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〔講演1〕

1.はじめに
　実際の臨床現場における輸血医療チームは、輸血医療に専門性を持つ医師、看護師、
臨床検査技師、薬剤師のほかに、医療ソーシャルワーカー、臨床工学技士、臨床心理
士、事務職員（医事、庶務、診療録管理、情報システム）などの多職種連携により成
り立っている。日常業務で培った安全で適正な輸血医療の実践には、スタッフの異動
によって知識・経験の情報が喪失あるいは蓄積しないことを避けることが重要で、時
代や空間を超えてその知的財産を伝えていくことが必要となる。そのための効果的な
手段の一つは、得られた知見を論文化して発表することである。2016年度以降の3年
間に我々の施設で実践された輸血医療に関する論文を紹介し、その成果と意義を考え
たい。

2.輸血療法適正使用委員会主導によるアルブミン製剤使用量削減に向けた取り組み
とその成果（日本輸血細胞治療学会誌62（5）:606-609,2016:短報）
　「科学的根拠に基づいたアルブミン製剤の使用ガイドライン」が日本輸血・細胞治
療学会によって2015年6月1日に作成された。これまでにアルブミン製剤の適正使用の
取り組みについては多くの報告がなされているが、当院でも2008年4月から輸血療法
適正使用委員会主導でアルブミン製剤の使用適正化を目指し、使用状況のチェック体
制の確立と高張アルブミンを20%製剤に移行する取り組みを実施してきたので、これ
までの成果と今後の課題について報告した（図1）。これらの実践には、医療現場スタ
ッフのサポートが不可欠であり、病院運営委員会を筆頭として全職員が一丸となって、
アルブミン製剤の適正使用を進めるように努力することが重要であった。

3.輸血後HIVスクリーニング検査にてp24抗原が一過性に偽陽性反応を呈した症
例の検討（日本輸血細胞治療学会誌63（1）:36-39,2017:症例報告）
　輸血前後の感染症検査は輸血によるウイルス感染を早期に発見する上で重要である
ことに異論はないであろう。輸血後にHIV-1	p24抗原が偽陽性反応を呈した稀な症例
を経験し、臨床現場では一時的に混乱をきたした。本症例は輸血施行から3ヵ月経過
後にp24抗原が検出されたが、HIV-1RNAが検出限界未満で、HIV-1	provirus	DNAが
陰性であったことから非特異的反応によるp24抗原陽性化が疑われた。HIVスクリー
ニング検査IC法の反応系の標識物質であるALPに対して、非特異反応物質の反応を
遮断する目的で不活化ALPによる吸収試験と、ALP標識抗HIV-1	p24抗体の抗体部の
反応を遮断する目的で抗IgM抗体による吸収試験を実施したところp24抗原は陰転化
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した（図2）。これらから非特異的反応物質によるp24抗原陽性反応であったと判断し
た。原因究明には、患者主治医を中心とした医療チームとの密な連携が不可欠であっ
た。

図１　当院におけるアルブミン製剤/赤血球液比の適正化とアルブミン使用量の削減

図２　HIVスクリーニング検査IC法の反応原理からみた抗HIV-1 p24抗体にトラッ
プされた非特異的反応物質とALP標識抗体の結合がおこる模式図
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4.輸血システムを応用した移植細胞管理システムの構築（日本輸血細胞治療学会誌
63（1）:46-49,2017:活動報告）
　2015年度から、造血細胞移植、再生医療や免疫細胞治療等において、細胞・組織を
用いた医療を行うために必要な細胞調整ならびに検査が行える技能者を養成し、認定
する細胞治療認定管理師の認定制度が発足している。安全で品質管理した細胞治療を
推進することを目的としたものであり、実地臨床では安全で効率的な造血幹細胞保管・
管理において、細胞調達（細胞採取）から移植、あるいは移植後の患者の管理までの
一連の流れを把握できるシステム作りが必要であった。そこで当院で稼働中の輸血シ
ステムであるオーソ・ダイアグノスティックス社のBTDと、成長型電子カルテシス
テムである富士通HOPE/EGMAIN-GXにおける自己血対応部分を造血幹細胞移植細
胞管理システムとして応用することで成果をあげることができた（図3）。電子カルテ
端末を開けばいつでも細胞情報の確認が行え、関係スタッフ間で情報共有ができるよ
うになったが、実現には事務職員（医事、庶務、診療録管理、情報システム）の多大
な貢献があった。

図３　ドナーが非血縁者（院外採取バンクドナー）でかつ臍帯血の場合〔院外から搬
入する場合〕における電子カルテの記録画面

5.血液製剤中のHBe抗体保有率と輸血後のドナー由来のHBe抗体の血中動態につ
いて（日本輸血細胞治療学会誌64（1）:35-42,2018:原著）
　当院において輸血により肝炎既往歴のない患者にドナー由来のHBe抗体がもたらさ
れた事例を経験したのを契機に、血液製剤中のHBe抗体の保有率や投与された後の
HBe抗体の血中動態について検討した。新鮮凍結血漿（FFP）240と濃厚血小板（PC）
10を合わせた血漿製剤1,064バックからの残余血漿をもとにHBe抗体を求めたところ
24バックの血漿中からHBe抗体が検出され、HBe抗体保有率は約2.3%であった。輸血
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前にHBe抗体が陰性であった18例について、ドナー由来のHBe抗体陽性血漿製剤が輸
血された後の血中HBe抗体の動態について検討したところ、血漿製剤中のHBe抗体価
が高い（×10希釈測定でHBe抗体価が50%	Inhibition%以上を示す）製剤ほど、輸血
後一過性にHBe抗体が陽転化することが判明した（図4）。このような場合、特に患者
が肝炎既往歴のないケースでは混迷を来たすことになる。高力価のHBe抗体陽性の血
漿製剤が輸血された患者において、血液中のHBV	DNAは全例陰性であり、HBc抗体
も低力価のため輸血後HBV感染は否定されるが、数か月間HBe抗体が陽性となる場
合があるため、検査結果の解釈に留意する必要があることが判明した。臨床側の疑問
に可能な限り答える努力をすることが輸血医療チームの責務であると思われた。

図４　製剤中のHBe抗体価（×10）と輸血後HBe抗体出現の有無の関連性

6.アルブミン製剤の色調変化（日本輸血細胞治療学会誌64（3）:印刷中, 
2018:Picture in Transfusion Medicine & Cell Therapy）
　輸血部門による血液製剤、アルブミン製剤の一元管理により、現在アルブミン製剤
は未開封の状態で輸血部から出庫しているが、輸血用血液製剤のように事前に色調確
認を行うことはない。最近、出庫された臨床現場から、「アルブミン製剤が淡緑色だ
が品質に問題はないか」という問い合わせが輸血部にあった。
　世界保健機関（WHO）の「血液成分及び血漿分画製剤の採取・調整・品質管理に
関する基準」（WHO	Technical	Report	Series,	No.840,	1994年）では、「アルブミン溶
液の正常な色調は無色から黄色、または、緑色から褐色」とされ、色調の差異は同一
ロットでも生じる場合があるが、製剤の有効性や安全性に影響はないとされている。
この事例により、色調変化についての診療側への情報提が重要であることに改めて気
づかされた。
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7.おわりに
　輸血ならびに細胞療法に関する新しい知見と教育的内容を提供する雑誌への論文投
稿は、輸血医療チームの連携強化や、仕事のモチベーションを上げることに大きく寄
与した。患者中心の輸血医療が大原則であることはいうまでもないが、このことは輸
血医療に携わる全職員の離職率の低下にもつながると考えられる。この中で医師はあ
くまでもまとめ役として、各職種間を調整し、論文作成を直接的に援助することが重
要であり、今後も促進していけるように努力したい。
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〔講演2〕

【はじめに】
　輸血医療は医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師など多職種で成り立っている。そ
の中で臨床検査技師は輸血用血液製剤が依頼されてから、患者に投与されるまでの過
程に携わる機会が多い。また、製剤管理が輸血部門・検査部門で多く行われるように
なり、病院と血液センターの連携の上でも重要な役割を担っている。それゆえ、輸血
医療の全体像を捉えやすく、輸血に関する多くの情報が集まるため、有効活用したい
と考えた。今回、輸血専従技師として、院内で実際に取り組んできた活動を交えて紹
介する。
1.システム・運用の再構築
①　血液型2回検査の徹底
　「輸血療法の実施に関する指針」
（改定版）に「同一患者からの異
なる時点での2検体で、二重チェ
ックを行う必要がある」と記載さ
れている。日本輸血・細胞治療学
会の「赤血球型検査（赤血球系検
査）ガイドライン（改訂2版）」に
おいても、「3.4.1.同一患者から採
取された異なる時点での2検体で、
二重チェックを行う必要がある」
と記載されている。患者血液型と
異なる結果を報告し、輸血が実施
されると重篤な副作用が発生する
恐れがある。また、血液型検査歴
のある患者が他施設で造血幹細胞
移植を実施後、当院で輸血が必要
となった際、血液型がドナー型に
変わった事例を経験して血液型の
期限を設定した（図1）。
②　異型の血液製剤依頼を制限
　電子カルテ及び輸血部門システ
ムの更新に合わせて、血液製剤依

チーム医療（輸血専従技師の立場から）
～安全性の向上を目指して～

熊本赤十字病院　検査部
吉 田 雅 弥

図１　血液型確定のルール
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頼の際、異型オーダーに厳しい制限をかけた。医師はRBCを依頼する際、患者血液
型と同型もしくはO型のみ可能とした。FFP及びPCについては患者血液型と同型も
しくはAB型のみ可能とした。輸血部門システムでは「危機的出血への対応ガイドラ
イン」に準じる設定とし、メジャーミスマッチとなるパターンは割り当て不可、マイ
ナーミスマッチとなるパターンは警告を承認した上で割り当て可能にした。HLA適
合血小板についてはABO血液型より、HLA適合を優先させるためにメジャーミスマ
ッチとなるパターンも警告を承認した上で割り当て可能とした。電子カルテと輸血部
門システム各々でマスタを設定することで、医師の製剤依頼ミスを防止し、緊急輸血
にも対応できるシステムを構築することができた。（図2）

③　コンピュータークロスマッチの導入
　電子カルテ及び輸血部門システムの更新により、コンピュータークロスマッチの導
入も可能となった。適応条件は「赤血球型検査（赤血球系検査）ガイドライン（改訂
2版）」に準じる設定にした。緊急輸血・大量輸血症例が多い当院において、コンピュ
ータークロスマッチの導入は業務の省力化、安全な赤血球製剤の迅速出庫に貢献して
いる。また、休日・時間外は輸血専従技師以外も輸血業務にあたるため、精神的負担
の軽減に繋がっている。
2.教育
①　検査技師の教育
　前述したように当院は休日・時間外は輸血専従技師以外も輸血業務にあたる。負担
軽減のために全自動輸血検査装置の導入・輸血専従技師による24時間電話対応やシス
テムによる厳重な管理体制を取っているが、再検査などで不慣れな試験管法の実施や
緊急輸血に対する不安を抱いている。特に試験管法は検査者の手技や主観により判定
に差が出ることがある。その差をなくすため、定期的に勉強会などを開催していたが、
成果が乏しいために教育の見直しを図った。多くの症例を経験することが技術習得へ
の近道と考え、新人技師・ベテラン技師問わず、当日の時間外勤務者が輸血専従技師
と一緒に朝の忙しい時間に業務を行うようにした。多くの検体を処理する上で再検査

図２　システムによる制限
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が必要な症例に遭遇する機会が増え、輸血専従技師の指導および目合わせなどが可能
となった。緊急輸血が予想される患者が搬送されてくる前には輸血検査室へ待機して
もらい、一緒に対応した。教育の見直しは輸血専従技師による電話対応の減少に繋が
った（図3）。

②　病院職員の教育
　輸血医療は多職種で成り立っており、医療安全研修会などで病院職員に対し、輸血
に関する知識を深めてもらっている。特に医師・看護師は患者と接する機会が多く、
輸血前の血液型検査を異なる時点で採血された2検体で二重チェックする必要性や、
血液製剤投与開始後の観察の必要性などについて、輸血事故が起こりうる例と合わせ
て紹介した。その結果、カルテに採血実施や、副作用の情報を記録する看護師が増加
した。
　また、当院は卒後臨床研修評価認定病院であり、研修医に対し、輸血に関する多く
の知識を習得してもらいたいと考えている。入職後すぐに業務で必要となる血液製剤
や検査依頼方法について説明を行う。その数か月後には院内ルールだけでなく、「血
液製剤の使用指針」（厚生労働省）、日本輸血・細胞治療学会の「科学的根拠に基づく
輸血ガイドライン」などを参考にした勉強会を開催している。
3.情報共有
①　緊急輸血症例の情報共有
　当院は熊本市東部に位置する第三次救急病院である。また、熊本県ドクターヘリ基
地病院であり、多くの重症患者を受け入れている。中でも交通事故や転落などによる
多発外傷は緊急輸血となるリスクが高く、そのような患者が搬送される場合、輸血検

図３　検査技師の教育
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査室は緊張感が高まる。しかし、当院は緊急輸血・大量輸血の可能性が高い患者は搬
送前にIDが付与され、その情報が輸血部門に入る運用となっている。この運用は事
務部の協力体制があってこそ成り立つものであり、大変感謝している。搬送前にID
が付与された後、医師による検査依頼・血液製剤依頼が行われ、その依頼を基に輸血
部門は準備を進める。この運用が開始されて輸血部門に時間的余裕が生まれただけで
なく、搬送後の治療開始時間が短縮された（図4）。時間的余裕がない時に人は確認を
怠り、ルールを逸脱することが多くなることから、この運用が安全性の向上に寄与し
ていると考える。

②　血液センターと情報共有
　輸血医療は献血者および血液センターの協力があって成り立つ医療である。輸血部
門は臨床と血液センターを繋ぐ役割を担っており、当院は緊急輸血や大量輸血が予想
される患者が搬送される際、事前に血液センターへ連絡するよう心掛けている。供給
の調整などを検討する有益な情報となってほしいという思いから始めた。また血液セ
ンターの「輸血情報」を院内に周知することも我々の業務であり、特に重要な内容に
ついては、周知を必須としている。
4.まとめ
　システム管理により、輸血医療の安全性は著しく向上した。しかしながら、システ
ム管理できない業務はどうしても発生してしまう。そのような場面で輸血事故が起き
ないようにするためには多くのスタッフが正しい知識を身につけ、運用・マニュアル
を遵守すること、情報共有による円滑な業務の遂行が重要である。輸血専従技師の使
命はシステム・体制整備はもちろん、継続的な教育および他職種との情報共有（連携）
なのかもしれない。

図４　搬送前のID付与



輸血チーム医療で看護師が担う役割

神鋼記念病院　血液病センター　学会認定・臨床輸血看護師
松 本 真 弓

【はじめに】
　本邦においては、「チーム医療」の基本的な考え方は、2010年に厚生労働省が報告
した「チーム医療の推進について」に基づいている。そこでは、安心で安全な医療を
求める声が高まる一方で、医療の高度化や複雑化に伴う業務増大により、医療現場の
疲弊が問題視されている。そして、各医療スタッフがその高い専門性を用いて業務を
分担し、連携・補完し合う「多職種協働」が求められている。
　近年輸血医療においても、多職種によるチーム医療が推進され、2017年に日本輸血・
細胞治療学会にて「輸血チーム医療に関する指針」が発表され、チーム医療への関心
が高まっている。このような中で、看護師が輸血のチーム医療にどのように関わるこ
とが出来るかを、学会認定・臨床輸血看護師の立場から考えていきたい。

「チーム医療の推進について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0319-9a.pdf

「輸血チーム医療に関する指針」
http://yuketsu.jstmct.or.jp/wp-content/uploads/2017/12/787520f58e91975cfa77f1a3c
641b96c.pdf

【学会認定・臨床輸血看護師とは】
　2006年に輸血管理料が診療報酬として算定可能となり、輸血管理体制の整備が進め
られてきた。一方、実際に輸血を実施するベッドサイドでの安全性確保に関しては看
護師の役割が大きく、輸血医療に精通した看護師の育成が喫緊の課題であった。そこ
で、日本輸血・細胞治療学会が中心となって、日本血液学会、日本外科学会、日本産
婦人科学会、日本麻酔科学会（順不同）の協力、及び日本看護協会の推薦を得て、
2010年に学会認定・臨床輸血看護師制度が導入された。2017年度末までに累計1359名
の学会認定・臨床輸血看護師（以下、輸血看護師）が認定されている。
　本制度は、輸血に関する正しい知識と的確な輸血看護により、輸血の安全性の向上
に寄与することのできる看護師の育成を目的としている。そして、輸血療法に精通し
た看護師を中心に、輸血に携わる医師や臨床検査技師と連携して、病院内の輸血関連
インシデントや輸血教育に携わることにより、ベッドサイドの輸血医療の安全性は飛
躍的に向上することが期待されている。また、看護師は、チーム医療で必要な連携の
推進役であり、チーム医療のキーパーソンであるとも言われている。ベッドサイドと

〔講演3〕
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輸血管理部門の連携をスムーズにするのは、看護師の大きな役割であり、輸血チーム
医療の連携には看護師は欠かす事が出来ない存在である。

【輸血医療チームの構成】
　「輸血チーム医療に関する指針」では、輸血医療チームは、医師、臨床検査技師、
看護師、薬剤師、事務職員などが輸血療法に関与し、さらにそれらの各職種が輸血療
法の専門知識を備えていることが重要である。その中で、看護師については、「輸血
療法の専門性を持つ専ら輸血療法に関わる常勤看護師は、学会認定・臨床輸血看護師
の資格を有していること」と記されている。

臨床検査技師、

＜輸血医療チームの役割＞
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【輸血チーム医療に関する指針 / 看護師の役割】
・　	輸血療法の専門性を持つ専ら輸血療法に関わる常勤看護師は、学会認定・臨床輸

血看護師の資格を有していること
・　	輸血療法委員会や医療安全対策委員会などに参加し、ベッドサイドにおける輸血

医療の安全性を確保するための体制作りを行うこと
・　看護師対象の輸血研修を計画的に実施すること
・　各部門における輸血教育への支援を行うこと

　我が国で使用される血液製剤の9割は輸血管理料取得施設で使用されているが、平
成28年度血液製剤使用実態調査によると、輸血管理料Ⅰ取得施設に輸血看護師の配置
状況は30%程度である。しかし、チーム医療に関する診療報酬改定に向けての積極的
な取り組みがあり、将来、輸血看護師の能力が存分に発揮できる環境が広がりつつあ
る。

「平成28年度血液製剤使用実態調査」
http://yuketsu.jstmct.or.jp/wpcontent/uploads/2017/10/d7a87da0e7851cb9a7628f51
48c0f01d.pdf

【輸血看護師の役割】
　輸血看護師の役割や活動内容について明文化されたものはないが、日本看護協会の
認定看護師制度の考え方を参考にすると、輸血看護師には以下の3つの役割があると
考える。①熟練した看護技術を用いて水準の高い輸血看護を実践する（実践）。②看
護実践を通して看護職に対し指導を行う（指導）。③輸血医療の専門家集団である「輸
血医療チーム」の中で、他職種と協力、連携し、高い専門性を用いて能力を発揮する
ことにより、安全で適正な輸血医療を提供する（協働）。これらの役割を果たすため、
輸血看護師は輸血関連インシデントへの介入や院内巡視、看護師対象の研修を計画的
に実施している等様々な活動に従事し、その成果が、日本輸血・細胞治療学会の総会
や秋季シンポジウムなどで報告されている。

＜輸血看護師の役割＞
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【輸血看護師が行っている業務】
1 .全看護師への輸血業務の教育
2.輸血時のインフォームドコンセントの補助
3.輸血療法委員会への出席
4.輸血業務に関する院内巡視（監査）
5.輸血看護記録の調査
6.輸血の同意書取得の確認
7.輸血業務に関する職種間の調整役
8.地域の合同輸血療法委員会への出席
9.他施設の輸血研修会の講師
10.在宅輸血への活動支援
11.学会活動（発表や論文）　　など

【輸血看護師が配属後に改善されたこと】
1 .輸血副作用の報告率の向上
2.重篤な輸血副作用の報告数の増加
3.輸血実施時の安全管理体制の向上
4.輸血部門と臨床部門との連携の向上
5.病棟での血液製剤の保管管理の向上
6.輸血に関するインシデント報告の増加
7.輸血に関するインシデントの内容の変化
8.血液型とクロス用検体の同時採血の減少
9.廃棄血の減少　　など

　これまで輸血看護師が学会や地方会などで報告した業務内容ではあるが、これらは
所属施設からの報告であり、今後は多施設からの成果として、輸血療法の安全性、血
液製剤使用の適切性や経済性など、より具体的な数値や事例を挙げて示されることが
期待される。

【まとめ】
　「輸血チーム医療に関する指針」においては、輸血医療チームで活動する看護師は、
輸血療法の専門知識を備えている学会認定・臨床輸血看護師の資格を有していること
が求められている。
　輸血看護師は、輸血療法の看護実践モデルとなり、看護師の輸血教育を通して各医
療機関の実情に合わせた安全な輸血医療の実現を支援する役割がある。
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【参考】
　輸血看護師になるには、　輸血療法を行っている施設に勤務し、3年以上の臨床経験
がある看護師を対象にした資格で、所属長ならびに輸血責任医師の推薦が必要である。
以下は、2018年度受験申請の手引きから抜粋している。

<日程>
2018年6月	 日本輸血細胞治療学会誌64（3）に関連書類掲載
2018年6月1日~7月31日	 受験申請受付
　　　8月	 受験資格審査結果の受験申請者への通知
　　　9月	 受験資格者へ講習会、筆記試験日時などの連絡
　　 11月3日、4日	 講習会、筆記試験
	 試験会場：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
2019年1月~3月上旬	 指定施設での研修（1日間）
2019年4月	 制度協議会から認定

「日本輸血・細胞治療学会　学会認定・臨床輸血看護師制度」
http://yuketsu.jstmct.or.jp/authorization/clinical_transfusion_nurse/
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〔特別講演〕

1.はじめに
　安全かつ適正な輸血を実践するには、①血液製剤の安全性の確保と輸血関連有害事
象対策、②適正使用の周知徹底、③院内輸血管理及び実施体制の構築、そして④多職
種による輸血チーム医療の確立が重要である。今回の講演では、この①から③の項目
の現状を明らかにした上で、最後のテーマである「輸血チーム医療」について、学会
としての考えと活動内容について報告する。

2.血液製剤の安全対策

図１　日本赤十字社の安全対策

　血液製剤自体の安全対策は国、日赤などの努力によって飛躍に向上した（図1）。献
血制度の開始から、肝炎ウイルスやHIVに対する核酸増幅検査、輸血後移植片対宿主
病予防のための放射線照射、非溶血性副作用防止のための保存前白血球除去や洗浄血
小板の製造・供給、細菌汚染予防のための初流血除去などを順次導入してきた。また
輸血関連急性肺障害予防のために新鮮凍結血漿（FFP240）を男性由来製剤のみにした。

「チーム医療による
安全で適正な輸血を目指して」

虎の門病院輸血部
牧 野 茂 義
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これらの各種安全対策と献血者の問診強化にて世界的にもトップクラスの安全な血液
製剤が供給されている。

3.適正使用の推進
　日本輸血・細胞治療学会（以下学会と略す）が中心となって科学的根拠に基づいた
各血液製剤の使用ガイドラインを作成し、その内容を踏まえて、2017年3月に「血液
製剤の使用指針」が大改訂された。文献的考察によるエビデンスレベルと推奨グレー
ドを付けて輸血の適応についてまとめたものである。血液製剤の適正使用を考える上
で最も重要な情報であり、各医療機関でその内容を周知徹底させていく必要がある。
輸血の適応を決定して依頼してくる先生方に是非とも熟読して頂きたい。

4.院内輸血管理及び実施体制の構築
　安全な血液製剤が日赤から供給されても､ 院内の輸血管理体制が整備されていない
と不適切な保管管理や不必要な使用が行われてしまう。「輸血療法の実施に関する指
針」では、輸血部門を設置し、輸血業務の一元管理を行い、責任医師と担当検査技師
を任命し、輸血療法委員会を設置することが推奨されている（表1）。

表１　輸血管理体制の整備についてのガイドライン・指針・法律

診療報酬では、適正な輸血療法を行う体制が整備された医療施設に与える「輸血管理
料」が設定されている。今では国内の血液製剤の約9割は輸血管理料取得施設で使用
され、本制度の導入により血液製剤の安全な管理体制が広く普及してきた（図2）。し
かし、輸血管理料の施設基準に医師と臨床検査技師の配置は入っているが、看護師と
薬剤師への言及はない。また、輸血部門に属する医師、臨床検査技師、看護師、及び
院内の薬剤師の輸血療法の専門性への言及もない。
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図２　輸血管理体制の整備状況（施設規模別）

5.多職種による輸血チーム医療
　実際、輸血療法には多くの職種が関わるため、チームを作って実践することが輸血
療法の安全性と適正化を推進するための必須条件であり、輸血チーム医療を推進する
ためには、各医療スタッフの専門性の向上と情報共有が必要である。しかし、輸血医
療チームを構成する際には、医師と臨床検査技師のみならず、看護師と薬剤師が輸血
療法に関与すること、さらにそれらの各職種が輸血療法の専門知識を持っていること
が重要である。そこで学会は、輸血医療に携わる各職種で構成された「輸血チーム医
療に関する指針策定タスクフォース」を立ち上げ、「輸血チーム医療に関する指針」
を完成させ、学会ホームページに掲載した。

6.輸血医療チームの構成メンバーと役割（表2、図3）

　本来、輸血療法委員会は、輸血医療に係わる院内規則や血液製剤使用量等を議論す
る輸血医療の管理的活動を行っている。一方、輸血医療チームは、輸血医療の現場で
安全かつ適正な輸血医療を指導・教育・実践することが目的である。安全かつ適正な
輸血医療の実践のためには、形ばかりでなく、輸血医療に専門性を持つ医師、臨床検
査技師、看護師が配置され、院内の輸血教育・研修、輸血マニュアルの整備や輸血関
連有害事象の対応などを具体的に行うことが重要と考える。
　認定医である輸血責任医師は院内の輸血業務の全般について実務上の監督および責
任を持ち、輸血療法委員会に参加し検討事項を監督する。医療安全対策委員会に参加
し、輸血医療チームで輸血巡視（監査）を行う。学会認定・臨床輸血看護師は、輸血
療法の専門的知識（例えば不適合輸血の回避、輸血の接続から輸血中の観察、輸血後
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有害反応の発見、不適切な輸血オーダーに対する医師への助言など）を持つ看護師と
して、院内の看護師ばかりでなく、地域における他院の看護師の輸血教育・指導など
にも携わり、輸血療法委員会に参加し、輸血医療チームの輸血巡視に加わる。認定輸
血検査技師は、輸血検査の専門家として、医師への適切な血液製剤選択のアドバイス、
適正使用への助言、院内や地域における他院の検査技師への輸血教育･指導に携わり、

図３　輸血療法委員会および輸血医療チームの役割

表２　輸血医療チームのメンバーと役割
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輸血療法委員会に参加し、輸血医療チームの輸血巡視に加わる。血液製剤（アルブミ
ン製剤を含む血漿分画製剤全般）に精通した常勤薬剤師は、医師、看護師、検査技師
に対しアルブミン製剤を含む血漿分画製剤全般の情報を提供・説明し、輸血療法委員
会に参加し、輸血医療チームの輸血巡視に加わる。

7.輸血チーム医療に関する診療報酬（図4）
　このように「輸血チーム医療に関する指針」の要件を満たし、その専門性が担保さ
れている医師、臨床検査技師、看護師、薬剤師が常勤することによって、血液製剤の
適正使用およびチーム医療として、安全な輸血医療が実施される場合に新しく「輸血
チーム医療に関する診療報酬」として算定できるように学会として進めている。安全
で適正な輸血医療の実施を目指してきた学会としては、この最後のピースである「輸
血チーム医療」について実践し確証を得たい。

2.01.8
180点 120点 60点

図４　輸血チーム医療に関する診療報酬上の提案
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