

【スライド 16】 

 1999 年には、輸血管理部署が薬剤部か

ら検査部へ移行しました。委員長は麻酔

科医師の転勤に伴い内科医師へと変更に

なりました。この時、院内の在庫数につ

いて話し合われてスライドのような単位

数となっています。 

 翌年（2000 年）には、T&S の導入が会

の中で提案されました。その時すでに整

形外科と産婦人科の一部では導入が始

まっており、T&Sに対しては 3単位を用意

する取り決めになっていました。また、

手術用準備血の返品・転用期日、出血対応用にストックしておいた製剤の期間も３



 

 

 

 

 

日間と決められていました。2003 年には、再び院内在庫の見直しが行われ、スライ

ドのような単位数となっています。 

 

 

【スライド 17】 

 2004 年には、更に緊急輸血時の対応と

して、未照射 O 型赤血球製剤、AB 型新鮮

凍結血漿を使用するということが会の中

で承認されました。 

 2005 年、当院も群馬県合同輸血療法委

員会に参加するようになりました。その

年に輸血管理料というものができまして、

委員会内でも、血液製剤の使用状況を報

告するようになりました。第 1 回には検

査部で輸血の一元管理を始めた 2000年か

ら 2005年までの状況について報告しまし

た。また、この年に再度、緊急輸血時の O型赤血球製剤の使用が承認されました。 

 

 

【スライド 18】 

 2006 年に、再び院内の在庫数について

検討されており、スライドのようになっ

ております。新鮮凍結血漿についても、

その年に血液センターでの 6 カ月貯留保

管が始まり、院内での保管期間が短くな

るために院内での在庫は廃止しました。

以降は必要時毎に取り寄せる運用になり

ました。 

 以前は未使用製剤を血液センターに返

品が可能でしたが、2007 年 1 月からは、

完全にできなくなるということで、廃棄

量増加の一因にもなったと思われます。また、その年から製剤の白除化により製剤

単価も増額したので、廃棄量が病院の損益に大きく繁栄することとなりました。ま

た、赤血球製剤は AB型の期限切れによる廃棄が増加しました。 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

【スライド 19】 

 2008 年に、当院での輸血管理料の取得

に向けて、それまで不定期開催だった輸

血療法委員会を年 6 回開催することにし

ました。ここで再び T&S の推奨が行われ

て、この時に T&S の準備血量は 3 単位か

ら 4 単位と増えました。ですから必然的

に、院内の在庫量は常時 4 単位というこ

とになりました。また、この年から小児

科と麻酔科の医師と放射線科の技師が委

員から除外されました。 

 2009 年に、産婦人科に対して更なる積

極的な T&S の導入の呼び掛けをしました。また、院内の電子カルテ化に向けて輸血

運用の見直しの中で、再度、緊急時輸血の対応は O 型赤血球製剤を使用するという

ことを確認しました。更にこの年から、製剤の各科使用状況とともに血液型別の製

剤廃棄状況・損益の報告も始めました。そして、この年の 11月より電子カルテが稼

働し、輸血検査や依頼もオーダーリング対応となりました。 

 

 

【スライド 20】 

 2010年に、AB型赤血球製剤の廃棄が多

いということで、在庫数の見直しを行い、

AB 型については通常は在庫ゼロ、T&S 時

は 2単位となりました。 

 2011 年には、輸血療法委員長が産婦人

科医師に変更となり、2013 年から消化器

科の医師が輸血療法委員会に参加するよ

うになり現在に至っております。 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

【スライド 21】 

 このように、当院の輸血療法委員会の

17 年間の検証から考えられる廃棄量の増

加要因として、院内在庫製剤の量、当院

の医師の輸血療法への関心の低さ、検査

技師のコンサルテーション能力不足とい

うことが考えられました。 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 22】 

 こちらは廃棄率と院内在庫量の推移で

す。2008 年までは血液センターへの返品

が可能だったので廃棄率は少ないですけ

れども、実際は今と変わらない単位数が

廃棄になったと思われます。それから着

目したのは、院内在庫の 4 単位という数

字です。2000 年当初は在庫数 3 単位、5

単位という時もありましたが、その当時

は製剤の使用量が多く、年間 2,000 単位

の使用がありました。しかし、2009 年以

降は使用量が半減したにも関わらず在庫

量がそのままになっています。むしろ過剰なのではないでしょうか。 

 

 

【スライド 23】 

 当院の医師の輸血療法委員会への関心

の低さですけれども、過去 17年間の科別

の医師の輸血療法委員会への出席率です。

消化器科に関しては、まだ参加が新しい

ので出席率が高いです。輸血に一番関連

のある麻酔科医が途中で輸血療法委員会

から外れました。あとは、外科医の出席

率がやはり低いことが問題ではないかと

思われます。当院の麻酔科の医師は、発

足当時は委員長でしたけれども、それ以

降は委員長が内科医師に代わってからは、

2005 年から一度も出席はしておりません。



 

 

 

 

出席されない先生方のほとんどの理由は、忙しいということでした。恥ずかしなが

ら当院は、世話人施設でありながら本合同輸血療法委員会も世話人としては一度も

出席しておりません。 

 製剤在庫数や緊急輸血の対応について、委員会の中で何度となく話し合われてい

ましたけれども、臨床に周知されていないということは、検査技師のコンサルテー

ション能力も不足しているということを痛感致しました。 

 

 

【スライド 24】 

 まだまだ廃棄率増加の原因究明として

は不足かもしれませんが、現段階で考え

られる今後の対策として以下の 4 点を挙

げました。 

 まず、院内在庫数の見直しです。スラ

イドでもありましたように、現在は B 型

製剤の廃棄率が高いことが分かりました。

まずは B 型赤血球製剤の在庫数を 2 単位

に減らすことからやっていこうと思って

います。A 型・O 型については、B 型・AB

型に比べまして需要もあり、今後は緊急

時の O 型製剤の使用も推進していくつもりなので、しばらくは現状維持で進めたい

と思います。 

 次に、在庫数と在庫製剤期限をインフォメーションすることです。現在、院内の

在庫数と製剤の期限は検査部でしか把握されておりません。今後は、電子カルテの

掲示板などを利用して、臨床医に在庫状況を知らせる努力をしていこうと思います。

また、輸血療法委員会の開催に合わせて、輸血インフォメーションというものを発

行していく予定でおります。 

 使用率、廃棄率、損益の周知は、このインフォメーションにも載せるつもりです。

使用率、廃棄率、損益は 2005年から委員会の中で報告していましたけれども、報告

の仕方が一覧表に数字を羅列する、前回の報告時との比較にとどまっていたので、

臨床へ重要さが伝わっていなかったのではないかと思われます。今後はインフォ

メーションもそうなんですけれども、グラフ等を駆使して視覚で訴える工夫をして

いこうと思います。 

 次に期限切れ製剤を出さない工夫ですけれども、第 1 には、輸血担当者から臨床

への連絡を密にすることです。手術準備血が当日使用されていない場合には、委員

会の中では 3 日間という記述がありましたけれども、そちらを翌日に返却の確認を

するというようになりました。 

 予定輸血患者に対しては、製剤の有効期限を加味して輸血実施日の変更を相談す

る。貧血患者のデータなどを把握して、診療科医師に輸血の有無を促すことをして

いきたいと思います。その他として、外科のカンファレンスに参加するなど、積極

的に検査部の外へ出向いて、直接臨床へ働き掛けることを実践していきたいと思い

ます。 



 

 

 

 以上のような対策は、他施設ではすでに実施されていることかもしれませんが、

更なるご意見等がありましたら、この場を借りてご指導いただけたらと思います。 

 最後に、輸血用血液製剤の廃棄率は、輸血用製剤が病院内で適切に管理されてい

るかどうかを示す指標となります。病院全体として、医療の質の指標とも言え廃棄

量の減少は、輸血療法に対する取り組みを示すことになります。今後は廃棄が発生

した場合には、常に原因究明を行い、適正な在庫管理に努めたいと思います。以上

で報告を終わります。 

 

 

 

 

 ありがとうございました。群馬中央病院は、ちょっと廃棄が多

いというのは実は前から気が付いておりまして。今回、それで無

理にお願いしたという経緯で発表していただきました。何かご質

問ご意見、いかがでしょうか。 

 委員会はいつやっていますか。何曜日とか、何時とか、決まっ

ているのでしょうか。 

 

 現在は年 6 回なので、1 カ月置きに第 3 水曜日に、臨床検査委

員会と続けて行っています。 

 

 時間は何時ぐらいですか。 

 

 まず、5時 15分ごろから臨床検査委員会がありまして、その後

なので、早ければ 5時 45分か 6時ごろになります。 

 

 いかがでしょうか。 

 時間も押しているので、よろしいですかね。 

 では、どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座長・横濱 

 

 

 

 

 

山口 

 

 

座長・横濱 

 

山口 

 

座長・横濱 

 

 

質疑応答 
 



 

 

 

【スライド 1】 

 「当院における血液製剤使用実態と廃

棄削減に向けた取り組みについて」、群馬

県立小児医療センターの兵藤です。よろ

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 2】 

 病院概要です。当院は小児専門病院で

あり、3次救急病院の指定病院となってお

ります。病床数は、一般病床が 150 床、

NICU が 15 床、PICU が 6 床、母子周産期

センターとして産科の受け入れもありま

すので産科病床が 18床あります。手術件

数は昨年度 956 件、そのうち心臓外科で

97件です。 

 

 

当院における血液製剤使用実態と廃棄削減に向けた

取り組みについて 

群馬県立小児医療センター 検体検査課  兵藤 悠美子 

 



 

 

 

【スライド 3】 

 輸血検査体制です。専任 1 人、兼任 2

人の 3 名体制で、血液検査業務と兼務し

ております。製剤の依頼・保管は全て検

査課の管理で、分画製剤のみ薬剤部で管

理をしております。検査課員 14人で当直

制をしておりまして、24 時間の対応を

行っております。 

 

 

 

 

 

 

【スライド 4】 

 2013 年度の年間使用単位数です。赤血

球製剤 956 単位、そのうち 1 単位製剤が

506単位、2単位製剤が 225単位。基本は

未照射血を発注しております。出庫時に

院内で放射線照射をかけて払い出しをし

ております。照射血の発注は、緊急時交

換輸血をする際、または Rh（－）等の稀

血の場合のみとなっております。血漿製

剤（FFP）は 636単位、血小板製剤は 5,030

単位の使用がありました。 

 

 

 

【スライド 5】 

 診療科別の使用単位数です。赤血球製

剤は 956 単位の使用があります。一番多

い科は心臓外科で 420 単位、次は血液腫

瘍科292単位、未熟児病棟104単位となっ

ております。産科に関しましては、出血

リスクが高い妊婦の受け入れはしていな

いため、もともと件数が少なくなってお

ります。また、止血困難時は群大病院へ

の移送となっておりますので、輸血製剤

の使用は十数単位程度となっております。 

 



 

 

 

【スライド 6】 

 当院での廃棄に至る流れです。当院は

産科の緊急時用として、常時、各型 4 単

位の在庫を保管しております。それらを

手術準備等に使用をしております。ここ

で使用をしなかった分を他診療科へ転用

し、それでも使用ができなかった場合、

廃棄となります。また、在庫血が手術用

の準備血として使用されなかった場合、

そのまま直廃棄となることもあります。

破損による廃棄、または病棟へ払い出し

た後の返却は全て廃棄をしております。

検査課は、使用直前の払い出しの徹底と 24時間対応をしておりますので、廃棄はほ

ぼありません。 

 

 

【スライド 7】 

 当院の問題点として、産科緊急用使用

の赤血球製剤を各型常時 4 単位を在庫保

管していることが挙げられます。緊急時

には O 型を使用するというマニュアルは

当院でもあるのですが、産科等医師側に

使用に抵抗があるということで、各型を

置いているのが現状となっております。 

 

 

 

 

 

 

【スライド 8】 

 こちらは、文字が小さいのですが緊急

時用のマニュアルです。赤で囲ったとお

り、在庫が院内にない場合には O 型を使

用するということにはなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【スライド 9】 

 当院の問題点その 2 として、新生児は

できるだけ新しい製剤を使用するため、

院内在庫の使用につながらない。また、

新生児から乳児に関しましては、１単位

製剤を分割して使用するため、使用単位

数自体も少なくなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 10】 

 こちらが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抜粋です。

「Ⅵ 新生児・小児に対する輸血療法」に、

「小児、特に新生児に血液製剤を投与す

る際に、成人の血液製剤の使用指針を適

用することには問題があり、小児特有な

生理機能を考慮した指針を策定する必要

がある」と記載されております。 

 ここでの輸血の対象児は出生後 28日以

降 4 カ月までであり、未熟児に関しまし

ては多様な病態を示すため、個々の症例

に応じた配慮が必要であるとされております。出生後 28日以降 4 カ月以内の患児に

関しましては、採血後 2 週間以内の赤血球製剤を使用するという指針となっており

ます。た当院では、未熟児には採血後 5 日以内の製剤を使用という規定を作ってお

ります。 

 

 

【スライド 11】 

 当院の新生児の使用単位数です。当院

では、生後 4カ月以内の新生児は全体の 4

割にあたる 325 単位、未熟児に関しまし

ては全体の 10％、107 単位を使用してお

ります。この未熟児に関しましては、採

血後 5 日以内の新しい製剤を個別に血液

センターに発注をかけて使用しているよ

うな状態ですので、院内の在庫の使用で

はありません。 



 

 

 

【スライド 12】 

 また、製剤の分割ですが、新生児では

使用量が少なく 1 パック全てを使用しま

せんので、2～3 日にわたり使用する場合

は、1単位製剤をこのように分割バッグに

無菌的に分割して使用しております。検

査課員全員が分割業務を行うことができ

ますので、土日関係なく 24時間行うこと

ができ、廃棄率という点では難しいので

すが製剤の有効活用はされております。 

 

 

 

 

【スライド 13】 

 製剤の分割状況です。2分割が 13％、3

分割が 4％、製剤全体の 17％を分割して

いるような状況です。また、血小板製剤

についても分割は実施しております。血

小板製剤は期限が短いこともありまして、

分割しているのは全体の 5％程度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 14】 

 当院の問題点の 3 番目として挙げられ

るのは、手術準備血を使用しなかった際

に転用がうまくできないということです。

手術以外での使用がほぼ血液腫瘍科に限

られているという点が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【スライド 15】 

 こちらが診療科別の未使用単位数です。

血液腫瘍科などの内科系の診療科に関し

ましては 10 単位未満となっております。

未使用製剤の 7 割は心臓外科が占めてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 16】 

 診療科別の使用単位数です。主に、こ

のような 3 つの科になっております。そ

のうち未熟児病棟に関しましては、先程

お示ししましたように個別に製剤を血液

センターから受け入れておりますので、

そちらに関しては転用にはあたりません。

心臓外科の手術に使用するかという点で、

なかなか転用が進まないような現状があ

ります。 

 

 

 

 

【スライド 17】 

 昨年度から廃棄削減に向けた取り組み

を行っております。検査課内での輸血製

剤の管理として、手術準備血の割付け方

の変更を昨年 8月から実施しております。

これに関しましては次のページで詳しく

説明をします。また、手術準備血のオー

ダー単位数の決定は医師側にありますの

で、輸血療法委員会を通じ昨年 12月より、

手術準備量の削減をお願いしております。 

 

 

 

 

 



 

 

 

【スライド 18】 

 手術準備血の割付け方です。以前は OPE

準備血が 5 単位ある場合、その他に緊急

用の在庫として 4単位置いておりました。

現在では、手術準備血 5 単位と重ねるよ

うにして緊急用在庫を付けておりますの

で、2単位分が準備血から削減ができるよ

うになりました。 

 

 

 

 

 

 

【スライド 19】 

 手術準備血の単位数の削減の取り組み

後の比較です。一番大きな成果がありま

した心臓外科の例をお示し致します。青

（左側）のグラフが昨年度の上半期、赤

（右側）が今年度の上半期になります。

手術件数自体が増加していましたので、

単純に準備単位数として比較ができな

かったので未使用単位数となっておりま

す。昨年度と比較して今年度は、約 60％

の削減をすることができました。手術件

数の増加率と使用単位数の増加率はほぼ

同じでしたので、増加による削減ではないと考えられます。未使用率としても約 27％

削減することができ、廃棄単位数としても 43％削減できております。 

 

 

【スライド 20】 

 問題も新たに起こりまして、2013 年度

以前は年間 8 件以内だった手術中の緊急

発注が、今年度は上半期だけで 26 件あり

ました。事前のクロスマッチで現在は対

応しております。また、医師側とも準備

単位数を調整しておりまして、徐々に緊

急発注は減少傾向にあります。患者様の

安全のためにも対応策を検討していかな

ければならないと考えております。 

 

 



 

 

 

【スライド 21】 

 これらの取り組みを行うことで、数字

として廃棄率の削減に至っておりますが、

依然としてまだ高い状況にはあります。

献血者の善意からなる輸血製剤の有効活

用のためにも、今後とも廃棄率の削減に

努力していきたいと考えております。 

 今後の課題としましては、各型が 4 単

位ずつ置いている緊急在庫の削減と、使

用の可能性が低い手術に関しましては

Type and Screen を導入するなどの対策

を行っていければと思っています。あり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ありがとうございました。実は小児医療センターも、去年の

データは廃棄率が多く、それでお願いしたということがあります。

ご自分たちで問題点を話し合って素晴らしい改善をしたわけで

す。大変良かったかなと思います。何かご質問ご意見、ございま

すか。 

 

霧生厚生総合病院の梶田です。ありがとうございました。産科緊

急用として各型の在庫を 4単位確保しているということなんです

が、産科の緊急で在庫血を年間どのくらい使っているかというこ

とは分かっていますか。 

 

昨年度は 12 単位です。製剤 4 単位が 3 件です。 

 

緊急で術中に。 

 

はい。術中に緊急で、止血困難になったためということです。 

 

 他にいかがでしょうか。心臓血管外科の先生は何と言って説得

したんですか。 

 

 他の県外の小児病院の廃棄率を示して、当院ではかなり高いの

で、やはりそういう努力をしたいと思っているということでお願

いをしました。 

 

 群馬中央病院はなかなか振り向いてくれないけど、小児医療セ

ンターでは何とか振り向いてもらった感じですかね。 

他にはありますか。よろしいでしょうかね。 

 では、どうもありがとうございました。 

 

 

座長・横濱 

 

 

 

 

 

梶田 

 

 

 

 

兵藤 

 

梶田 

 

兵藤 

 

座長・横濱 

 

 

兵藤 

 

 

 

座長・横濱 

質疑応答 
 



 

 

 

 

【スライド 1】 

 太田記念病院の山口です。よろしくお願

いします。「当院における O型異型適合血の

使用実態について」、発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 2】 

 平成 24年 6月に当院は移転致しました。 

 

 

当院における O 型異型適合血の使用実態について 

富士重工業健康保険組合 太田記念病院 臨床検査部  山口 登美江 

 



 

 

 

 

 

 

【スライド 3】 

 病床数 400 床で、NICU6 床、ICU/CCU15

床、HCU10 床、人間ドック 18 床を含みま

す。第 3 次救急指定病院となり、医師数

が現在92名になりました。DPC算定で色々

な加算を受けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 4】 

 診療科はご覧のとおりで、新病院に

なって内科が専門的に分かれ、救急科、

形成外科、歯科口腔外科が増えました。

また、心臓血管外科の新チームにより心

臓のオペが再開されました。輸血検査に

大きく影響を受けたのは、救急科と心臓

血管外科ということは言うまでもありま

せん。 

 

 

 

 

 

 

【スライド 5】 

 今回の発表は、新病院になってからに

焦点を置きましたので、年間統計は 6 月

から翌年の 5 月という形でお示しさせて

いただきます。また、赤血球製剤の言い

方を RBC と統一させていただきます。新

病院になってから外来患者の比較を見ま

すと、救急外来の患者は 5～6％です。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【スライド 6】 

 救急外来の患者の搬送方法はご覧のと

おりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 7】 

 割合にしますと、救急車が 48.6％、ド

ターヘリが 0.5％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 8】 

 当院の輸血検査の体制です。検査技師

が 33名、そのうち血液・輸血で 3名となっ

ています。血液製剤の院内在庫数ですが、

RCCは、A型が 8～10単位、B型が 6～8単

位、AB 型が 4 単位、O 型が 10 単位。FFP

は、AB 型が 16 単位、その他は 20 単位と

なっています。アルブミン製剤が各 60本

づつ置いてあります。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【スライド 9】 

 平成 25年 6月から翌年 5月までの診療

科別製剤使用量を見ますと、循環器内科

と救急科が多く、それに続いて外科、心

臓血管外科、産婦人科の順になっていま

す。オペ中の追加製剤は麻酔科となって

いますので、心臓血管外科のほうはもう

少し多くなっていると思います。 

 

 

 

 

 

 

【スライド 10】 

 旧病院と新病院の製剤の使用量を比較

してみました。旧病院 2 年間と新病院 2

年間です。RBC と PC が約 1.5 倍に新病院

になって増えました。FFP は平成 25 年か

ら平成 26年が多くなっていますが、それ

は急速進行性糸球体腎炎症候群患者の血

漿交換やその他の血漿交換も増えたため

です。 

 

 

 

 

 

 

【スライド 11】 

 アルブミン製剤は使用量の変化はあま

り見られませんでした。そのことにより、

平成 25年 4月から輸血適正使用管理加算

が取得できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【スライド 12】 

 新病院からの輸血の体制です。第 3 次

救急指定病院となり救急科からは O型RBC

を院内在庫して 10単位ほしいということ、

心臓血管外科からはオペ時にはオーダ単

位数の RBC とアルブミン製剤を全部オペ

室に持っていきたいという要望がありま

した。 

 また新病院となり紙伝票の運用から電

子カルテ化の運用に変わりました。アル

ブミン製剤は、薬剤部から検査部の一元

管理に変更になりました。しかし、検査

担当者と日当直者の人数は旧病院と変更となっていません。 

 

 

【スライド 13】 

 そこで検査方法を見直すことにしまし

た。ルーチン検査では、BIO-RAD IH1000

で、血液型、不規則性抗体検査、抗体同

定を行っています。クロスマッチは Type 

and Screen 方式で、抗体スクリーニング

（－）、かつ Rho（＋）の場合は試験管法

で生食法のみを行うことにしました。抗

体スクリーニング（＋）、Rho（－）の場

合は試験管法で、生食法・ブロメリン法・

PEGクームス法となっています。なお、抗

体スクリーニング有効期間は 1 週間とし

ています。 

 

 

【スライド 14】 

 緊急時は、血液型と不規則性抗体、ク

ロスマッチを試験管法で行っています。

超緊急時では、ケースバイケースですが、

血液型が確定前は O 型 RBC を未クロスで

出庫します。血液型が確定後、同型の RBC

を未クロスで持っていき、先程の O 型と

変更しています。並行して IH1000か試験

管法で不規則性抗体検査を行います。そ

の後は生食法で行います。血液センター

からの取り寄せで時間がない場合は、未

クロスで出すこともあります。未クロス



 

 

 

 

 

 

で出庫した製剤の後追い検査は行っていません。 

 

 

【スライド 15】 

 日当直者では、緊急時は血液型を試験

管法で行い、IH1000 で不規則性抗体スク

リーニング、クロスマッチを行っていま

す。超緊急時は先程言ったとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 16】 

 超緊急時やパソコントラブルなどで

オーダーができない時に、紙伝票で行え

るようにということでご紹介します。超

緊急時では電話でオーダーをしまして、

患者氏名、血液型、単位数などを電話で

連絡をします。製剤に添付シールを貼っ

て、そのコピーを取ります。コピーした

ほうを検査控として、伝票と製剤を出庫

します。処置後に医師が事後オーダーを

入力して、検査技師がその使用した製剤

を全部入力しています。 

 

 

【スライド 17】 

 これらの内容をフローチャートにまと

めて院内に配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【スライド 18】 

 新病院になってからの 2 年間の輸血検

査集計です。Type and Screenの方式が浸

透してきましたので、2年目の不規則性抗

体スクリーニング検査が増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 19】 

 ここからは、超緊急時の症例について

発表したいと思います。表の見方ですが、

患者血液型、O型 RBCのオーダーの単位数

です。実際に使われた O型の単位数です。

その後、同型でどのくらい使ったかとい

うことで、RBC、FFP、PC、5％アルブミン

をお示ししました。オーダーで来たもの

に対しての単位数は、その事後の時の

オーダー数が入っていますので、ちょっ

と違っている所もあると思います。 

 最初の 1 年間は、O 型を出したものが

16 件でした。このうち色の付いている所は、最初は同型を出したのですが、それが

足りなくなって O 型を使用した症例です。この年の最高使用量は 7 月 30 日、RBC30

単位、FFP22単位、PC20単位の症例でした。 

 

 

【スライド 20】 

 これは 2 年目です。2 年目は 21 件に増

えました。この 1 点は、大雪の影響で血

液センターの納品が遅れたため O 型を使

用しました。9 月 19 日、落下事故の患者

様が O 型でしたけれども、RBC58 単位、

FFP30 単位、PC40 単位を使用しました。

数カ月後、元気になり転院していきまし

た。 

 2 年目は、A（－）と O（－）の症例が

ありました。その 2 組は最初、O 型（＋）



 

 

 

 

 

を輸血しました。A型の患者様はすぐに死亡しました。O型の外国人の患者様は、院

内到着後、O型（＋）の RBCと FFP6単位ずつ輸血しました。それ以後は血液センター

の協力を得まして、O（－）を RBC21 単位、FFP18 単位を輸血しました。その患者様

は約 1 カ月の不規則抗体検査は陰性でしたけれども、いつの間にか退院されていま

したので、その後の不規則抗体は追えていません。 

 また、この 1年間は RBCの返納を多く発生しました。O型で 20単位、B型 12単位、

AB型 16単位というふうにかなり返却されている症例が多くありました。これらが院

内廃棄につながっていると思います。 

 

 

【スライド 21】 

 3年目です。この年になって初めて、本

人の血液型が確定する前に FFP を使いた

いということで、AB の FFP を解凍し使っ

た症例がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド 22】 

 新病院になってから今年の 10 月まで、

異型 O型輸血を実施した 28件の症例を示

します。ほとんどが交通事故です。出血

性ショックの状態で患者様が病院に到着

する前に O型の製剤を ERに届ける場合と、

院内在庫数の確認だけで、到着後直ぐに

届ける場合、または、その状態により届

けるというような様々な処理の仕方があ

りました。その半数の方が死亡していま

すが、この数は、どう解釈してよいのか

ちょっと分かりませんが、このような結

果になっています。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【スライド 23】 

 超緊急輸血に、このレベル 1 という機

械を使っているそうです。2箇所に製剤を

入れます。この中は圧によって押し出さ

れるようになっていまして、このルート

は 1ルートになり、温められて 18ゲージ

か 20ゲージの針で輸血しているそうです。

この機械を使いますと 2 単位製剤は数分

で入れ終わり、製剤を次々に取り換えて、

血圧が上がるまで輸血しているそうです。

それでも間に合わない時には、もう 1ルー

トを使って輸血すると言っていました。

先日、交通事故で運ばれた患者様は、RBC12 単位を 30 数分で入れ終わったという症

例がありました。 

 

 

【スライド 24】 

 当院では血液内科はありませんので、

コンスタントに使用することがなく、一

気に使用し多量に返納されるということ

がしばしばあります。旧病院と新病院の

おのおの 2 年間の廃棄率をまとめてみま

した。新病院になってからは少し減少し

ています。しかし、単位数で見ると、や

はりまだ多く、176単位と 161単位ですの

で単位数は変わっていません。 

 

 

 

 

【スライド 25】 

 これから示す 3 枚のスライドは、医局

会でちょっと前に報告したものです。こ

の 176 単位と 161 単位は RCC で、金額は

約 150万円と約 140万円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【スライド 26】 

 これは日本輸血・細胞治療学会 2012年

の 300～499床の平均廃棄数と当院のデー

タです。平均 RCCの廃棄率が 80単位とい

うことで、当院では約 2 倍の廃棄数であ

り、とてももったいないことをしている

ということを医局会の先生たちに訴えま

した。 

 

 

 

 

 

 

【スライド 27】 

 この 2 年間、新病院になってからです

けれども、廃棄した RCC の血液型を見て

みますと、AB型で 50％、B型が 31％、こ

の 2 つで 80％を超える廃棄となっていま

した。AB 型のオーダーの時には、くれぐ

れも注意していただけないでしょうかと

いうことをドクターに言いました。 

 

 

 

 

 

 

【スライド 28】 

 院内廃棄量を減らすための取り組みと

して、医局会で広報活動をしています。

年に数回、廃棄量の集計を行っています。

特に AB型のオーダーについては、単位数

や返納時期など注意しております。血小

板製剤のオーダーは、「患者様が亡くなる

こともありますので、その時には、お忙

しいとは思いますがすぐに連絡ください」

ということを言っています。 

 それから、「血液製剤廃棄届」を作りま

して、金額を記入して先生にサインをい

ただいて、それは上層部に上げています。あと、救急科の医師との話し合いで、院

内在庫はO型RBCが10単位あれば他は少なくてもよいと言っていただいたのですが、



 

 

 

 

他の科ともいろいろありますので、最初に示した在庫数があります。 

 

 

【スライド 29】 

 まとめです。当院では出血性ショック

による超緊急輸血のため、院内在庫とし

て O 型 RBC10 単位は最低あるようにし

ています。しかし、その後の追加製剤と、

心臓血管外科の手術用製剤の返納が院内

廃棄数に大きく影響を及ぼしているのが

現状で、これらの改善が課題になってく

ると思います。院内、特に医師に向けて

の広報活動は必要だと思います。院内勉

強会を行うことで、職員全体の輸血に対

する知識を向上させることが、安全な輸

血治療、更に院内廃棄減少につながると思いました。 

 

 

【スライド 30】 

 以上でご報告を終わります。ご清聴あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

座長・横濱 

 

 

 

 

 

 

小倉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口 

 

 

 

 

 

 

 

 

小倉 

 

 

 

山口 

 

座長・横濱 

 

 

山口 

. 
 

座長・横濱 

 山口さん、ありがとうございました。新病院なり救急患者が

増え緊急輸血が多くなりましたが、システムを変えられ、たっ

た 3 人で輸血検査を行っています。また、O 型緊急輸血体制の

取組についてもお話しをして頂きました。何かご質問はありま

すか。 

 はい、小倉先生。 

 

 前橋赤十字の血液内科の小倉と申します。ご講演、どうもあ

りがとうございました。当院も救急をかなりやっているんです

けれども、こういう出血性ショックに伴う超緊急輸血で RBCと

FFP が 1 対 1 で入ってくるというのは、救命率の点でそれは分

かるんですけれども、そうではない、ある程度の時間に余裕が

あるような出血にも、これらが 1対 1で輸血されるようなこと

が当院では多くなっています。その結果、FFP の使用率が増え

て、チェックを強化しているとこなのですけれど、そういう傾

向はありますでしょうか。 

 

 ありがとうございます。最近、出血性ショックの時には、と

にかく RBCと FFPをどんどん入れるということで、まず RBCか

らですけれども輸血を行っているようです。それでも当院では、

RBC と FFP については適正の範囲内にあったんですが、先程示

しましたように血漿交換が増えてきまして、透析もできますの

で、それで血漿交換がすごく多くなりました。それによって、

今ちょっと比が外れている状態です。ERのほうは、もうどんど

ん使っています。 

 

 当院は、管理加算Ⅰを取っているんですけれども、やはり FFP

の使用によりちょっとそれを失う危機にありまして、チェック

をすごく強化したほうがよろしいかと思います。 

 

分かりました。うちも FFPでちょっと危うくなっています。 

 

 他にいかがでしょうか。 

 廃棄伝票に、医者がそこに金額を書き入れるのですか？ 

 

 金額はこちらで書いて先生に渡して、先生はそれを見て自分

でサインをしています。 

 

 こんなに無駄にしてしまったと確認するわけですか？ 

質疑応答 
 



 

 

 

 

 

山口 

 

座長・横濱 

 

丸橋 

 

 

山口 

 

 

 

 

丸橋 

 

 

山口 

 

 

 

丸橋 

 

座長・横濱 

 

 

 

 

 

 はい。それを言いたいんですが、全然効果はないと思います。 

 

 他に何かありすか？ 

 

 群大病院の丸橋です。日当直者に定期的なトレーニングをし

ているんでしょうか。 

 

 トレーニングといっても、つい最近やったのは、Rhの因子を

まず自分たちで確認できるようにしましょうという、そういう

トレーニングをしました。その他は個々に発生した時に、電話

での対応とか、その事例について朝会で報告しています。 

 

 夜間に O型が遅れてしまったりとか、そういうことはなくて

スムーズに使用に至っているのでしょうか。 

 

 最初のころはやはり戸惑うことがありましたので、何回か私

も夜間出勤して一緒にしましたが、最近はみんな慣れてきて 1

人で頑張ってやってくださっています。 

 

 ありがとうございます。 

 

 他に何かございますか。 

 では、山口さん、どうもありがとうございました。 

  


