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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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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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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
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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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