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平成１８年度北海道合同輸血療法研修会あいさつ

北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課医療参事 立花 理彦

北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課医療参事の立花でございます。

平成１８年度北海道合同輸血療法研修会の開催にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。

本日は、土曜日の午後という大変お忙しい中、全道各地から本研修会に御出席を賜りまして、

厚くお礼申し上げます。

また、皆様方には、日ごろから、医療機関におきます血液製剤の適正使用の推進につきまし

て、多大な御協力をいただいておりますことに、この場をお借りして深く感謝申し上げます。

さて、皆様方も御承知のとおり、我が国の血液事業につきましては、平成１５年に公布されま

した「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に基づき、国内自給を基本理念に、

国及び地方公共団体、日本赤十字社が一体となり、国民の協力の下、推進しているところであ

ります。

このような中、道内の血液供給量は全国的に見てみますと多い地域でありますが、お陰様で、

北海道赤十字血液センターをはじめ、市町村等の御努力によりまして、日々、需要に見合った

血液が確保されている状況にありますが、近年は、献血者が減少傾向にあり、特に、若年層の

献血ばなれが進んでいるところであります。

このため、道といたしましては、血液センターや市町村の御協力を得て、４００�献血の推進

を図るほか、ティーンズドナーキャンペーンや、献血推進タウン啓発、愛の血液助け合い運動

等、道民に対する献血の啓発活動を精力的に実施し、血液製剤の安定供給の確保に努めている

ところであります。

また、「血液製剤の安定供給の確保」とともに、「適正使用の推進」を進めており、医療機関

に対し、これまで「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」

を送付するなどして、輸血療法委員会の設置や、責任医師の任命、輸血部門の設置等を働きか

けてきたところであります。

更に、本年度は、厚生労働省、北海道赤十字血液センター及び道内の医療機関の協力を得て、

「北海道合同輸血療法委員会」を立ち上げたところであり、今後は、本委員会の御協力をいた

だきながら、道内の医療機関における血液製剤の適正な管理体制の推進を図ってまいりたいと

考えておりますので、本日、御出席の皆様方には、医療機関における血液製剤の適正使用に一

層の御尽力をお願いいたします。

さて、本日の研修会は、この北海道合同輸血療法委員会が開催する初めての研修会であります。



昨年末に行いました「血液製剤適正使用に係るアンケート調査」の集計結果を報告させてい
き の しゅういち

ただくほか、旭川医科大学病院の紀野修一先生からは「輸血療法の実際に関する指針につい
いけ だ ひさ み

て」、北海道赤十字血液センターの池田久實所長からは「北海道における血液事業の現況」に
たけすえふみ お

ついて、そして、厚生労働省の武末文男課長補佐からは、「血液製剤適正使用における今後の

展望」と題した御講演をいただくこととなっております。

なお、武末課長補佐におかれましては、お忙しい中、この研修のために東京からお越しいた

だき、お礼申し上げます。

また、特別講演としまして、日本輸血学会北海道支部会の共同主催で、愛知県医科大学病院
か とうひでふみ

の加藤栄史先生にお越しいただき、「ガンマグロブリン製剤の使用状況に関する全国調査」に

ついて、大変貴重な御講演をいただくこととなっております。

加藤先生におきましても、本日、名古屋からお越しいただいており、本当にお忙しい中、御

講演いただけることに心からお礼申し上げます。

最後になりますが、本日の研修会が、皆様にとって稔りある研修であることを御期待申し上

げるとともに、本日、御出席の皆様の御健勝と御活躍を祈念いたしまして、挨拶といたします。



平成１８年度北海道合同輸血療法研修会あいさつ

北海道赤十字血液センター所長 池田 久實

北海道赤十字血液センターの池田でございます。

さきほど、立花医療参事がおっしゃいましたように、平成１５年に施行された、いわゆる血液

新法の中で、わが国の血液事業に関係する各機関の役割分担がされております。

その中で血液センター（日赤）は輸血用血液製剤の安全性の向上と安定供給の確保が主な役

割であります。それから、病院等の医療機関におきましては、血液製剤の適正使用に努めるこ

とが主に課せられた仕事であります。また、輸血用血液製剤の原料を提供していただく献血者

については、献血に関する住民の理解を深めるとともに、献血の受入れが円滑に実施されるよ

う必要な措置を講じることに関しては、地方自治体の役割である、と決められております。

本日は、おもに医療機関の方がお集まりになっておりますので、血液新法でいうところの血

液製剤の適正使用に関する研修会ということになるのではないかと思います。

さきほど、立花医療参事がおふれになりましたように、北海道は日本の他の地域に比べれば

血液の使用量が多い地域ということになっており、ある血液製剤については他の地域並みになっ

てきてはいるが、それでも全体的には使用量が多いようであります。適正使用をすることは血

液製剤の需要が減少し、血液センターの経営が一時的にせよ苦しくなると思いますが、余計な

血液製剤を使用しないことで輸血による副作用の防止や何よりも医療費の削減につながるとい

うこと、献血者に過剰な負担をかけなくてもよく、我々も需要に合わせた事業規模にすればよ

いことなので、血液センターとしましてもこの適正使用は支援をして行く事業の一つであると

考えております。

本日は各分野での講師による講演になると聞いております。

皆様にとりまして、日頃の業務の参考にされ、適正使用の一役としていただきますよう心か

ら祈念いたしまして、あいさつといたします。



血液製剤適正使用に係るアンケート調査について

北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課薬務グループ

調査要旨
北海道では、血液製剤の使用量が全国平均に比べて多いことから、その適正使用を推進するため、全道

規模のアンケート調査を実施しその結果を検証した。
アンケートは、北海道赤十字血液センター、旭川医科大学病院の協力のもと内容を作成し、２６カ所の北

海道立保健所のほか政令市保健所である札幌市保健所、旭川市保健所、小樽市保健所、市立函館保健所で
実施した。
アンケートでは、輸血療法委員会の活動実績、輸血管理部門の実態、アルブミンを含む血液製剤の年間

使用量を調査した。
血液製剤の使用量に関しては、「血液製剤の平均的使用量について（平成１６年１２月２７日付け薬食発第１２２７００１
号厚生労働省医薬食品局長通知）」（以下「厚生労働省通知」という。）に基づく各医療機関のパターンと
比較することで年間使用量のパーセント値まで要求した。
なお、アンケートは、全道の病院５７８施設（ただし、精神科のみを単独標榜している病院など、血液製

剤を使用していないと考えられる病院を除く）を対象に実施し、５１７施設（８９．４％）からの回収があった。
アンケートの結果、輸血療法委員会の設置率は、血液製剤を使用している４６５病院のうち２５％であり、

病床数の多い病院ほど設置率が高いことが明らかになった。
このことから、病床数が少ない病院に対しても、今後の設置率増加に向けた取り組みが必要と考えられ
た。
各血液製剤毎の年間使用量に関しては、厚生労働省通知に基づく平均的使用量と比較し、血液製剤を使
用している４６５病院のうち５０％値以上の使用量がある病院が全体の１０％～２０％であることが明らかになっ
た。
また、病床規模別の使用量については、それぞれの血液製剤において、病床数が多い病院ほど委員会の

設置率が高くはなっているものの使用量の削減に直接関与していない実態が浮き彫りになり、道内の病院
について、輸血療法委員会の設置率の向上を図るとともにその委員会の機能強化を図ることを課題として、
今後の取り組みを実施すべきであると考えている。

Ａ 調 査 目 的
北海道は、献血率が高い地域であると同時に血

液供給量も全国に比べ多い（別表１）ことから、
道内の医療機関にアンケート調査を行い、その現
状と取り組み状況などを把握し、血液製剤の適正
使用が推進できる体制を構築する。

Ｂ 調 査 方 法
� 調査対象施設
道内の病院（ただし、精神科のみを単独標榜

している病院など、血液製剤を使用していない
と考えられる病院を除く。）

� 調査対象期間
平成１７年１２月から平成１８年２月まで

� アンケート回収状況
①全道の病院数（平成１８年６月１日現在）

６１７施設
②アンケート実施病院数 ５７８施設
③アンケート回収病院数 ５１７施設
④アンケート回収率 ８９．４％

� アンケート調査方法
医療法第２５条に基づく立入検査に併せて、聞

き取りまたは郵送により調査した。
� アンケート調査内容

別添１のとおり

Ｃ 調 査 結 果
� 血液製剤の使用状況

アンケートを回収した５１７病院のうち９０％に
当たる４６５病院が血液製剤を使用していた。
また、病院規模別では病床数の多い病院ほど

使用率も高くなっていた。
（グラフ１）

� 輸血療法委員会
血液製剤を使用している４６５病院のうち２５％
の１１５病院が輸血療法委員会を設置していた。
また、病院規模別では病床数の多い病院ほど

設置率が高くなっていた。
（グラフ２）

― １ ―



なお、委員会で検討されている項目について
は、適正使用が９５件（８２．６％）、輸血実施手順
の 策 定 が９４件（８１．７％）、廃 棄 対 策 が７６件
（６６．１％）、血液製剤の遡及調査及び院内での
回収対策が６５件（５６．５％）、自己血輸血実施手
順の策定が６１件（５３．０％）、ヒヤリハット事例
と再発防止対策が４５件（３９．１％）の順となって
いた。
委員会議事録については、委員会を設置して
いる１１５病院のうち８５％の９７病院のが作成して
いたが、病院規模別では病床数に関係なかった。
（グラフ３）

� 輸血部門
輸血用血液製剤の管理と輸血検査を行う輸血

部門の設置状況は、血液製剤を使用している４６５
病院のうち４３％の２０１病院が設置していた。
また、病院規模別では病床数の多い病院ほど

設置率も高くなっていた。
（グラフ４）

業務内容については、情報の院内伝達が１３４
件（６７．０％）、血液管理と輸血検査の一元管理
が１３１件（６５．５％）、輸血療法委員会の検討事項
の実施が７８件（３９．０％）、業務内容を定期的に
輸血療法委員会に報告が６８件（３４．０％）の順と
なっていた。
� 責任医師
責任医師の任命状況は、血液製剤を使用して

いる４６５病院のうち２０％の９６病院が任命してい
た。
なお、輸血療法委員会設置病院のうち病院規

模別の責任医師の任命状況では病床数に関係な
かった。
（グラフ５）

責任医師の業務内容については、輸血業務全
般の実務上の監督と責任が７９件（８２．３％）、輸
血部門を実地に監督が３２件（３３．３％）、主治医
からの輸血の相談が３１件（３２．３％）の順となっ
ていた。

� 使用量の把握
最近３年間における各血液製剤の使用量の推

移の把握については、血液製剤を使用している
４６５病院のうち８０％の３６８病院が把握をしていた。
また、委員会をもっている施設のほとんどが

使用量の把握をしていた。
（グラフ６）

病院規模別においても委員会の設置、未設置
の病院の病床数に関係なかった。
（グラフ７）

― ２ ―



� 使用量の削減
血液製剤使用量の削減については、血液製剤

を使用している４６５病院のうち３８％の１７９病院が
取り組みを行っており、輸血療法委員会を設置
している病院の方が病院規模別に関係なく削減
の取り組みを実施していた。
（グラフ８）

� 廃棄量の削減
血液製剤の廃棄量の削減については、血液製

剤を使用している４６５病院のうち５８％の２７２病院
が取り組みを行っており、輸血療法委員会を設
置している病院の方が病院規模別に関係なく削
減の取り組みを実施していた。
（グラフ９）

� 血液製剤の年間使用量
血液製剤を使用している４６５病院が、平成１６

年１２月２７日付け薬食発第１２２７００１号厚生労働省
医薬食品局長通知「血液製剤の平均的使用量に
ついて」の表Ⅰ及び表Ⅱに掲載された病院機能
分類パターンの年間使用量を各病院毎に比較し
た結果について集計した。
各血液製剤毎の年間使用量は、アルブミン５０％
値以下が３７９病院、５０％～９０％値が６４病院、９０％
値以上が２２病院であり、５０％値以上の病院は９５
病院で全体の２０．４％であった。
ＦＦＰ（新鮮凍結血漿）は、５０％値以下が４１５
病院、５０％～９０％値が３５病院、９０％値以上が１５
病院であり、５０％値以上の病院は５０病院で全体
の１０．８％であった。
ＭＡＰ（濃厚赤血球）は、５０％値以下が３６２病
院、５０％～９０％値が７６病院、９０％値以上が２７病
院であり、５０％値以上は１０３病院で全体の２２．２％
であった。
ＰＣ（濃厚血小板）は、５０％値以下が４０２病

院、５０％～９０％値が４８病院、９０％値以上が１５病
院であり、５０％値以上の病院は６３病院で全体の
１３．６％であった。
（グラフ１０）

また、各血液製剤毎の年間使用量について輸
血療法委員会の有無による５０％値以上の比較で
は、アルブミン、ＰＣは「委員会あり」が「委
員会なし」より高く、ＦＦＰ、ＭＡＰは「委員
会あり」が「委員会なし」より低い件数となっ
た。

― ３ ―



（グラフ１１）

さらにそれぞれの血液製剤毎に病床規模別で
比較した結果では、すべての血液製剤について、
「委員会あり」でかつ病床規模が大きい病院は
ど５０％値以上を示す割合が多いという結果となっ
た。
（グラフ１２）

� 医療機関同士の情報交換の場
医療機関同士の情報交換の場についてはアン

ケートを回収した５１７病院にうち５３．３％の２４７病
院があった方がよいという回答が得られた。

医療機関同士の情報交換の場について

ア あった方がよい ２４７（５３．３％）
イ 現在、情報交換の場があるのでなてもよ
い ９（２．２％）

ウ なくてもよい ５１（１１．０％）
エ どちらでもよい １５８（３４．２％）

Ｄ 考 察
今回、実施した血液製剤適正使用に係るアンケー
ト調査は、輸血療法委員会の活動実績、輸血管理
部門の実態、血液製剤の年間使用量等の内容で、
全道の病院５７８施設（ただし、精神科のみを単独
標榜している病院など、血液製剤を使用していな
いと考えられる病院を除く）を対象に実施し、５１７
施設（８９．４％）からの回答があった。
輸血療法委員会の設置率は、今回の調査で血液

製剤を使用している４６５病院のうち２５％であり、
病床数の多い病院ほど設置率が高いことが明らか
になった。このことから、病床数が少ない病院に
対しても、今後の設置率増加に向けた取り組みが
必要と考えられた。
血液製剤の年間使用量に関しては、厚生労働省

通知に基づく病院機能分類パターンと比較するこ
とで、各病院の年間使用量の高低の傾向を把握し
た。
その結果、各血液製剤毎の年間使用量でこの厚

生労働省通知による平均的使用量と比較し、血液
製剤を使用している４６５病院のうち５０％値以上の
使用量がある病院が全体の１０％～２０％であること
が明らかになった。
また、輸血療法委員会の設置の有無による使用

量との関係については、委員会の設置が使用量の
削減に直接関与しているという明確な結果は得ら
れず、今後、輸血療法委員会の活動内容を検証す
ることが必要と思われた。
さらに、病床規模別の使用量については、それ

ぞれの血液製剤において、病床数が多い病院ほど
委員会の設置率が高くなっているものの使用量の
削減に直接関与していないという実態が浮き彫り
になった。

Ｅ 結 論
本アンケート調査を実施したことで、血液製剤

の使用量が全国平均に比べて多い北海道における
血液製剤の適正使用を推進するための基礎的なデー
タが得られた。
今回、初めて全道規模のアンケート調査をここ

まで踏み込んだ内容としたのは、各病院に個々の
使用実態を客観的に知ってもらうためであった。
種々の事情で病院毎の具体的な使用量の調査は

行わなかったが、各病院がアンケートに回答する
ためには実際の使用量を把握しなければならず、
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その使用量が全国同規模の病院と比べてどのあた
りなのか客観的に把握する機会となったものと考
える。
今回行ったアンケートの結果からは、それぞれ
の病院が病床規模等により血液製剤の適正な使用
量を把握することができたと思われる。
また、道としては、道内の病院について、輸血
療法委員会の設置率の向上を図るとともに、その
委員会の機能強化を図ることを課題として、今後
の取り組みを実施すべきであると考えている。
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「輸血療法の実施に関する指針について」

旭川医科大学病院臨床検査・輸血部副部長 紀野 修一

旭川医科大学の紀野でございます。
初めて合同輸血療法委員会が開催されて非常に
うれしく思います。
本日の私の話ですが、皆様の中にはすでに読ま
れている方もいらっしゃると思いますが、毎日の
忙しさのため読んでおられない方もいると思いま
すので、「輸血療法の実施に関する指針」につい
てのお話をします。
その中で特に輸血管理体制の整備と、輸血療法
委員会活動を進めていただきたいということにつ
いてお話しします。
輸血に関する不都合はいろいろありますが、現
状では製造された血液が１００％安全という保証は
ありませんし、病院の輸血関連体制が完璧という
こともありません（スライド１）。

【スライド１】

病院としては輸血に関する最低限の責務を果た
すため、まず輸血部門としては、日赤から供給さ
れた血液を実際に患者に使用するまで供給された
ままの状態を維持して、輸血を要する患者さんに
正しく割り付ける責任があります。
輸血を実施する医療従事者は、各々の患者用に
用意された血液を該当する患者に間違いなく使用
して、輸血による不都合を早期に発見し、対処す
る責任を持っています。
そのためには、輸血管理体制を整備して輸血療
法委員会を活性化する。そういうことがなされる
と初めて安全で適正な輸血が行われるようになり
ます。

今日の内容ですが、「輸血と法律の話」、「輸血
療法の実施に関する指針」をかいつまんでお話し
したいと思います。なお、輸血医療には、法的拘
束力を伴っていることを十分に知っておく必要が
あります。
スライド２は、輸血医療に関する国の施策をま

とめたもので、昭和２３年に東大梅毒事件が発生、
昭和３９年にライシャワー大使が暴漢に刺された後、
輸血後肝炎になっています。８０年代には薬害エイ
ズの問題がありまして、血液製剤の感染対策とい

うことで血液製剤の安全性確保のために、改革が
進展してきています。

【スライド２】

スライド３に現在有効な輸血医療に関する法律
やガイドラインをまとめていますが、数多くのも
のが公表されていまして、実際に医療を行いなが
らすべて理解して実践することは難しいであろう
と思われます。
そのためには、輸血療法委員会を作ってその代

表者や委員は内容を理解して、実際に使っている
方に教えてあげてほしいと思います。

【スライド３】

今年の４月に輸血管理料が認可されました。
輸血管理料の内容は、「輸血管理体制がしっかり
していて適正な使用ができているところには管理
料をあげますよ。」ということで、内容が妥当か
どうかはさておき、これを満たすようなところま
で努力する姿勢がまずは大事かと思います。北海
道では、５月１日現在ですが、管理料Ⅰが１０病院、
管理料Ⅱが２０病院ということになっています。今
回、管理料を取得しているほとんどの施設の方が
来られていると思いますが、これからますます今
の管理体制と適正使用を続けていって、北海道の
リーダーとなっていただければと思います。

さて、法律の話ですが、輸血に関する法律には
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薬事法と血液法がありまして、２００３年の７月に
「薬事法」が改正され、「安全な血液製剤の安定
供給の確保等に関する法律」（血液新法）ができ
ました（スライド４）。そして、血液製剤の安全
対策に対しては薬事法で、安定供給と適正使用に
ついては血液法で定められることになりました。
薬事法に規定されている事項を簡単にまとめま
すと生物由来製品、特定生物由来製品という概念
ができて、生物由来製品は動物に対する原料を用
いたもの、特定生物由来製品は人の血液や組織に
由来する原料を用いたもので感染症の伝播のリス
クの高いものということで、厚生労働大臣が指定
することになっています。そのほかに、特定生物
由来製品を使用するときには説明と同意を行うこ
と、特定生物由来製品を使用した患者のリストを
２０年間保存すること、副作用、感染症の報告と製
造販売業者への情報提供をする場合もあることが
規定されています。
もう一方の血液法では、法律のタイトルどおり
血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保、適正
使用の推進ということが定められています。その
中に、血液製剤に係わる者の責務が、国、地方公
共団体、採血事業者、製造輸入業者、医療関係者
というように各条に渡って別々に書かれていまし
て、医療関係者は適正な使用と安全性に関する情
報収集・提供を行いなさいと法律で規定されてい
ます。罰則は今のところ医療関係者に対してはな
いことになっています。

【スライド４】

それではこれから、「輸血療法の実施に関する
指針」について簡単にお話します。厚生労働省か
ら関連する通知をまとめて「血液製剤の使用にあ
たって」という本になっています。２００５年の９月
１７日に、１９９９年版の指針を新しく改定して出され
たもので、現在、お手元にある日本赤十字血液セ
ンターから無料で配布していただけるコンパクト
版もあります。
スライド５に、改定の要点をまとめますが、そ
の趣旨は血液新法が求める血液の完全国内自給実
現のための安全かつ適正な輸血の実践ということ
になります。
輸血療法の実施に関する指針というのは、適応
基準を遵守し適正使用を実践しうる院内体制整備
の要点を示した原則ということで教科書的にいい

ますと総論の部分に当たります。

【スライド５】

血液製剤の使用指針に関しては、血液の使用量
を必要最小限とするための適用基準を提示してお
り、教科書的にいいますと各論ということになり、
今回の改定では両者の関係が明確にされています。
一つ付け加えておかなければならないのは、改

定前の指針では「～した方がよい」と言う書き方
が多かったのが、改定後の指針では、血液新法の
裏付けを持ったことから、「～しなければならな
い」という要素が強くなっています。

輸血療法実施に関する指針の目次は「はじめに」
から始まって、ⅠからXII までの項目があり、
「おわりに」があって、参考という形になってい
ます。
それでは、順番に解説して行きます。
まず、「はじめに」ですが、輸血療法の適応と

安全対策については、常に最新の治験に基づいた
対応が求められ、輸血について十分な知識経験を
有する医師のもとで使用する、副作用発現時に緊
急処置がとれる準備をしておくことが重要である
と書かれていまして、血液新法という法的背景を
持って、より強制力を持った指針であることを感
じさせます。
１番目の項目、「輸血療法の考え方」では、医

療関係者の責務として、血液製剤を使うときに感
染のリスクに特段の注意をすること、使用に当たっ
ては説明と同意が必要であること、記録の保存は
２０年間であることが書かれています。
適応の決定については、目的、危険性と治療効

果の比較考慮、すなわちリスクがあるので必要な
場合にだけ使うようにすることと、説明と同意
（インフォームド・コンセント）に必要な項目、
適正な輸血の仕方について書かれています。
説明と同意に必要な項目は、�から�まであり

ますが、�の副作用感染症救済制度と給付の条件、
�の感染症検査と検体保管、�の投与記録の保管
と遡及調査時の使用については、今回の改定で新
しく書き加えられています。
このようにレギュレーションが強くなりますと、
当然、病院としても対応しなければならないわけ
ですが、そのため、旭川医大病院では説明と同意
書の中に�輸血前輸血後の感染症検査についてと
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いう項目をたてて、輸血前の血液の一部を凍結保
存し、不幸にして輸血による感染症を患った場合
にその原因を明らかにするために用いること、そ
の血液は２年間保存後廃棄すること、輸血が原因
でウイルス感染症を患ったことが証明できると生
物由来製品感染など被害救済制度が受けられるこ
と、使用記録を２０年間保管すること、使用状況が
書かれた帳簿を日赤などに提供することがあると
いうことを追加し、患者さんに説明することにし
ています。

次に２番目「管理体制のあり方」については、
４つの大きな項目がありまして、スライド６に示
しますように、輸血療法委員会の設置、責任医師
の任命、輸血部門の設置、担当技師の配置と輸血
検査の２４時間化について書かれています。

【スライド６】

先ほどの吉野主査の発表にありましたように、
北海道では輸血療法委員会の設置状況は２５％、責
任医師の任命状況は２０％、輸血部門の設置は４３％
と、病院の規模等にもよりますが、おしなべて見
ると、まだまだ不足している状況にあるというこ
とがわかります。
スライド７に国から出たガイドラインをまとめ
てあります。輸血管理体制のあり方について見て
いきますと、１９８９年に、輸血部門の設置、責任医
師の任命、輸血療法委員会の設置ということが言
われています。およそ２０年前に示されたガイドラ
インですが、未だに北海道では満足する輸血管理
体制がとられていない病院が多いということであ
ります。
また、１９９９年に改訂された指針からは、担当技
師の配置と検査の２４時間体制が望ましいというこ
とが書かれています。

「輸血療法委員会」の項目についてですが、こ
の中には病院管理者を含む委員会を構成し定期的
に開催すること、委員会での検討事項について記
載されており、今回の改定では、改善状況につい
て定期的に検証すること、議事録を作ること、そ
の議事録を院内に周知することが加えられていま
す。

【スライド７】

スライド８には、ガイドラインにあげられてい
る検討事項をまとめてありますが、新しい指針が
出るたびに輸血療法委員会として取り組まなけれ
ばならない事項が増えてきています。

【スライド８】

２００５年の改定では、血漿分画製剤を含む製剤選
択についても検討してくださいということが書か
れています。
「管理体制のあり方」には、輸血責任医師を任

命すること、輸血部門を設置することも書かれて
います。今回の改定では、輸血部門の設置の中に
“輸血に関する検査の他”ということばが入り、
もともと製剤の請求、保管、払い出しという事務
的業務を行えばよいとされていた輸血部門で、輸
血検査も一括で行うことがつけ加えられました。
担当技師の配置のところでは、輸血業務全般（輸
血検査と製剤管理を含む）についての十分な知識
と経験が豊富な臨床検査技師が行って、可能であ
れば２４時間体制をとることと書かれています。

指針の話から外れますが、平成１７年６月に厚生
労働省の血液対策課長から「血液製剤の適正使用
推進に係る先進事例等調査結果及び具体的強化方
策の提示等について」という通知が出されていま
す（スライド９）。これには、輸血療法委員会の
委員長は医療機関管理者または外科系医師（麻酔
科長を含む）が望ましいこと、参画する委員に関
しては症例の多い診療科の責任者は必ず参画させ
ること、討議される議題については、使用状況を
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診療科毎に月次年次別に出すこと、各科にも報告
させること、症例検討も行うこと、査定状況も調
べること、そして、２ヶ月に１～２回輸血療法委
員会を開催することが書かれています。

【スライド９】

またこの通知には、輸血部門の設置、一元管理
の徹底、担当技師の適正配置の推進という項目が
あり、かなり具体的に細かいこまで書かれていま
す。

次に輸血療法の実施に関する指針の３番目の項
目ですが、「輸血用血液の安全性」ということで
供血者の問診、検査項目、前回記録との照合、副
作用予防対策が項目立てて書かれています。

４番目には患者の「血液型検査と不規則抗体ス
クリーニング検査」について書かれており、不適
合輸血を防ぐため患者については輸血を実施する
医療機関で責任を持って検査を行うことが付け加
えられています。
ＡＢＯ血液型検査の中には、同一患者は必ず２
回チェックを行うことが新たに付け加えられてい
ます。そのほか、Ｒｈ抗原の検査、不規則抗体ス
クリーニングの検査、乳児の検査方法について具
体的に書かれています。

５番目の項目は「不適合輸血を防ぐための検査
及びその留意点」ということで、ほとんど前の指
針と変わりありません。検査の実施方法、緊急時
の輸血の仕方、大量輸血時の適合血の選び方、交
差適合試験を省略していい場合、患者検体の取扱
いという内容について述べられており、最後に不
適合輸血を防ぐための検査以外の留意点というこ
とが新たに付け加えられています。これらのこと
は輸血を日常使っている病院では守られていると
は思いますが、いま一度、不適合輸血で命を落と
すというような不幸を起こすことがないように、
具体的に書かれています。例えば、血液型検査用
の検体は採血時の取り違いに注意しなければなら
ないため、血液型の判定は異なる時期の新しい検
体で必ず２回行って、同一の結果が得られたとき
に確定することや、検査結果の伝票の誤記や誤入
力に注意すること、検査結果の記録と患者への通
知をすること、以前の検査結果の転記や口頭伝達

の誤りの危険性に注意することというように具体
的な留意点が書かれています。

６番目の項目には、今までの指針では「手術ま
たはただちに輸血する可能性が少ない場合の血液
準備」としてＴ＆ＳとＭＳＢＯＳがあげられてい
ましたが、改定指針ではそれに加えて手術血液準
備量計算法（ＳＢＯＥ）が加わっています。

７番目の項目では「実施体制の在り方」という
ことで、輸血実施の手順書を作って、それを周知
して遵守することが書かれています。つづけて、
輸血前、輸血中、輸血後の患者観察の仕方や患者
検体の保存などについて書かれています。
輸血前については、エルシニア菌やセラチア菌

等がバッグ内で増殖している可能性があるのでバッ
グ内とセグメント内の血液色調の差に留意するこ
と、電子機器による照合が望ましいことが新たに
加わっています。輸血前の患者観察という項目が
新設され、体温、血圧、脈拍、可能であれば経皮
的動脈血酸素飽和度を測定してから輸血をしてく
ださいということも加わっています。
スライド１０は当院のＰＤＡ照合の実際ですが、

輸血バッグと患者さんのリストバンドと医者のＩ
Ｄの３つを照合しないと輸血が出来ないシステム
になっています。

【スライド１０】

次に輸血中、輸血後の患者さんの観察法につい
て書かれており、輸血中に関しては以前の指針と
変わっていませんが、輸血後については新たに輸
血後の観察という項目が加わっています。特にＴ
ＲＡＬＩ、細菌感染症では輸血終了後に重篤な副
作用を呈することがあるので、終了後も患者を継
続的に観察することが可能な体制を整備するよう
に要求されています。難しい命題が投げかけられ
ていますが、その対策として旭川医大病院では外
来輸血を行う患者さん全員に「息苦しくなったら
病院にきてください」ということを書いた紙を渡
すことにしました。
そうすると、輸血後、家に帰ってから息が苦し

くなって救急外来に来る患者さんが現れました。
幸いこの患者さんはＴＲＡＬＩではありませんで
したが、こういう紙を渡すことで、輸血後の患者
さんをフォローできる可能性があります。
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【スライド１１】

次に「実施体制の在り方」４番目の患者検体の
保存ですが、これに関しては、「血液製剤等に関
する遡及調査ガイドライン」が別添で付いている
のでそれを遵守してくださいとのことです。

８番目の項目として「輸血に伴う副作用・合併
症と対策」のことについて書かれています。この
項目は大幅に書き換えられ、副作用が免疫学的機
序、感染性の機序、その他の機序と即時型、遅発
型の組み合わせで分類されています。新たに輸血
後肝炎、ＨＩＶの項目が新設されています。その
他、輸血専門医によるコンサルテーションですと
か、輸血療法委員会によって副作用が把握できる
体制を作ることについても副作用の項目に書かれ
ています。

次に輸血後感染症の検査についてお話しします。
輸血後肝炎については、皆様すでに御承知のとお
り、早期治療を図るため医師が感染リスクを考慮
し、感染が疑われる場合には肝炎ウイルスマーカー
の検査を行う必要があると書かれています。また
ＨＩＶに関しても、同様に医師が感染リスクを考
慮し、感染が疑われる場合には輸血前、輸血後に
検査をしてくださいということが書かれています。
この“医師が感染リスクを考慮し、感染が疑わ

れる場合には”という歯切れの悪い文の意味です
が、医薬品副作用被害救済制度が出来る前のパブ
リックコメントのＱ＆Ａには、医薬品を適正に使
用していたにもかかわらず、発生した副作用によ
る健康被害者を救済するという表現があり、適正
に使用していない場合には救済をうけられないと
解釈することができます。適正使用した証拠は何
かというと、副作用・感染症救済制度と給付の条
件や、感染症検査と検体保管などが輸血のイン
フォームド・コンセントに必要な項目として明記
されているので、少なくともこれらに関連するこ
とを確実に実施することは必要と考えられます。
すなわち、患者さんに説明した感染症検査を確実
に実施することが必要と考えられます。
今回の指針のパブリックコメントの時に“感染

が疑われない場合でも輸血前くらいは検査をする
ように記載が出来ないか”とか、“行うべきであ
ると強調すべきではないか”とのコメントがあり

ました。厚生労働省の回答は、関係部局との調整
の結果であり、検査しない場合は保存することで
対応していただきたいとのことで、健康保険制度
と絡んでくる部分があるのであまり強く書けない
が、本音としては輸血による感染症を早期に発見
するために検査をしてほしいということを暗に指
し示していると考えられます。

【スライド１２】

結局、すっきりと表現されていない文は、私が
今までいろいろな会議など聞いてきた話と合わせ
ると、全例検査を意味しているものととらえなけ
ればなりません（スライド１２）。
このように新しいレギュレーションが加わりま

すと、病院とか輸血療法委員会で何とかしないと、
万が一不幸が起きた場合に患者さんに申し訳ない
ということになります。旭川医大では感染症が起
きた場合に備えて、輸血前に関しては院内で検査
をする、輸血後については、退院後の患者さんす
べてが大学病院に通院しているわけではないので、
ダイレクトメールを患者さんに送って、検査を受
けてもらいましょうということになりました。現
在、最終輸血後６０日以上９０日以内経過した患者さ
んに対して、検査案内を発送して検査を受けても
らえるように直接お願いしています。
スライド１３は院内に出した通知で、２００３年７月

から輸血前と輸血後の感染症検査を始めました。

【スライド１３】

輸血前感染症検査の実施状況ですが、輸血前の
患者さんについてはだいたい４割程度が厚生労働
省が推奨するセットで検査して、残りの４割程度
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は入院時または手術前検査で感染症検査の一部を
代用しています。あと未実施はいくらお願いして
もなかなかやってくれないところもありますし、
物理的に新生児は採れませんのでそういうところ
を合わせると約１５％という結果になっています。
輸血後感染症検査につきましては、最終輸血後
２ヶ月以上３ヶ月未満経過した患者さんをコン
ピュータで検索、同時に宛名ラベルも出力して、
スライド１４のような「輸血後感染症検査のおすす
め」という手紙を入れたダイレクトメールを送付
しています。患者さんには大学病院に来てもらう
か、近くの病院で検査してもらうようお願いして
います。

【スライド１４】

大学病院で検査を受けた患者さんについては、
結果の通知を行っており、もし陽性であった場合
は日赤と協力して遡及調査を行う体制にしていま
す。
去年の７月から今年の６月までの１年間で、

１，１６０名の輸血患者がいて、最後の輸血から２～
３ヶ月経過した患者さん６２６名に輸血後感染症検
査の通知を郵送しました。そのうち大学病院に来
て検査を受けてくれた患者さんが２７３名いて、当
院については４６．３％の実施率で、かかりつけの病
院で行った患者さんをあわせると６～７割の方は
感染症の検査を受けているのかなあと、推定して
います。
感染症検査に対して輸血・細胞治療学会で作成
中の運用マニュアルについてご紹介します。
“輸血をする予定があるから輸血前検査をする”
と一言でいっても、検査の施行時期、すなわち輸
血の１ヶ月前なのか１週間前なのか、１日前なの
かですとか、Ｔ＆Ｓの場合は輸血されませんので
保険請求をどうするのか、検査を複合して出すと
査定対象になるなどの解決されていない問題があ
ります。そのため、スライド１５のように、輸血前
には必ず検体を分離剤入りの真空採血管を使って
２年間保存するということが推奨されています。
輸血前検査を行う場合は、保険の査定があるので
従来から認められているものを適宜行ってくださ
いという提案になっています。

【スライド１５】

輸血後に関しては、スライド１６のように、全例
だいたい３ヶ月後をめどに検査を行ってください
ということになっています。このマニュアルはも
うすぐ完成し、公表されると思われます。

【スライド１６】

指針の解説に戻ります。

１０番目の項目には「使用に関する記録の保管・
管理」ということで、２０年間記録を保管してくだ
さいと書かれています。

１１番目の項目には「自己血輸血」について書か
れており、同種血輸血の副作用を回避し得る最も
安全な輸血療法であることが書かれています。

１２番目には「院内採血」について書かれており、
特別な事情のない限り行うべきではないと書かれ
ています。

最後の「終わりに」というところでは、安全な
血液の安定供給の確保等に関する法律の制定など
に象徴されるような社会的環境の変化に応じてこ
の指針が改定されることが述べられています。

さて、今日のまとめになりますが、安全な輸血
を実施するためには、管理体制をしっかりするこ
とと輸血療法委員会を活性化すること以外ありま
せん。指針の２番目に書かれている輸血療法委員
会の設置、責任医師の任命、とくに北海道では責

―１１―



任医師は２０％程度しか任命されていませんので、
責任を持って輸血を監督する医師を置くようにし
てください。また、輸血部門を設置し、そこには
担当技師を配置して、病院の規模にもよりますが、
２４時間体制で輸血管理ができるような体制を作る
ようにお願いします。
スライド１７に示しますが、病院の管理者と輸血
療法委員会の関係者は、総論にあたる輸血療法の
実施に関する指針をもう一度読んでいただいて、
輸血部門の設置、責任医師の任命、技師の配置と
２４時間体制の確立などに対するご協力をお願いし
たいと思います。
会場には、実際に診療にあたっている医師もい
らっしゃっていると思いますが、その方々には血
液製剤の使用指針をよく読んで、適正な輸血を心
がけていただきたいと思います。
使用指針の中に各製剤別に指針の要約がありま
すので、ご自身でお使いになっている製剤につい
ては要約の部分を必ず読んでいただいて、慣習的
に行ってきた輸血、血液製剤の使用方法に全く根
拠がないことを理解していただきたいと思います。
これは、私自身が自ら経験してきたことです。

不適切な使用のほとんどは、以前の私も含め、
医師の気持ちを落ち着けつるための安定剤の働き
でしかないということも理解していただきたいと
思います。
悪しき慣習は、一気に変えられないので少しず
つ、例えばアルブミンでしたらトリガーレベルを
０．１ずつでも下げていただくといった努力をする
ことによって、適正使用を進めていっていただき
たいと思います。

【スライド１７】

ご静聴ありがとうございました。

（紙面の都合ですべてのスライドを提示していま
せん。輸血療法の実施に関する指針をお手元にお
いてお読みいただきたいと思います。）
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図１

図２

図３

図４

「北海道における血液事業の現況」

北海道赤十字血液センター所長 池田 久實

まず、おさらいですけれども、わが国の血液事
業はどのようにして行われるているのか（図１）。

患者さんに輸血が必要な場合は、病院から血液
センターに注文がきます。血液センターでは、ド
ナーさんに頼んで献血をしていただいた血液から
輸血用血液製剤を作り、その血液製剤が患者さん
に使われることになります。
次にお金の話になりますけれど、その血液製剤
の代金は、病院から血液センターに支払われる。
病院は、輸血した血液製剤について健康保険の支
払い基金と一部は患者さんから自己負担分として
支払ってもらいます。そして、我々血液センター
は病院から支払われる血液製剤の代金を運営資金
としている、というふうにお考えいただきたい。
もちろん、皆さん御存知のように健康保険制度は、
加入者が毎月支払っている保険料でまかなわれて
います。
次に新しい法律における役割分担については、
地方自治体はご覧のように、献血推進と献血者の
確保ということに責任があります。我々血液セン
ターは、輸血用血液の安全性と安定供給に責任が
あります。病院については、適正使用をやりなさ
い。ということで今日はその研修会を行っており
ます。
我々血液センターの責任は、血液製剤の安全性
と安定供給を確保することでありますが、この法
律が出てまもなく日赤が公表しました８項目の安
全対策について、すべて説明するとながくなるの
で、最近、話題になっている ４）ＮＡＴ，６）
ＨＥＶ，７） 白血球除去についてこれから説明
していきます（図２）。
まず、ＮＡＴ検査ですけれども、平成１７年度か
らプールサイズが５０人分から２０人分になっており
まして、北海道では、プールサイズが２０になって
からは、このＨＢＶ、ＨＣＶ、ＨＩＶの３つのウ
イルスに関する輸血後感染症の報告はありません
（図３）。
全国ではすこし事情が違いますけれども、ただ
これは先ほどの紀野先生のお話のように、すべて
の輸血後の症例が網羅されている訳ではなく、病

院から日赤に報告された症例について検索した結
果であるということは留意すべきことであると思
います。それで、プールサイズが２０人分になった
ことによって、我々北海道赤十字血液センターで
は費用が１億円増えております（図４）。

それから、８項目のお約束の中にＥ型肝炎のこ
とが載っておりまして、このＥ型肝炎はご覧のよ
うに、「輸血が原因になりうる。」ということです
けれど、これは輸血による感染の国内２例目の記
事です（図５）。国内１例目も北海道で起こって
おりまして、国内１例目であると同時に世界で１
例目です。実はこのＥ型肝炎は、御存知のように
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図６
主に豚の内臓肉を食べたことによって感染すると
いうことになっておりまして、北海道ではかなり
の症例が報告されております。
従いまして、Ｅ型肝炎ウイルスに感染した献血
血液が輸血による感染を引き起こさないための感
染防止対策といたしまして、ドナーさんに「生肉、
生レバーを食べましたか。」ということを採血前
に問診で問うことと、北海道地区に限ってドナー
さんのNATスクリーニングを試験的にやってい
ます。これは昨年１年間の結果でありますが、だ
いたい女性も男性も１万人にひとりのドナーさん
の割合でウイルスが検出されるということであり
ます（図６）。他の地域よりもやや高いと推定さ
れ、前述の２例以外にも輸血による感染が発生し
ています。血液製剤の出庫前にNATの検査結果
がわかる体制になって以降、輸血後Ｅ型肝炎は道
内では報告されていません。問診に関しては約１
－２ヶ月前の食生活に関することであり、曖昧で
あることと、該当するひとが多数であったことか
ら、有効ではないと判断し、中止しております。

つぎに、来年１月の半ばくらいから、白血球除
去と初流血除去された血液製剤が患者さんに使用
されるようになる、ということでありまして、白
血球除去というのは、白血球による副作用（おも
に非溶血性副作用）を防止するということ、初流
血除去は皮膚の表層にある細菌などの微生物の採
取血液への混入による感染を防止する。というこ
とが目的であります（図７）。

図５

―１４―



図７

図８

図９

図１０

図１１

図８のように、まず、ドナーさんからの血液を
１５cc ぐらい、別に diversion systemに誘導しま
す。しかるのちに、ＷＢバッグの方に血液を入れ、
この状態で、製剤部門に持って行き、白血球除去
フィルター（Leukocyte Reduction Filter）にＷ
Ｂバッグの血液を通して そののちに、遠心分離
いたしまして、血漿と赤血球に分けて、赤血球保
存液（ＭＡＰ）を加えて、出来上がりは白血球を
除去した赤血球（LR�CRC）、白血球を除去した
プラズマ（LR�plasma）ができあがります。

次に初流血除去のことで少し話しますと、ご覧
のように採血された血液の中に細菌が入る経路と
しては皮膚付属器や、消毒不十分で皮膚の表在部
分に残っている細菌が採血針を通じて、あるいは
一時的にドナーさんの血液の中に細菌が入る場合
（歯科の治療、生検、内視鏡検査など）が主で、
後者の場合は無症状の場合が多いといわれていま
す（図９）この表在菌は、採血当初の血液を除く
ということである程度予防が可能です。無症候の
一時的菌血症は問診である程度除外することがで
きます。皆さん御存知のように歯医者さんの治療、
生検、内視鏡検査などで一時的に血液の中に細菌
が混じるということが言われておりまして、これ
らを問診でチェックする、ということであります。
なお、初流血除去を行った血小板製剤に関しては、
すでに１０月２６日から出回っておりますが、それ以
外の製剤は来年の３月までには供給できる予定で
す。

このように、いろいろな安全対策をやっており
ます一方、皆さん方の御努力によりまして、血液
の適正使用が図られまして、ご覧のように輸血用
血液は少しずつ使われなくなりまして、血小板や
赤血球の供給に関しては、徐々にではありますが、
減ってきています（図１０）。一番適正使用が目立
つのはご覧のように血漿製剤であります。

先ほどお示ししたように安全対策は、なかなか
お金のかかることであり、したがって経費は思う
ように減少しませんが、一方で供給は血液製剤の
適正使用が主な理由で、どんどん下がって供給収
入も下がって行きます。それで、なるべく支出を
抑えようとしているわけですけれども、先ほど言っ
たように安全対策ということもありますので、つ
いに平成１５年度には赤字に転落してしまいました
（図１１）。
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図１２

図１３

図１４

それではということで、経営改善をやりはじめ
ました。従来、道内の５箇所の血液センターはそ
れぞれ独立採算であったのをひとつにまとめたの
が一体化運営です。それに伴い、検査部門と製剤
部門の集約化ということをやっております。検査
に関しましては従来５箇所でやっておりましたが、
現在、札幌だけでやっております。また、現在、
血液製剤を製造しているのは、札幌と旭川と釧路
となっております（図１２）。

検査の集約に関して皆さんに関係があると思わ
れるのは、たとえば、抗原陰性血がほしい場合に
どうしたらいいか。ということだと思われます。
特に地域の血液センターに検査部門のないとこ
ろでは、これが切実な問題となります。
抗原陰性血の供給ルートとしては、ご覧のよう
に二つありまして（図１３）、ひとつは最寄の血液
センターを経由して患者さんの検体を札幌で調べ
まして、適合する抗原陰性血が在庫にあればそれ
を納品するという形で、これは少し時間がかかり
ます。

もうひとつはシステム検査と呼んでいるルート
で、血液を一次スクリーニングするときに重要だ
と思われる血液型（ＡＢＯ，Ｒｈ以外）を調べて
おき、それをシステム入力しておりますので、シ
ステム検索で在庫を調べるというルートでありま
す。
前者のルートは時間が遅いが完璧にできる。
後者はすべての血液型を網羅しているわけでは
なく、一次スクリーニングの結果なので、これか
らはこちらを充実させなくてはならない。と考え

ております。
製剤の集約でありますけども、一番問題になる

ことは、有効期限の短い血液製剤をどのように供
給するのか、ということです（図１４）。

緊急に血液が必要な場合に、医療機関は不安に
なる訳です。通常の血液製剤、すなわち、赤血球、
血漿。血小板に関しては何とか間に合っているけ
れども、期限の短い二次製剤についても安定供給
できるかということだと思います。製剤部門の集
約に際しては、ご覧のとおり医療機関へのサービ
スは維持する、期限の短い二次製剤を安定供給す
る、それから製剤の品質に関してはきちんと確保
する、ということを条件に、行っているつもりで
す。
ただ、この医療機関へのサービスといいまして

も、最近は病院さんにおいて、「期限切れを出さ
ないため在庫を待たない」、「なくなったらすぐに
血液センターに注文する」、「なくなったらすぐ持っ
てこい」ということで血液センターが走る訳であ
りますけれども、そういうことが増えると、我々
の供給部門に人も車もより多く配置しなければな
らなくなり、経費がますますかさむことになりま
す。
それに関しましては、是非、適正な在庫という

ことをお考えいただいてオーダーしていただきた
いと思います。一つの考え方ですが、これは我々
の内部でまだ検討している段階ですが、定期以外
に緊急に配送が必要な場合には、有料にしてはど
うか。という意見もあります。
現在は３カ所で製造した血液製剤を、供給出張

所を含め、１２箇所から医療機関に配送しています
（図１５）。
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図１５

図１６

最後に北海道における血液センターの経営状況
を述べてみたいと思います（図１６）。血液の供給
量が平成１３年にピークになりまして、それ以降ど
んどん減って平成１５年以降赤字に転落しており、
毎年４億円の赤字となっております。

収入がどんどん減って行くのに経費がそれほど
下がらなかった、供給がさがると材料費やそれに
伴う経費も下がるはずです。一番大きな原因は、
ＮＡＴ検査と新しいシステムの導入です。ＮＡＴ
についてはその後、プールサイズを変更すること
により、さらに１億円の負担増になったことは前
に述べました。一方、人件費に関しては、職員が
減らなければ、定期昇給などであがっていくもの
ですが、平成１３年以降、押さえられており、集約
などにより、職員を減らしていったというのが主
な原因でございます。もしこの集約がなければ赤
字がもっと増えていると思われ、集約することで
赤字幅が大きくならなかったと思っております。
以上で終わります。
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「血液製剤適正使用における今後の展望について」

厚生労働省医薬食品局血液対策課課長補佐 武末 文男

御紹介いただきました武末でございます。
私からは、社会から期待されている血液行政を
中心について御説明させていただきます。
血液行政の分野においては社会的な要請が背景
となって、法律が作られているということを御理
解願いたい。
まず、最初に血液新法など法律のことに触れま
して、それを踏まえ日本赤十字社と共同してやっ
ている安全対策、あるいは、医療機関ごとに輸血
療法委員会の設置をするなどもこのような安全対
策の流れの中でやっております。
さらにその先に、究極の安全対策としての適正
使用というのがあるということを御理解していた
だきたいと思います。
血液新法の中には第８条として、医療関係者の
責務として適正使用と安全性に関する情報収集と
提供と明確に書いてある意味は、非常に大きいと
思います。

同じ時期に個人情報保護法ができて、割とそち
らは医療関係者の方々が取り組んでいただいたと
思いますが、血液新法に関してはもともと、この
法律が採血事業者の法律の改正という認識があっ
たからかも知れませんが、比較的多くの方々に関
係するにもかかわらず、あまり医療関係者の中で
関心を呼ばなかったところがあります。
しかし、個人情報保護法がガイドラインに定め
られているものであるのに対して、血液新法は、
法律に書いてあるということで、医療関係者に対
する責務は非常に重いものがあると考えておりま
す。
また、基本方針の中にも、医療関係者は、とい
うところで書いていりますし、もちろん、医療関
係者にすべて責任を押しつけるわけではなくて、
国の責務や都道府県の責務を書いておりますけど
も、もちろん、皆様御存知のように国はフィブリ
ノゲンであるとか肝炎であるとか法廷でその責任
を追及されているところですが、今後、新たな感
染症に対する対策を怠らないという意味で医療関
係者の取組は非常に重要であると考えています。
どこが重要かといいますと、病気の存在が明ら

かになっている中で、その病原体が発見される前
に予防対策をとらなければならなかったというよ
うなことであるとか、裁判では、３０年前のことを
争っている訳でございますので、その時にどうい
う環境、社会状況であったか、医療水準にあった
かというのはなかなか人によって記憶によって、
立場によって違いますし、裁判に提出される証拠
書類というのが、たとえばある一症例報告でも出
されると当時もうすでに知られていたということ
になりかねません。
そういうのも当時の医療水準といえるのか、と

ある医療関係者は疑問に思うことなのですが、裁
判官から見ると論文が２０枚、３０枚ある。とこれだ
け論文が出ているのだからみんな知っているので
しょうねというような判断をされたりもします。
３０年前の過去の時代との戦いですね、こういう
ことを述べるのは実は、私は今の部署に来る前に
労働衛生をやっておりまして、その労働衛生の世
界では、昨年、アスベストというものが非常に話
題に登りました。
その対策も実はやってきた訳ですが、アスベス

トもやはり１９７０年ごろにビルや建物にどんどん使っ
ていた。９０年ごろまで使っていた。それが今になっ
て、中皮種とか肺ガンを起こすということの責任
を問われている。というところがありまして、血
液の世界も細菌感染症とか急性アレルギー感染の
副作用が中心とした問題となっていた時期には、
その場で議論があって是非を問われるということ
があるんだと思いますが、近年見られるウイルス
性感染症は、ある一定の潜伏期をおいて発症する
もの、ＨＩＶもそうですし、肝炎もそうですし、
おそらくプリオンも変異型のクロイツフェルトヤ
コブだけでなく、ひょっとすると他の病気もプリ
オンが原因だったとしたならば今、そういう疾患
が輸血を関してどんどん蔓延している可能性もあ
るということでございます。
その最後のところが重要でありまして、フィブ

リノゲンにしましても、肝炎にしましてもその輸
血が行われた時代には、まだそれほど障害を起こ
すと知られた疾患ではなかったのが、何十年か後
に発症して、それに対する対策が不十分でなかっ
たのかと、その責任を問われる、というようなこ
とでございます。
私も臨床出身なのですが、この部署にきて初め

て、ものすごくびっくりしたことは、ここ数年の
輸血医療が急激に変化しているということです。
さらには、法律に医療関係者の責務として明記を
されていることに、私はこの血液の担当になって、
非常に驚いたものです。
紀野先生が最初に血液の使い方には、法律があ

るんです。規制があるのです。ということをおっ
しゃっていましたが、実はそういうところに直結
していくものと考えていただかないといけない。
その法律は、やはり御存知のように血液製剤によ

―１８―



るＨＩＶの感染の問題というところからきており
まして、その安全性の向上のためにいろいろな検
査、例えばＮＡＴ検査であるとか遡及調査である
とかいうことで多大な費用をかけて、その安全性
の担保をもつだけでなくて、安全性の向上を図っ
ているところであります。しかし、それだけの取
組をしても、次々と発生するすり抜け事故である
とか、感染事故を考えた時に、結論としてこれは
理論上、感染症をなくすことはまずできないとい
うことを前提に、新しい血液新法ですとか薬事法
ができたという背景があります。
先ほども特定生物由来製剤というは、感染症の
可能性が否定できない製剤である。という風にさ
らりと書いてありますけれども、それは逆に言い
ますとそういうものであるから、それを使うから
にはきちんとメリット、デメリットを考えて使っ
ていただければいけないということです。
ですから、適正使用は確かに一部の方から言わ
れているように医療経済的な側面があるのかもし
れませんが、それ以上にやはり、我々血液に関す
る者からいうと、究極の安全策であると思うわけ
であります。
今まで申し上げたＮＡＴであるとか遡及調査は、
製造の過程での対策でしたけれども、そこの全体
的なバランスを考えますと、最終的な出口である
適正な使用のところ、市販後の段階での適正な使
用のところを強化して行く、または、そこについ
て少し考えて行くというのが適正使用の基本的な
理念になっております。
いろいろな適正使用であるとか、検査目的の献
血防止であるとか製剤製造検査体制の強化である
とかやっておりますけれども、基本的には安全性
の向上を高めるということで、すでに製造検査段
階での対策は限界に近づきつつあります。
例えば、今、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎の血液製剤を
介した感染が年間１０人とか２０人とか出ております
けど、それをさらに安全性を高めるために、例え
ば血漿製剤に不活化をすると全製剤で約８０億円か
かります。
そうしますと、単純に１０人として割ると一人の
Ｂ型肝炎患者の発症予防のために約８億円の費用
をかけるのかという話になります。これは、費用
対効果の意味でとても実施は困難である、などと
いう議論は専門家の間ではできるんですけれども、
社会的な議論になるとやはり、いくらかかっても
安全性を高めるためにできる対策は全て実施する
という結論になりがちです。本当にそれでいいの
か。ということが、今、行政の場では言われてい
るところでございまして、最終的にはそれらの費
用を賄う、制度を維持するための「負担」の議論
にまで及んでくるものだと考えています。
一般的な補償とか救済の考えからすると、リス
クがゼロでないことを前提として、予防できなかっ
たものについては補償をする。
むろん、安全対策には取り組むのですが、それ
でも事故は起きるものでありますから、事故が起
こった後には救済、補償するという考え方なんで
すが、日本の血液行政はいろいろな経緯、過去の

苦い教訓を背負っておりますので、できるだけ事
故の発生自体をなくすべきだという方向に進んで
おり、その意味ではもう世界で有数の安全性の高
い製剤を供給しているというところです。
ただ、一部の方からは、これだけ安全性が高まっ
ているのだからどんどん使っていいだろうという
御意見があったりもします。しかし、それは本末
転倒でありますし、コストもかなり掛かることで
ございます。さらには、国内自給という観点から
ある意味で限られた資源を使って行くということ
からするとこれは問題であると考えています。
これまでのお話しで、すでに適正使用の理念と

いうことについてはお話しできたかと思うんです
けれども、これをまとめますと、血液新法の中で
特にそれぞれの国、地方自治体、採血事業者、製
造輸入業者、医療関係者の責任ということが明記
されておりますので法律で書いてあるからにはこ
れを守らずに何かよからぬことが起こってそれが、
場合によって司法の場に行ったときには非常に不
利な立場になりかねない、というのは明言してお
きます。
先ほど申し上げたように、血液新法と薬事法の

二つが相まっておりまして、記録保存の義務であ
るとか説明責任（インフォームドコンセント）と
か、記録の２０年保存については、薬事法で定めて
おりますし、適正使用であるとか安全性の向上に
ついては血液新法で定めております。

今、問題となっておりますのは、適正使用とい
いますがそもそも適正とは何かということがわか
らないと適正な使用も守れないというところが今、
おそらく多くの医療機関で問題になっているとこ
ろなのかなと思いますが、これを少し考えてみま
すと、医薬品というのは体内に元々、原則的に体
内にない化学成分を投与して、ある程度の定めら
れた血中の治療域濃度を保ちつつ、副作用と効能
を鑑みて一番最適値で使うというのが医薬品であ
り、承認審査の時の基本的な考え方であり、治療
戦略であると思うんですけれども、血液製剤とい
うのは、そもそも人の体内にあるものについて、
それが不足したときに補充するものですので、お
そらく過剰に投与といいましても基準値以上まで、
投与するというところはおそらくないと思います。
その中で、どこまで投与して、基準値と比較し
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てどの位まで補充をして回復させるのかというと
ころが、適正使用の一つの基準を定める視点にな
るかと思うのですけれども、それについての議論
というはあまりされてこなかったと考えておりま
す。
一方で値がどの位まで下がれば、本来の機能が
低下するので、補充するべきであるという、その
治療の開始の基準の議論は十分されてきていて、
特に赤血球については十分な議論がされていると
考えております。
また、他の医薬品と違いまして、もともと体内
にある成分でございますので過剰投与による副作
用が比較的少ないというのも、これが過剰投与に
対する警戒心を緩くする要因でありますが、一方
で、近年のウイルス感染症であるとか、おそらく
今後出てくるプリオン病、新しい新興感染症のこ
とを考えますと、現在の感染症検査で安全である
からと使っているとおそらく今度、次に国民的な
血液を介した健康障害の問題は、次の新興感染症
が見つかった直前から見つかった直後の使用法に
焦点が当てられるのではないかと考えられます。
その際に、検査などで同定できない中で、できる
かぎり真に必要な場合のみ使用をするという基準
を明確にすることが求められているのです。

話はちょっと離れますけれども、数ヶ月前に人
由来胎盤（プラセンタ）注射を受けた方の献血を
御遠慮いただくという通知を出させていただきま
したが、その理由の一つとして、今、イギリス滞
在歴の方にひょっとすると変異型のクロイツフェ
ルトヤコブ病に罹っている方がもう国内にすでに
いるのではないかとの懸念があるからです。その
様な方の個々のリスクというものと、少し視点が
異なりますが、感染した人が一定の感染率（罹患
率）を超えた段階で、感染拡大にブーストがかか
り、一気に広がるときがあります。これは実はＨ
ＩＶの分野で不法薬物注射者の中にＨＩＶ感染者
が増えますと、ＨＩＶ感染者が急激に約１０倍から
２０倍に増えるという現象があることで知られてい
ます。実際、昨年、台湾でそういうことが起こっ
ておりますし、他のいくつかの国でも起こってお
ります。
その様に、ある特定の集団に感染が及ぶとその
集団を介して一気にブースト効果で感染が広がる

ということが起こるのですけれども、それと似た
ようなことがプラセンタを介して起こる可能性が
ある、と考えられております。従って今の現時点
では、個人レベルにおける感染リスクが高いとは
考えておりませんし、現時点ではそれを問題とす
ることではないと思いますので、あれ自身はプラ
センタの注射薬自身の危険性を問うている訳では
ございませんけれども、プラセンタに感染した患
者さんから輸血を介して、国内の変異型クロイツ
フェルトヤコブ病が場合によっては一気に広がっ
てしまう、つまり輸血医療が媒介となってしまう
可能性もあるというようなことがいわれておりま
す。
その辺は難しいのであまり献血者に説明しても

わかっていただけないので、理論上感染のリスク
があるというところで、何とか納得していただい
ているところですけれども、そういうような議論
が実際にはされて今回のプラセンタ注射を受けた
方の献血を検査方法がわかるまで御遠慮いただく
というような結論に達したわけでございます。
適正使用の基準がいずれにしても必要であると

いうことから、輸血療法の実施に関する指針であ
るとか、血液使用実態調査に基づく評価というも
のが、おそらく、その適正を考える上での材料に
なるのだろうと思っておりますけれども、ただ、
先ほど少し議論になりましたように３００床以上の
大規模の病院で使用量が多いということ、そこに
は輸血療法委員会の設置率も高いのに意味がない
のではないか、というような数字だけを見ると、
そのような議論になってしまうかも知れませんが、
もちろん使用量が多い病院ほど輸血療法委員会を
早く作り、輸血の使用についての管理、副作用に
対する対策をしなくてはならないということで、
設置率が高くなっているという初期の段階の現象
であるかも知れませんし、その推移を見てみない
とわかりません。また、輸血療法委員会を作った
のはいいけれども、どういう風にして実際適正化
を行っていくか、という手法自体が明確でないと
いうことであれば、具体的には例えば、血液使用
実態調査というのを都道府県毎でやるとか、同じ
道内の他の施設毎で比べるとか、また他府県と比
べてみるというのは当然あると思います。
それが先ほど述べましたように、骨髄移植をやっ
ているところはどうしても多くなりますよね、と
いうことであれば、骨髄移植をやっている医療機
関同士で比べていくというところでその適正化と
いうことの粒度を細かくしていって、最終的には
それぞれの治療、診断行為毎に適正量というのが
定められていくべきかと思っておりますが、まだ、
そこまで現場の方の負担もございますし、なかな
かそこまで議論が集約されるまでには時間がかか
るとは思いますが、最終的にはそういうところま
で行かないと、真の意味での適正化というのはで
きないのかなと思っております。
実はこの合同輸血療法委員会というのは、行政

としては、細かい地域差であるとか、施設の規模
であるとか、診療科であるとか、診療行為である
とかというそういう細かいところでの議論をでき
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ればやっていただきたい。
国全体で調査を行おうとすると、数は多くでる
のですが、こういう細かい粒度での使用の適否と
いうのは数を多く調査しても、平均化されて、薄
まるだけで、本当の意味での有効性や意味のある
データがとれるとは限りません。
数が多くなればなるほど、その特性であるとか
必要な量というのがずれていってしまう可能性も
ありますから、逆にある一定の地域である定めら
れた治療法の中で調べていくというのが、細かい
サブグループの調査には有効になると考えており
ます。都道府県毎に合同輸血療法委員会を設置し
てやっていただきたいというのは、そういう、き
め細かい適正化を推進するためには不可欠なもの
と考えております。
輸血療法そのものが必要で、その有効性はあっ
たのか、やったのはいいけど、やり方が適正であっ
たのか、最終的には副作用と治療による有効性と
してメリットがでたのかということがおそらく、
今後の血液製剤の使用にあたってはその根拠を作っ
て行かないといけない。
これらを作っていかないとなかなか実際に本当
に正しかったのか、と問われたときにそれに対し
て、医療関係者がきちんと説明する材料がなくなっ
てしまいます。従来からやっていますというので
は、新たな感染リスクの出現や研究で明らかになっ
てきた副作用など、治療によるデメリットが多く
指摘される中で、相対的にリスクを過小評価して
いることになりかねません。実際にこれは量的な
問題を言ってはおりますけどあくまでもデータで
すので、これをどのように解釈していくのかとい
うのは、例えばアルブミンの量は世界の３分の１
を使って非難されていましたが、最近は減りまし
たね。ただ、まだ、諸外国と比べて４倍近く使っ
ていますね。という話があり、これがどうなのか
というのは考えて行かないといけないところであ
りますし、地域差があるということから、まだ、
本当の意味での適正化されていないのではという
推測がされているのですが、この議論は実際に使っ
ておられる方々で議論していただく必要があろう
かと思っています。

血液製剤の使用量を赤血球使用量で割る方法は、
よく使っている輸血の使用に関する国際比較の際
に利用しますが、これは人種の体格のちがいや医

療水準のちがいによる使用量を差異をできるだけ
少なくするための手法です。この様な数字を示し
ながら議論していくということでその治療行為が
適正か、不適正かを考えていくことの、一つのきっ
かけとして重要になってくるのではないかと思い
ます。

これはまだ（案）ではありますが、厚生労働省
の中には薬事食品衛生審議会の中に血液事業部会
適正使用調査会がございまして、その具体的な情
報発信先として医療機関の輸血療法委員会という
のを考えておりますけれども、実際に輸血療法委
員会が何をすればいいかと言うことを考えるとき
に、もう少し医療機関の方々が話し合える場がど
うしても必要だろうと考えておりまして、国とし
てはこういった都道府県単位の合同輸血療法委員
会を作ることで、各医療機関の輸血療法委員会、
輸血療法に対する活動が活性化していくことを考
えています。
今、モデル的に１２の地域でこの合同輸血療法委

員会を行っていただいておりまして、実は北海道
が先行してやっていただいているところでござい
ますが、来年度におきましては、取り組みをがん
ばっていただいた委員会の方々、行政の方々、血
液センターの方々をお呼びして、都道府県でどう
やって行くことがよいのかというような意見交換
や話し合いをする場を作っていきたいと考えてお
りまして、その事業についても予算要求をしてい
るところでございます。

次に、血液製剤の国内需給を進めたいといいな
がらも、国際的にはＷＴＯというものがありまし
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て、あまり国が規制を作って輸入を妨げるという
ことは、正当な理由がなければ難しいと言うこと
がありまして、そこがなかなか我々が例えば献血
製剤でなければだめだといっても、非献血製剤で
承認しているのだから安全性は変わらないんです
よねといわれると、そうなんですよ。といわざる
を得ない。
そもそも安全でないものは承認できませんから
と言うところで、なかなか厚生労働省としても舌
をかんでしまっているところですけれども、先ほ
どお話ししましたが、我が国においては献血と売
血では献血で行くんだ。という国内の方針もあり、
国際ルールとしてはＷＴＯ（昔のＧＡＴＴでござ
いますけれども）があり、なかなか難しいところ
でございます。
フランスのようにＷＴＯなにするものぞと、国
際司法裁判をやって勝ち取るという強い国もある
んですけれども、なかなか日本の場合は、そこま
ではいっていません。ただ、昭和３９年に売血から
献血に変えていったというこの４０年間の取り組み
というのをぜひ、患者さんをはじめとする方々、
医療機関の方々に理解していただいて、できるだ
け献血による輸血というのを推進していく取り組
みをしているところです。
患者さんへの説明、適正な使用、表示の義務、
副作用の報告、記録の保存とお願いすることがど
んどん雪だるま式に増えているところでございま
すけれども、だからこそ、それなりに取り組み方
を決めていただかないと、なかなか医療機関での
実施は困難ではないかなと考えておりますし、そ
こが先ほど申し上げました責任医師がきちんと監
督や指導を院内でしていただくということが期待
するところでございます。
最後でございますが、血液行政につきましては、
中央がなんと言おうが、北海道はこういう風にや
る必要があるのだというような必要性があるので
あれば、そのやり方を議論しながら、必要性があ
る場合にはそれを認めて、実行すべきではないか
と思うものであります。
やはり、北海道の特徴、地域性、また、おそら
くこの厳しい気候の中ではぐくまれてきた、いろ
いろな文化を鑑みて、やるべきことがあるのでは
ないかと思います。
合同輸血療法委員会についても、地域が頑張っ
ていただくことで、日本の世の中も良くなって行
くのかなと思いますので、是非、みなさまの御意
見を賜りまして、要望をあげていただけたらと考
えている次第でございます。
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ガンマグロブリン製剤の使用状況に関する全国調査

愛知医科大学 輸血部 加藤 栄史

は じ め に
我が国において、静注用免疫グロブリン（IVIG）
を初めする血漿分画製剤の輸入依存性は以前より
指摘されており、自給自足の立場からも我が国の
血液事業の重要な課題となっている。IVIG に関
しては、最近では徐々に自給率も改善され、平成
１７年では８８％までに達したものの、残り約１０％は
輸入に依存している現状である１）。今後、自給自
足を達成するには適正使用を含めた改善策を確立
してゆく必要がある。
実際、使用の内訳を見ると、従来の調査２）にお
いて我が国では使用量の７０％が重症感染症に使用
されているのに対し、米国では大部分が自己免疫
疾患に使用されるようになってきており３）、両国
で実態は大きく異なっている。しかしながら、我
が国でも川崎病、特発性血小板減少性紫斑病（ITP）
などでは既に IVIG が使用され、臨床的有用性が
報告されている４，５）。さらに、最近、ステロイ
ド抵抗性筋炎を対象に臨床治験を行った結果、８８％
の症例に臨床症状の改善が認められたとの報告６）

もあり、我が国でも自己免疫疾患に対する適応拡
大が検討されている。さらに、適応拡大により米
国での使用量が増加したとのFarrugia ら３）の報
告もあり、我が国の自給率は再び急低下すること
が危惧される。このため可及的速やかな現状の把
握と今後の対策が必須と考えられる。
本稿では、我が国における IVIG の使用実態を

把握するとともに、問題点が指摘されている重症
感染症に対する適正使用の在り方ならびに自己免
疫疾患に対する適応等を検討する目的で、全国の
中・大規模病院における使用状況をアンケート調
査し、検討した結果を中心に述べる。

１．我が国における IVIG の使用実態
全国の中・大規模病院における IVIG 使用状況

を調査、検討した結果、患者数からみると、低・
無免疫グロブリン血症と自己免疫疾患を合わせた
割合が小児群（１５歳未満）では５４％と過半数であっ
たが、成人群では１８％に過ぎず、術後１週間以内
に IVIG を投与した術後感染症を含めた感染症の
割合が７３％であった（図１）。しかし、使用量で
は、低・無免疫グロブリン血症と自己免疫疾患は
小児群の７７％を占め、成人群でも４５％と患者数に
比して両疾患の占める割合が高かった（図２）。
これは１症例当たりの使用量が自己免疫疾患では
感染症に比べ、小児群で約４倍、成人群で約６倍
と相対的に多量となるためと思われる（図３）。
また、自己免疫疾患と感染症を合わせた患者数

は小児群で７１％、成人群で８３％であり、さらに、
使用量からみても両疾患は小児群で７５％、成人群
で８０％を占めていた。即ち、自己免疫疾患および
感染症が患者数、使用量双方において大半を占め
ており、今後の IVIG の需要量を規定する主要な
疾患であると考えられる。

特定機能病院では平成１５年４～７月に包括医療
が導入されたため、高額医療が敬遠される可能性
がある。事実、本調査において、小児群に関して、
特定機能病院群では自己免疫疾患の占める割合が
２０％であるのに対し、非特定機能病院群では２倍
強に当る４８％と高値を示し、使用疾患の約半数を
占めていた（図４）。特に、その傾向は使用量に
おいて顕著で、特定機能病院群の３３％に対し、非
特定機能病院群では７７％と大部分を占めていた。
また、成人群に関しても同様の傾向であった。こ
の様に、包括医療の導入に伴い、高額医療となる
IVIG 療法、特に自己免疫疾患に対しては、特定
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機能病院ではなく、それ以外の市中の病院に移行、
拡大されてゆくものと推察されることから、今後
IVIG の使用量調査では、これらの点をも考慮す
ることが必要である。

２．自己免疫疾患における使用状況
自己免疫疾患は前述の如く、IVIG の需要量を
規定する主要な疾患の１つである。自己免疫疾患
をさらに分析した結果、小児群では川崎病が４４．５％
と約半数を占めていたが、成人群で ITP、慢性脱
髄性多発性根神経炎（CIDP）、ギラン・バレー症
候群（GBS）などがほぼ同程度の割合であった
（図５）。これは小児群に特異的な川崎病の第一
選択治療法が大量 IVIG 療法７－９）であること、ま
た、成人に圧倒的に多いCIDP や GBSはステロ
イドや血漿交換などの治療法が一般的であり、大
量 IVIG 療法がまだ第一選択の治療法として認知
されていないこと１０）に起因すると考えられる。こ
のことが小児群と成人群との使用内訳の相違を来
したと推察された。

成人群においては、患者数からみると自己免疫
疾患は僅か１０％であり、我が国では自己免疫疾患
への使用は欧米に比して未だ低率であった。GBS
の初回治療法は血漿交換、IVIG療法であり、CIDP
では副腎皮質ステロイドを追加した３療法がある。
ただし、両疾患に対し、血漿交換、IVIG 療法は
同等の有効性を示し、現時点では両治療法のいず
れを第一選択とするべきかという点については明
確な見解がない１０）。しかし、本調査ではCIDP な
らびにGBSの多数例に IVIG が初回治療として

使用されていた。これは IVIG 療法が第一選択の
治療法として認知されてきた結果と考えられ、今
後、両疾患に対する使用量の増加が予想される。
さらに、近年、米国では、我が国で IVIG の適応
となっている疾患以外の自己免疫疾患にも適応が
拡大され、IVIG 使用量が急増している３，１１）。事
実、本調査でも保険適応外の疾患に対し、使用さ
れていた。このことから、欧米と同様、IVIG の
適応が拡大され、使用量が増加することが推察さ
れた。このためにも IVIG の使用指針の作成が望
まれ、今後、更なる使用実態の把握など詳細な検
討を加え、指針作成への基礎資料の蓄積を進める
必要がある。
投与方法に関しては、川崎病では殆ど２ｇ／㎏

／日・１日間、１ｇ／㎏／日・２日間などのガイ
ドラインに沿った短期大量療法が行われた（表１）。
さらに、小児群に多い急性 ITPに関しても同様
に短期大量療法が行われていた。これは川崎病な
らびに急性 ITPには、従来の０．２ｇ～０．４ｇ／㎏
／日・３～５日間の中期分割療法に比して短期大
量療法の有効性が高いとの報告１２，１３）によるも
のと考えられた。一方、成人群に多いITP、CIDP、
GBSおよびその他の自己免疫疾患での投与法は
従来の中期分割療法であった。

３．感染症に対する IVIG 使用状況
我が国では重症感染症に対し、二種または三種

の抗生物質を少なくとも３日間以上使用し、有効
性が見られない場合に IVIG を使用する場合が多
い。しかし、欧米では感染症に対し、IVIG は殆
ど使用されず、エンドトキシンや好中球減少など
の特異的な敗血症または敗血症によるショック症
例に限定して使用され、有効性が報告されてい
る１４）。実際、本意識調査でも IVIG を使用する感
染症として８０％以上の医師が敗血症をあげている
ものの、同時に、肺炎、腹膜炎などの敗血症以外
の感染症に対しても高い割合で使用すると回答し
ていた（図６，７）。さらに、我が国では約８０％
の医師が敗血症のみならず、肺炎など敗血症以外
の感染症を含めて、重症感染症と認識していると
判断された（図６）。本調査の使用実態はこの意
識調査の結果を反映する結果となった（図７）。
即ち、全症例の約３０％が敗血症であったが、同時
に、肺炎、腹膜炎などの敗血症以外の感染症も比
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較的高い割合を占めていた。この事は重症感染症
が IVIG の保険適応として認められていることか
ら、慣習的に使用されている我が国の現状を反映
していると考えられる。

IVIG の使用対象となる病原体に関しては、こ
れまでの感染症に対する IVIGの作用機序の報告１５）

から、細菌やウイルスに限られると考えられる。
事実、本意識調査でも全体として細菌が９０％以上、
ウイルスが約５０％との回答であった。ただし、小
児群ではウイルスとの回答が約８５％に認められた
（図８）。さらに、使用実態調査でも小児、成人
群ともに細菌が最も多く全体として６０％の頻度で
あった。また、病原体不明の症例も３０％前後と多
く認められたが、これまでの経験から、病原体不
明の症例の多くは細菌である可能性が高いと推察
され、もし病原体不明を細菌の分類に含めると全
体で８５％を超える高率になる。一方、ウイルスに
関しては、意識調査における高頻度と異なり、実
際には小児群でも９．２％、成人群では６．３％、全体
として７％弱と極めて低頻度であった。以上のご
とく、臨床現場では対象病原体としては大部分が
細菌であると判断された。これまで、細菌感染症
に対する IVIG の有効性を示した報告１６）では、強
力な化学療法の行われた血液疾患や骨髄移植時の
白血球減少時における感染症合併症例に対しての
みである。この様に、免疫グロブリン産生能の低
下や白血球減少などの免疫不全状態での感染症や
一部の敗血症に対しては有効性が期待される。た
だし、本調査では、血液疾患を含めた免疫不全症
例は４０％前後であり、半数以上の症例が免疫不全

状態とは考えられない一般的な感染症である。さ
らに、Werdan１７）の報告の如く、一般的な感染症
に対して IVIG の有効性を明確に示した報告はな
い。即ち、IVIG の適正使用を推進するには、細
菌を中心とした感染症に対する有効性を再評価す
る必要がある。そのためにも、投与開始の判断基
準が必要となる。

本調査では IVIG 投与開始の判断基準となる項
目を意識調査にて検討した。その結果、発熱、発
熱期間、白血球数、CRP値、血液培養、抗生物
質の投与日数ならびに反応性の７項目が有用であ
るとの回答が得られた。しかしながら、実際の臨
床現場ではこれら７項目を合わせた活用度が低く、
小児群では２０．８％、成人群では３３．７％と低率であっ
た。このため、現場に則した適正な項目を選択す
る目的で、活用度の高い６項目ないし５項目の組
合せを検討した。その結果、血液培養と抗生物質
の反応性を除いた５項目（発熱、発熱期間、白血
球数、CRP値、抗生物質の投与日数）の組合せ
が小児群（７４．８％）、成人群（８６．３％）ともに活
用度が高く、その臨床的有用性が期待された。
次に、各項目における投与基準値を検討した。

その結果、意識調査では、各基準値が比較的厳し
く設定され、小児群と成人群では発熱、発熱期間、
白血球数、CRP値に多少の差が認められたが、
その他はほぼ同等の値であった（表２）。この基
準値を基に、実態調査における適合率を検索した
結果、前述の活用度の高い５項目で見ても、小児
群０．９％、成人群５．８％と極めて低率であり、臨床
現場に適応していないと判断された。そこで、臨
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床現場に則した基準値の設定を試みた。即ち、使
用実態調査を基に比較的緩やかな基準値を設定し
た。この新基準値を基に、前述の５項目について
適合率を検索した結果、小児群で１４．６％、成人群
で１３．９％と依然として低率であった。このことは、
前述項目は実際の臨床現場では IVIG の使用開始
の判断に必要な項目として検索はしているものの、
５項目の基準値を全て合わせ考えて開始時の判断
基準としているわけではなく、１～２の項目を基
に開始している可能性が強く示唆された。すなわ
ち、５項目について各々の基準値を設定したとし
ても、本調査における IVIG 使用症例の大半は使
用基準には適合せず、不適正使用と判定される可
能性が高いと考えられる。また、今回選択した項
目あるいは基準値が感染症の重症度を必ずしも反
映していなかった可能性は否定しきれないが、こ
の点については今後さらに詳細な検討が必要と考
える。さらに、今後作成する基準については、各
項目の選択性または点数化などを活用してゆくこ
とが必要と考えられる。

参 考 文 献
１）厚生労働省医薬食品局血液対策課：血漿分画
製剤の供給状況．血液事業報告、２００６：４２�４６．

２）清水勝：総括研究報告．血液製剤の使用状況
の分析及び需給に関する研究（主任研究者 清
水勝）。平成１２年度研究報告、２００１、１�１５．

３）Farrugia A and Poulis P： Intravenous im-
munoglobulin： regulatory perspectives on
use and supply．Transfus Med，２００１；１１：
６３�７４．
４）中村好一、屋代真弓、上原里程、他：第１７回
川崎病全国調査成績。小児科診療、２００４；６７：
３１３�３２３．
５）高松純樹：免疫グロブリン製剤。監修者 池
田久實、輸血学 理論と展望、北海道大学図書、
北海道、２０００、８１�８３．

６）柏崎禎夫、他：ステロイド抵抗性多発性筋炎
／皮膚筋炎に対するガンマグロブリン大量静注
療法の検討。厚生省特定疾患免疫疾患調査研究
班 平成８年度研究報告書、１９９６、２０１�２１３．

７）日本小児循環器学会学術委員会：川崎病急性
期治療のガイドライン。日本小児循環器学会誌、
２００４；２０：５４�６２．

８）Yanagawa H，Nakamura Y，Sakata K，et
al ： Use of intravenous γ�globulin for
Kawasaki disease： Effects on cardiac se-
quelae．Pediatr Cardiol，１９９７；１８：１９�２３．

９）Lang B and Duffy CM：Controversies in
the management of Kawasaki disease．Best
Pract Res Clin Rheumatol，２００２；１６：４２７�
４４２．

１０）日本神経治療学会／日本神経免疫学会合同神
経疾患治療ガイドライン：ギラン・バレー症候
群（GBS）／慢性炎症性脱髄性多発ニューロパ
チー（CIDP）治療ガイドライン。神経治療、
２００３；２０：１９３�２１０．

１１）Knezevic�Maramica I and Kruskall MS：In-
travenous immune globulins：an update for
clinicians． Transfusion，２００３；４３：１４６０�
１４８０．

１２）Tarantino MD：Acute immune（idiopathic）
thrombocytopenic purpura in childhood．
Blood Reviews，２００２；１６：１９�２１．

１３）Terai M and Shulman ST：Prevalence of
coronary artery abnormalities in Kawasaki
disease is highly dependent on gamma globu-
lin dose but independent of salicylate dose．
J Pediatrics，１９９７；１３１：８８８�８９３．

１４）Dominioni L，Bianchi V，Imperatroi A，
Minoia G，Dionigi R：High�dose intravenous
IgG for treatment of severe surgical infec-
tions．Dig Surg，１９９６；１３：４３０�４３４．

１５）Werdan K：Supplemental immune globulins
in sepsis．Clin Chem Lab Med，１９９９；３７：
３４１�３４９．

１６）正岡徹、他：重症感染症に対する抗菌薬との
併用療法における静注用ヒト免疫グロブリンの
効果。日本化学療法学会雑誌、２０００；４８：１９９�
２１７．

１７）Werdan K：Pathophysiology of septic shock
and multiple organ dysfuncion syndrome
and various therapeutic approaches with spe-
cial emphasis on immunoglobulins． Ther
Apher，２００１；５：１１５�１３３．

―２６―


