
 

 

令和４年度岐阜県合同輸血療法委員会 

議事要旨（案） 

 

１ 日時 令和５年２月１７日（金） １３：３０～１５：１０ 

２ 場所 岐阜県赤十字血液センター（岐阜市茜部２－１０） ※現地と webのハイブリッド開催 

３ 出席者 

所 属 氏名 役職 備考 

一般社団法人  

岐阜県医師会 
西野 好則 常務理事 ◯ 

一般社団法人  

岐阜県薬剤師会 
鈴木 昭夫 副会長  

一般社団法人  

岐阜県臨床検査技師会 
森本 剛史 輸血検査部門長  

国立大学法人岐阜大学 

医学部附属病院 
清水 雅仁 輸血部部長  

国立大学法人岐阜大学 

医学部附属病院 
中村 信彦 輸血部副部長  

大垣市民病院 小杉 浩史 血液内科部長 ◎● 

岐阜市民病院 北川 順一 輸血部長  

独立行政法人 

岐阜県立多治見病院 
鈴木 弘太朗 血液内科主任医長  

地方独立行政法人 

岐阜県総合医療センター 
横井 達夫 副院長  

社会医療法人厚生会 

中部国際医療センター 
小関 真梨子 臨床検査技術部  

岐阜県赤十字血液センター 髙橋 健 所長  

備考欄：◎委員長、○副委員長、●専門部会長 

 

【事務局 他】 

所 属 役 職 氏 名 

岐阜県健康福祉部薬務水道課 

課長 居波 慶春 

係長 青木 明日香 

技術主査 林 小夏 

岐阜県赤十字血液センター 

事業部長 岩崎 秀一 

学術情報・供給課長 桐山 基次 

供給係長 志知 俊 



 

 

４ 議題・報告等 

(1) 令和４年度事業報告 

専門部会活動報告について 

(2) 令和５年度事業計画（案）について 

  (3) 献血推進事業の状況について 

(4) 血液製剤の供給状況について 

(5) その他  

 

５ 議事要旨 

冒頭、薬務水道課居波課長及び岐阜県合同輸血療法委員会小杉委員長があいさつを行った。 

岐阜県合同輸血療法委員会設置要綱第４条第３項及び第４項の規定に基づき、議長は西野副委

員長が代理となり議事を進行した。 

 

(1) 議題１ 令和４年度事業報告 

・専門部会活動報告について 

小杉専門部会長から、資料に基づき説明を行った。 

＜説明概要＞ 

ＷＧ１では、岐阜県調査と学会全国調査の突合解析を行った。外来輸血は約 90％の施設で実施

されていた。そのうち、約 60％の施設が輸血後に院内で経過観察する時間を設けていたが、経過

観察時間を 60分以上とした施設は 40％であった。帰宅後の輸血関連有害事象についての説明は、

文書・口頭で実施された施設が 46％と前年の 32％よりも増加しており改善傾向が見られた。 

岐阜県では、病床規模別廃棄率で、引き続き、中小規模病院における改善が必要な状況にある。 

また、ＷＧ１の活動に即した形で、厚労省採択事業のテーマである 300床未満の小規模医療機

関で廃棄率が低い施設の取り組みに関して、これまでの調査で蓄積してきた結果などから数量統

計解析を行った。 

ＷＧ２では、メーリングリストでの情報共有体制を維持した。各施設輸血療法委員会へのオブ

ザーバー参加活動として現地訪問を 3施設で再開できたことは大きな成果であった。また、専門

部会に各施設輸血療法委員会の招聘参加をオンライン会議で実現できた。職種別ネットワークで

は、薬剤師研修会のオンライン・現地のハイブリッド方式の研修会を実現し、過去最大の参加者

数とすべての二次医療圏からの参加者を得て、大きな画期となった。臨床輸血看護師ネットワー

クでは、2回目となる輸血看護業務調査アンケートを臨床輸血看護師在籍施設の対象施設を拡大し

て実現した。解析は来年度に予定している。 

ＷＧ３では、11/8にオンライン会議形式での研修会開催を行った。また、e-learning教材の開

発に着手した。今後、旧来の集合型の現地視察研修に加え、オンライン研修およびオンラインで

の e-learning研修を可能にし、研修手段を多様化させられるようになりつつある。 

ＷＧ４では、これまでも「在宅輸血」に関するアンケートを実施してきたが、今年度は、100

床以下の輸血実施医療機関のみならず、はじめて、訪問看護ステーションに対するアンケート調

査が合わせて実現した。在宅輸血実績のある医療機関は県内全体で 10施設程度であり、このうち、



 

 

積極的に対応する施設は 3施設のみであった。一方、訪問看護ステーションの在宅輸血実施体制

と対応に関する多くの課題が抽出された。 

ＷＧ５では専門部会 NEWSを発行した。ＮＥＷＳ作成時に予定した企画の多くが昨年度から協議

し、web会議システム利用を前提にして計画されたため、計画内容をほぼ実現できた。引き続き、

各施設輸血療法委員会で、岐阜県合同輸血療法委員会活動からの提供情報を共有し、自施設での

改善に必要な情報として活用いただきたい。Vol２は本委員会終了後に発行される。 

ＷＧ６の認定技師数のモニタリングでは、病床数当たりの認定検査技師数で過去には最高で 9

位であったものが、全国平均の 23位にまで低下してきている。新規受験が COVID19パンデミック

のため停止している間に定年退職者等による自然減が加わったためと思われる。しかしながら、

今年度受験で新規合格者を確保しており、来年度以降の新規合格者の伸びに期待したい。また、

中規模施設での認定技師確保が大きな課題である。検査技師会による研修会は web方式で実施さ

れ、相談支援についても、web方式での対応が可能となった。 

ＷＧ７では、血液センター主催の学術講演会は昨年度に続き中止とならざるを得なかったが、

企業主催の輸血医療に関する学術講演会を何とか確保し、情報配信できた。専門部会会員による

学会報告などの活動も、例年並みに維持した。 

ＷＧ８では、新規の標準ツール作成は必要なかった。今後も必要と思われる標準ツールが見出

されれば、作成提供を続ける。 

（専門部会活動の今後への提言） 

① 一部の廃棄率目標未達成が持続している中小規模病院への支援は拡充する必要がある。 

② 専門性資格保有者の活用と拡充が重要である。 

③ 開発・教育・研修・監査体制の構築により自律的に適正化推進が可能となるまで相談支援

を強化する。 

④ 引き続き、モデル的施設としての I&A認証施設を確保する。 

⑤ 各種研修会、E-learning研修のツールの拡充を図る。 

令和 4年度厚労省適正化方策事業の取り組みとして、WG1 を中心として、これまでの岐阜県調査

アンケート、国・学会調査、県医師会調査にて蓄積されたデータを活用して解析を行った。 

小規模施設では、病床規模が大きく、使用量が大きいほど、廃棄率低減は困難な結果となった。

岐阜県独自の「適正化推進スコア」を用いた解析では、規模別廃棄率目標の改善達成できた中小

規模病院には学会認定医などの専門性資格保有者の存在が有意な項目として抽出された。 

また、在宅輸血に関しては、国の指針が求める体制整備には多くの困難を抱えている実態が初

めて明らかとなった。 

来年度も様々な数量統計を活用して、踏み込んだ解析をしていきたい。 

 

（西野副委員長） 

岐阜大学医学部附属病院の中村先生、web研修会や e-learningの作成ツールに関して、その手

応えや進捗状況はどうか。 

 

（中村委員） 



 

 

  web形式での開催での良い点は遠方からの参加が容易であること、スケジュールが組みやすいこ

とから、参加者が比較的募れる点にあると思う。一方で、輸血部として主に活動されているの

が臨床検査技師であり、活動に多くご参加いただけているが、そこに医師や薬剤師や看護師と

いった多職種を引っ張り込めると良いと思う。 

臨床検査技師の方たちと話していると、医師とのコミュニケーションに悩まれている施設も

ある。輸血を実施していくのに医師の理解が必要なので、施設の先生方にもアプローチしてい

くような仕組みが作れると、より輸血運用が上手くいくと思う。来年度は、現地の視察を１～

２回行い、自身の施設に知識を持ち帰るという形を作っていきたい。 

   e-learningに関しては、フォーマットがあれば、それを共有することで各施設での輸血教育

に役立てていただけると思う。来年度も作っていきたい。 

 

（西野副委員長） 

中村先生のおっしゃるとおり、現地に行ってみないと分からないことがおそらくあるので、今

後もよろしくお願いしたい。 

先ほど小杉先生から認定技師の育成についてのお話があったが、松波総合病院の森本先生、今

後の状況等について、いかがか。 

 

（森本委員） 

今年度、１名が認定技師に合格したが、減少数の方が大きく全国順位を下げる結果となってし

まった。今後は、小杉先生が言われたとおり、中小規模病院のうち 1人も認定技師がいない施設

に受験をしていただくよう後押しをしていきたい。 

 

（西野副委員長） 

そのような施設に対して、e-learningや web研修が役立つかもしれない。 

薬剤師研修会も非常に盛大に終わったということであるが、岐阜県薬剤師会の鈴木先生、当時

の様子や感想について、いかがか。 

 

（鈴木委員） 

飛騨・東濃の医療圏も含め、岐阜県全体から参加があったのは非常に大きいと感じている。そ

の要因として、web開催であったことが挙げられる。岐阜県病院薬剤師会の研修は、飛騨や東濃地

域からは、距離が遠く参加しにくいところがある。今回、webでの開催にしたことで、これらの地

域からも参加いただけた。今はほとんどの病院・病棟に薬剤師がおり血液製剤に接する機会が多

い。しかし、病院薬剤師の研修会で、このような血液製剤に関する研修会がほとんどなく、貴重

な機会だと思う。来年度以降も病院薬剤師に参加してほしいので、しっかり案内していきたい。 

 

（西野副委員長） 

他にご意見はないか。 

意見もないようなので、こちらの専門部会報告を委員会報告書としてまとめ、今年度、国の血



 

 

液製剤使用適正化方策調査研究事業に提出させていただくこととして、よろしいか。 

 

（委員が賛同する。） 

 

（西野副委員長） 

では、事務局でまとめをお願いしたい。 

 

(2) 議題２ 令和５年度事業方針計画（案）について 

     薬務水道課青木係長から資料に基づき説明を行った。 

＜概要説明＞ 

岐阜県合同輸血療法委員会は、県内の医療機関における適正かつ安全な輸血療法の向上を目

指す。来年度も令和４年度同様、岐阜県合同輸血療法委員会の活動方針を基本に事業を推進し

ていく。 

事業計画については、以下のとおり 

 ・合同輸血療法委員会の開催 

 ・専門部会の開催（５回程度）、輸血医療機関協議会の開催 

 ・厚生労働省の血液製剤使用適正化方策調査研究事業申請 

・輸血療法連絡会（東海地区）への参加 

    部会活動内容については資料に示したとおり。 

 

（西野副委員長） 

何かご意見はあるか。 

小規模機関に対する在宅輸血のアンケートでは、体制に課題があることが分かった。 

岐阜市民病院から在宅輸血を紹介された医療機関で、在宅の医師や訪問看護のスタッフが気

を付けることについて、指導を受けたいという意見もある。北川先生に講演していたければと

思うが、いかがか。 

 

（北川委員） 

我々は血液内科が本業だが、在宅輸血が広がってほしいと常々思っている。日常的に在宅輸血

を実施してもらえるとこちらの業務も助かるし、患者の負担も減るだろう。在宅輸血をやりたい

という先生の話も聞いている。在宅医療を行っている先生が血液内科出身というケースもあり、

課題解決しながら、積極的に進めていければと思っている。研修を行うのであれば、病院や県全

体と紐づけるなど方法はいくつかあると思う。今後議論できればと思う。 

 

（西野副委員長） 

北川先生を中心にやっていただくと、他の地区で在宅輸血を実施したい医療機関が出てきた場

合、岐阜市民病院を中心としたモデルを他に展開していく形が取れる。そのような形になったら、

よろしくお願いしたい。 



 

 

 

（北川委員） 

血液センターとの連携も必要で、輸血の供給方法に関して様々な改善があると思う。地理的に

も血液センターと近い位置にあるので、今後も力になれたらと思う。 

 

（西野副委員長） 

ご意見はあるか。小杉先生、お願いします。 

 

（小杉委員長） 

 愛知県では、血液内科出身で開業している先生が積極的に在宅輸血をしており、全国的に講演

も行っている。機会があれば、その先生を講師にお呼びして在宅輸血の先進県として岐阜県にも

教えていただければと思う。 

  岐阜県は、岐阜市民病院を中心とした、岐阜市医療圏での在宅輸血のボリュームが大きい。西

濃地区で在宅輸血が普及するかについては、いろいろな要素があって難しい側面がある。在宅緩

和ケアでは、輸血が延命効果に寄与しないことは明らかなので、目的はＱＯＬということになる。

拠点病院でその時だけ患者さんをお預かりして、輸血して自宅にお返しするという短期入院など

様々な連携方式があると思う。拠点病院から個別の医療機関への在宅輸血が進むと、供給のロジ

スティクスが成立するのだろうかという点も気になった。いろいろ考えなければならない要素が

多くあると感じた。比較的取り組みが長い、愛知県などの大規模都市圏の事例を岐阜県内で繰り

返し情報共有し、ゆっくり進めていけたらと思う。 

 

（西野副委員長） 

岐阜県は医療圏ごとに状況が異なるので、いろいろなタイプの体制を整えておく必要がある。 

他にご意見はないか。 

意見もないようなので、こちらの計画案のとおり、次年度の活動を行うことでよろしいか。 

 

（委員が賛同する。） 

 

（西野副委員長） 

  では、こちらの計画のとおり、活動を進めていく。 

 

 (3) 報告 県内における献血状況及び血液製剤供給状況について 

① 献血推進事業の状況について 

薬務水道課青木係長から資料に基づき説明を行った。 

＜概要＞ 

「献血の推進により、県内における安定的な血液供給を確保する」ことを基本方針として

献血を推進している。今年度の献血の状況は、１２月までの実績で献血者数及び献血量とも

に目標値を下回っている。岐阜県は５０代、６０代に献血を支えていただいている一方で、



 

 

１０～３０代の若い世代の献血者数の割合は年々減少しており、今年度から学生献血ボラン

ティア活動など、若年層に対する献血啓発の取り組みを強化している。 

 

② 血液製剤の供給状況について 

 岐阜県赤十字血液センターの桐山課長から資料に基づき説明を行った。 

＜概要＞ 

岐阜県内の医療機関への赤血球製剤の供給は対前年比で 103％、ＦＦＰ、血小板製剤はい

ずれも令和３年度より減少した。400mL献血の構成比は 95.3%であった。医療機関に供給され

た赤血球製剤の構成比としては 95.9％が 400mL製剤である。人口千人あたりに占める全血献

血者数の割合、赤血球製剤供給単位数の割合は、全国平均に比べて低い。採血供給比は、県

内の供給数が献血量を上回っている状況である。 

岐阜県内輸血用血液製剤供給実績上位３０医療機関における移動採血車の配車状況につ

いてはご覧のとおりであるが、医療機関での献血のご協力もお願いしたい。 

 

（西野副委員長） 

全体を通して、何かご意見はあるか。 

意見ないようであれば、本日の議事がすべて終了したので、進行を小杉委員長にお返しする。 

 

（小杉委員長） 

 まだまだパンデミックの状況も尾を引いているが、供給に対して少しでも負荷が減るように適

正化使用を進めていきたい。 

 

最後に、岐阜県赤十字血液センター髙橋所長より閉会のあいさつをしていただき、委員会を

終了した。 

 


