
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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