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は じ め に 
 
 平成１４年度の都道府県別１，０００床あたりの血液製剤の平均年間使用量は、奈良県で

は、ＭＡＰ赤血球製剤４，７１３単位（全国５位）、新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）製剤３，２６６単

位（同２位）、血小板製剤９，９８８単位（同２２位）、アルブミン製剤４７，７４６ｇ（同８

位）と、とりわけＭＡＰ、ＦＦＰ、アルブミン製剤の使用量が多いことが指摘されています。

その中でも特にアルブミン製剤は、全国平均に比べて奈良県では突出して多いことが指摘され

ており、厚生労働省から適正使用についての指導がなされています。それにもかかわらず、平

成１１年と１５年のアルブミン製剤の使用量を比較すると、９５％とほとんど減少していない

状態です。この理由として、従来、県内各医療機関ではそれぞれ輸血療法委員会が立ち上げら

れているにもかかわらず、各施設間での横の情報連絡が不十分で、適正使用についての足並み

が揃わず、このため十分な効果が上がっていないと推察されます。 
昨年１１月に、奈良県合同輸血療法委員会を組織し、県内各医療機関の輸血管理者が集まり、

「横の連絡」を密に行うことにより、特にアルブミン製剤の使用量削減について、その成果を

上げるための努力を継続的に行っています。 
委員会事務局を奈良県赤十字血液センターに置き、奈良県立医科大学付属病院が中心に、県

立３病院、私立３病院の計７病院がメンバーとして参加しており、「血液製剤の適正使用」を大

目標として厚生労働省の血液製剤使用適正化方策調査研究事業にも取り組みを行っています。 
２００４年４月より開始された血液製剤による副作用・感染症救済制度、２００５年９月に

通達された輸血療法の指針（第３版）、２００６年４月より輸血管理料の導入などにより、医療

現場では輸血医療に関する意識や組織の根本的な変革が必要となっています。 
本講演では、血漿分画製剤を中心に、新指針に示された適正使用の考え方を示し、治療の最

前線で活躍されている方々へ、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 
 
平成１９年３月 
 

奈良県立医科大学付属病院輸血部教授  
奈良県合同輸血療法委員会 委員長  

藤 村 吉 博 
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はじめに 

本口演の趣旨は、人血清アルブミン (HSA)の適正な使用により使用量を削減し、献血による国内自給

を目指すことにある。では今、何故国内自給なのかが問題となるのであろうか。それには、まずわが国

の国内自給への取組についてのこれまでの経緯と国内自給の必要性を理解しておく必要があると考

える１）。さらに直近に取組むべき国内自給に向けての方策については、「血漿分画製剤の製造体制の

在り方に関する検討会」の「HSA と免疫グロブリンの国内自給推進のための方策」ワーキング グルー

プ（以下，検討会WG）報告書(平成17 年12 月)の提言をも含めて述べることにしたい。 

現在、世界的な潮流としては、既に 1975 年の WHO の勧告にもあるように、血液は総べて自国内の献

血により自給自足する方向にある。しかしながら、わが国では血漿分画，特にHSAの使用量は国際間

比較でも際立って多く、しかもその約半量を外国、主に米国の売血由来の輸入製品に依存している。

このような状況を克服して国内自給を達成する必要があると考えるが、HSA の適正使用による使用量

の削減については、昨年9 月に改定された使用指針２）に沿って使用することが推奨される。 

 

１．国内自給への取組みの経緯（国内自給は夢か幻か） 

 輸血用血液の献血による 100%確保は 10 年間で達成できたのに、血漿分画製剤の国内自給が最初

に提唱されて既に 30 年を経ているにもかかわらず、未だに達成しえていない。わが国は人口 1 億 2

千万人を擁することから、血液については資源大国であることを考えると、何故なのかとの疑問が生ず

る。 

1）献血への閣議決定（1964 年）：当時商業血液銀行が隆盛を極め、採血基準を無視した頻回採血によ

り多くの供血者（売血者）に高度の貧血をきたし、また受血者（患者）の 50%もが輸血後肝炎なったこと



から、社会問題化したことへの対応策であったが、当時の社会情勢を考えると英断であったと言えるで

あろう。献血100%（1974年）になって、輸血後肝炎は50%から16%へと激減し、しかも献血者数も増加

し続けた。輸血用血液から撤退した商業血液銀行は、その活路を血漿分画製剤の製造・供給に求め

た。 

2）血液問題研究会報告（1975 年）：この報告では，血漿分画製剤の原料血漿も献血により確保すること

が謳われている。この提言は誠に時宜を得たものであったが、翌年には外国の売血由来の原料血漿

の輸入が開始されたのは不可解である。思うに、この 1975 年はヴェトナム戦争が終結し、戦略物資の

一つでもある HSA が大量に余剰になったことによるものと思われる。1970 年代後半に欧州諸国で

HSAの大量使用が問題となり、実態調査と共にHSAの使用指針が作られ、HSAの必要量は人口100

万人当たり 200kg とされたが、それをわが国の人口と原料血漿に換算すると、約 96 万 L となる。その

頃よりわが国では、高度経済成長が始まり、外国の血漿分画メーカーの格好の市場になったものと思

われる。 

血漿分画、主に HSA の使用量は急増し、特に HSA 使用量は原料血漿換算で 10 数万L（1975 年）か

ら 384 万L（1985 年）と数十倍にもなり、国内自給率は 5%未満に低下した。しかも、非加熱濃縮凝固因

子製剤も大量に輸入されたことより、多くの血友病患者がHIVに感染するという未曽有の薬害エイズ禍

をもたらした。 

3）血液事業検討委員会第一次中間報告（1985 年）：ここでは、再度原料血漿の献血による国内自給が

謳われているが、HSA の製造に必要な原料血漿の半量（100 万 L）を献血により確保するとした。一方、

国内自給を達成するためには血液の適正使用による使用量の削減が必須であるとし、翌年（1986 年）

原料血漿の確保を念頭に、赤血球濃厚液（RCC）、新鮮凍結血漿（FFP）、人血清アルブミン（HSA）の

適正使用指針（現行使用指針の第1 版）が出され、２～3 年で HSA の使用量は 2/3 に激減した。 

4）新血液事業推進検討委員会第一次報告（1989年）：原料血漿の確保が遅々として進まないために設

けられた本委員会では、三度目の原料血漿の献血による国内自給が提言された。血漿分画製剤の委

託製造(ブランド名は日赤とする)による民間の製造施設の活用、薬価差益の解消と適正使用の推進の

ために血漿分画製剤の供給一元化等の画期的な提案をしている。それに沿ったいくつかの担当局長

と担当課長の通知が都道府県や日赤本社宛に出された。しかし、委託製造と供給一元化とは何時の



間にか闇に葬られてしまったが、今日までこれらの通知等を取消すとの通知は出されてはいない。 

5）血液行政の在り方に関する懇談会報告（1997 年）：薬害エイズ訴訟の和解（1996 年）を契機に設けら

れた。輸血用血液の日赤による独占的な供給を是認し、一方世情が変わったとして血漿分画につい

ての前委員会の提言した依託製造と供給一元化を否定し、供給については現状のごとく市場原理に

委ねるとした。この決定は、その後の経緯を見るまでもなく、国内自給推進上の障害（後述）となってい

る。また、エイズ訴訟で明らかにされた血液問題の責任所在の曖昧さ、血液の安全性についての危機

管理体制が不十分なことが露呈されたことへの対応策として、血液法の立法化が提言された。 

6）中央薬事審会企画・制度改正特別部会報告(2000 年)：血液法の検討のために、1998 年に設置され

た。献血による国内自給は極く自然に受入れられたが，血漿分画の供給体制の在り方については最

後まで合意が得られず、約1 年の中断を経て，4 論並記のかたちで纏められた。 

7）安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（血液法）の成立（2002 年）：衆参両院の全会一

致で可決（同年7 月）された。ここには基本理念として、 

① 血液製剤の安全性の確保 

② 安定供給の確保 

③ 献血による国内需給 

④ 適正使用の推進及び 

⑤ 政策決定の公正の確保と透明性の向上 

とが謳われている。すなわち、総ての血液製剤は国内の献血により自給することが法に基づく国の政

策課題（国是）となった。 

本法の第八条では医療関係者の責務として、血液製剤の適正使用に努めることが謳われている。さら

に、第九条には厚生労働大臣は基本方針を定めるとの規定に基づき出された告示（第207号，平成15

年5 月）には、平成20 年を目途に国内自給を達成するとし、必要な原料血漿量を 117 万L、HSAの需

要予測を 163〜170 万 L としている。需要予測は既に達成されているが（後述）、原料血漿の確保と自

給率の達成についてはなお今後の課題である。 

 

 



2．血漿分画の国内自給の必要性（日本人のモラルが問われている！） 

 これについては、血液に関する倫理性、安全性、安定供給の観点から考察することにしたい。 

1）倫理性：血漿分画は姿・形、色がどうであれ、人の血液そのものであることに変りはない。つまり、人

体由来のものを売買して利潤を追求することは倫理的に受入れ難い。他の臓器の売買は諸先進国同

様に禁止されており、しかもわが国の血液法では罰則（懲役/罰金）まで設けて血液の売買とそのあっ

旋を禁じている。それにもかかわらず、国外での売血由来の製品を輸入して使用していることは倫理

的に矛盾しており、もし問題意識を持たないとすれば、かっての大量輸入時代のごことく、日本人のモ

ラルが問われることが危惧される。 

2）安全性：国内献血由来と外国非献血（売血）由来の血漿分画のどちらも、それぞれの国による原料

血漿の規格と製造工程への規制及び製品の検定が行われていることから、その限りにおいては両者

の安全性に差はないと言える。しかし、このことはあくまでも検査の行われている既知の病原体につい

てのことであり、未検査の病原体（HAV, PBV-B19）や検査法のない病原体（変異型プリオン[vCJD]）等

についは不活化処理も不十分ないし不可能であったり、さらに手掛りのない未知の病原体（流行当初

の HIV 感染）等については全く無力である。では、それらへの対策をどうするかが問題となる。 

一般に、多くの売血者は経済的な理由で売血していることは今も昔も変わらない。このような売血者の

生活環境は決して好ましいとはいえず、既知あるいは未知の病原体に感染する機会は相対的に多い

と考えられ、それはかっての国内では売血由来の輸血用血液による輸血後肝炎の多発や米国では売

血漿由来の血漿分画による HIV 感染（エイズ）の多発で経験済みのことである。しかも、受血者に何か

問題が起った場合に遡及調査が行われているが、国外からの輸入品では迅速な対応が取れないこと

も想定され、健康被害を拡大させてしまう懸念もある。これらの点を考えると、安全性については自国

内の献血由来製品の方に軍配を上げるべきであり、より安心して使用できるであろう。 

3）安定供給：血液は戦場での救急医薬品として必須であることから、戦略物資の一つと位置付けられ

ている。大きく外国に依存していることは、輸出国に戦争などの一旦緩急が有れば、輸入国としては即

座に供給不足に悩まされることになるであろう。わが国の 1980 年代の異常なまでの HSA 使用量の急

増は、その反動の結果であると考えられる。献血による国内自給の達成は、最も確実な安定供給体制

の確保策である。 



 

３．HSA 使用量と国内自給率の推移 

わが国の HSA 使用量は 1985 年の 384 万L を過去最大として、翌年に出された使用指針（1 版）によリ

2～3年で280万Lへと急減した。このような急増急減は過剰使用が行われていたことによるものと言わ

ざるをえないであろう。その後 1999 年に使用指針が改定（２版）されて使用量はさらに減少し、2002 年

度には 191 万L と 1985 年の半分以下となり，最近は 169 万L へと減少し続けている（図１）。一方、国

内の原料血漿確保量も漸増し、それに応じて自給率も 2006 年度には 57%になるものと予測されてい

るが、ここでの最大の問題は、2002年度の原料血漿確保量は、73万Lではなく実は110万Lもあった

ことから、自給率は38%ではなく58%になりえたはずであるということである（表１）。つまり、後述するよ

うに献血由来製品が捌けないことから、製造メーカーが生産調整を強いられ、ほぼ一年分の献血由来

の原料血漿を抱え込むことになってしまった。したがって、2002 年まで順調に延びてきた原料血漿の

確保目標量を、以後減らさざるを得なくなっているのが現状である。これでは、国民の献血離れが憂

慮されることから、その対策を講じることが喫緊の課題であると考える。 

全国のHSA使用量と自給率の推移
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　 　 血漿確保量(万L) 供給量(千kg)　自給率(%)
計画 (実績)　 HSA  IVIG   HSA   IVIG 

2001　 101    (104)         48       3.6 34        81
2002　 108    (110)         48       3.7 36        83
2003　 108 (103)         45       3.6 46        86
2004　 94     (94)         43       3.4         50        87  
2005　 90     (95)         42       3.5         54 89       
2006          93 (計画の達成は可能) (? 57)  (? 91)
2007       ? 97

原料血漿確保量の推移

☆計画量の年々低下は献血由来HSAの販売不振の為

☆自給率の上昇は使用量の減少も寄与 (?: 見込値)

(厚生労働省 2006.11)

(20)

年度

奈良070316

表１

 

では、わが国の原料血漿量はどの位が適正量であろうか。既に述べたように、1970 年代後半の欧州

の報告に基づけば 96 万Lとなる。最近の報告を国際的にみてみると、血液事業が順調であり、人口も

相対的に多い英仏との比較では、わが国のHSA使用量355kg（2003年）は英国の約4倍、仏国の約２

倍である（血液製剤調査機構、2005年）ことから、原料血漿換算量の使用量174万L（2003年）は50万

〜90 万 L でよいことになる。一方、国内的には、長年に亘り HSA の適正使用に取組んできた三施設

の使用量について、過去最大使用量であった年を 100%として年次推移を見ると、増減はあるものの

ほぼ20〜40%に減少している（厚労省研究班報告、2000年）。これを全国に当てはめうるとすれば、原

料血漿確保量は 80 万〜150 万L（中間の 30%とすれば 120 万Ｌ）ということになる。このように内外から

の報告よりして、わが国では未だ HSA の使用量は過大であるといわざるを得ないであろう。 

厚労省は 5 年ごとに全国の血液製剤の使用実態調査を行なっている。この中間集計によれば、HSA

の使用量を都道府県別に千床当たりで見ると、使用量が最大と最少の県での差（比）が実に 6 倍もあり、

奈良県は全国第３位で、最少使用県の約５倍も使用しているとの結果である（厚生労働省中間報告、

2006年12月）。なお、FFPの使用量（19位）も5倍であり、血漿製剤の使用量の多さが目立つ。使用量

が多いこと自体は問題ではないが、果たして適正に使用されているかが問われるべきであろう。過去



の経験を踏まえると、残念ながら過剰使用を疑わざるを得ず、改正使用指針（3 版）に基づく使用を推

進することにより、第一段階の目標としてはせめて全国平均以下になるように努めることが望まれる。 

 

4．国内自給率の向上策（患者の選択に応じられる体制を！） 

血液法により国是となった血漿分画の国内自給を達成するための審議を促進するために、 検討会

WG を設置し（2006 年３月）、主に直近の実行可能な課題についての検討が行われた。以下、この検

討会WG の報告書（2006 年12 月）に準じながら、まず現状を認識し，さらに医療側、製造側、国側（厚

生労働省）の三者がそれぞれに対応すべき課題について、私見も交えて述べることにしたい。ここで

の具体的な主要な課題は、献血由来HSA の使用促進と薬価差益の克服である。 

 

1）現状の問題点：現在，国内には日赤を含めてメーカー４社が献血由来の原料血漿から各種の血漿

分画を製造しており、四社合計の HSA の最大製造能力は 130 万L である。しかしながら，各メーカー

ともフル生産が出来ず、献血由来製品の生産調整を強いられている状況にある。それは献血由来製

品の販売不振から各メーカーは過剰在庫を抱え、減産を強いられる状況になっており、国としても

年々原料血漿確保目標量を減ぜざるを得なくなり、確保目標量が2002年の110万Lから2005年には

ついに 90 万 L にまで減ってしまった（表１）。これでは血液法の精神に悖るものと言わざるをえず、ひ

いては国民の献血離れにつながり、輸血用血液の供給にも影響を及ぼすのではないかと危惧され

る。 

このような状況に至った最大の理由は、血漿分画の供給が市場原理により行なわれていることにある。

つまり、2 年毎の薬価改訂の度に、値引率の少ない献血由来の HSA がより大きい売血由来のものより

相対的に高価になり、益々医療機関側に使って貰えなくなっている。したがって、献血由来 HSA の使

用促進をどのように図るかについて、医療側、メーカー側と国側の各責務（対応策）を述べることにす

る。 

 

 

 



2）国内自給推進の方策： 

⑴ 医療側の対応策：適正使用の推進により HSA の使用量を減ずることである。それには、使用指針

の普及や輸血管理料取得へ向けた院内体制を確立し、さらに輸血学会の実施しているA & Iの活用も

考慮すべきであろう。今回のような都道府県単位の合同輸血療法委員会を開催することは、近隣の他

の医療機関の状況について有益な意見を交換できるであろう。 

また、独立採算制を強いられている医療機関としては、より安価な製品を購入することは、止むを得な

い面もあるであろうが、患者あっての医療機関であることを考えると、実際に使用する際には、どちら

の製剤（国内献血由来か海外売血由来か）を使用して欲しいかについて、患者の意向（自己決定権）

を尊重すべきであると考える。その点、最近行われた虎の門病院の調査によると、殆どの患者が高価

であっても国内献血由来を選択したと報告されていることは、大いに参考になるであろう。しかも、改正

薬事法では、血漿分画の使用時にもインフォームド コンセント（IC）を得ることを義務付けるていること

から（薬事法第六十八条の七）、その際に血漿分画には献血由来の国産と非献血由来（売血）の輸入

品とがあること（容器にその表示がある）、価格は国産の方が高いこと（7,330〜8,908円対6,032 円）、安

全性についてはいずれも国家検定品であることから既知の病原体については同等であるが，未検査・

未知の病原体については献血由来の方が優れているであろうということ、献血による国内自給が法の

定める国是となっていること等を提示し、患者に選択を任せ、医療機関としては献血由来製品の選択

にも対応できるようにすべきであると考える。少なくとも国内の自給率に相当する量（60%）は献血由来

品を使用するように努めるべきであろう。 

 

⑵ 製造側の対応策：献血由来製品の価格の低減化を図る必要がある。製造側の問題点の一つは、

血漿分画製剤は連産品（同一の血漿から複数の製品を製造できること）であることにある（図２）。つまり、

多くの製品の製造ができればそれだけ各単品の製造費用は低減できる。しかし、現状では原料血漿

の確保量を最大使用量の HSA の必要量に合わせるか、二番目に多い免疫グロブリンの製造に必要

な量に留めるかにある。前者では、HSA のある量以上は単品のみの製造となり、高コスト要因となる。

後者では、さらに多くを必要とするHSAの原料血漿量をどうするかが問題となる。現状では、国内の製

造業者は免疫グロブリンの製造に必要な血漿量の範囲内で HSA の製造をしていることから、それ以



上の HSA は輸入に依存する構造になっている。その他、献血由来製品がより高価な要因には、彼我

の採血漿体制の在り方（人件費）や製品の製造規模（製造コスト）からみて、止をえない面もあると考え

る。とはいえ、最も高価な日赤製を含めて、少なくとも献血由来製品については一物一価になるように

努めるべきであろう。 

 

連産品である血漿分画製剤の
製造コスト上の問題
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⑶ 国側の対応策：検討会WG 報告では触れられていない。問題は、既に述べたように現行の薬価の

改定は過去二年間の実勢価格（値引き率）に合せるように決められている。献血由来製品の値引き率

は輸入品よりも少ないために、両者の薬価差は年々拡大する仕組みとなっていることから、血液製剤

については別な方法を検討すべきであると考える。結局のところ、血漿分画製剤の価格を市場原理に

任せると言うことでは、国内自給の達成は困難であるといわざるをえず、国内製造メーカーの効率的な

製造体制の在り方や供給一元化をも含めて、再度本格的に議論すべきである。 

 

おわりに 

献血による国内自給は、法に基づく国是である。適正使用の推進により使用量を適正規模に逓減し、



使用にあたっては患者の自己決定権を尊重しつつ、献血由来製品の使用促進を図り、血液について

は資源大国であることに思いを致すことによって、血漿分画の国内自給は達成可能と考える。 
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輸血管理料と医療機関での取り組み：アルブミン製剤の適正使用 

                    

 半田 誠 慶應義塾大学輸血・細胞療法部 

 

 ●はじめに  

 平成１８年度の診療報酬改定に伴い、医療機関における輸血療法の質を評価する輸血管

理料が導入された。 

 輸血安全体制の強化や適正使用の推進のために平成１５年に施行された安全な血液製剤

の安定供給の確保等に関する法律（血液法）と改定薬事法は、医療機関に多大な負担を強い

るものであった。いうまでもなく、法令遵守を励行するためのインセンテイブは医療収入に立脚

するのが保険医療の基本である。輸血医療に関連した診療報酬項目には、薬剤費（輸血用血

液製剤を除く血液製剤）、輸血料（保存血、自家血、自己血、血漿）、検査料、特定医療材料

費（フィルター）および放射線照射料があり、輸血すればするほど収入を得ることができる。こ

の輸血医療の出来高制は明らかに法令遵守（すなわち適正使用→使用量削減）とは相容れ

なかった。したがって、今回の医療費総量のマイナス改定の逆風の中での輸血管理料の新設

は、その矛盾を一気に解消すべく、医療機関に法令遵守を促す国の強い意志を示すもので

ある。 

 

●輸血管理料とその意義 

輸血管理料（１及び２）の要件は、１）輸血管理体制（部門の設置、責任医師及び臨床検査技

師の任命、輸血療法委員会の設置、２４時間検査体制の維持、）が十分整備されていること、

２）「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の改定について」（平成１７

年９月６日付薬食発第０９０６００２号厚生労働省医薬食品局長通知）を遵守して、安全管理と

適正使用が推進されていること、３）具体的な適正使用の評価基準値（血漿製剤（FFP）とアル

ブミン製剤）を満たすこと、である（図１）。とくに、高度な機能を有する大規模施設を想定した

管理料１（その他の病院は管理料２）では、アルブミン製剤の輸血部門での一元管理を必要条

件としたことは画期的である。輸血用血液製剤と同一の管理体制下に置くことで、その使用の

事前・事後評価が容易となり、アルブミン製剤の使用適正化が推進されるとの意図がある。血

液法を通じた国策であるアルブミン製剤の平成２０年度国内自給達成にはアルブミン使用量

の大幅削減が不可欠で、そのためには医療機関における適正使用推進が も重要な課題で

あることは明白である。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 

 

● アルブミン製剤の適正使用に向けた取組み 

１）臨床効果のエビデンス 

 以前より血清アルブミン値が重症患者の生命予後を規定する強い独立因子とされ、それを

補正することが正当化されてきた。しかし、基盤となるエビデンスのレベルは決して高くなかっ

た。その後多くの臨床データが欧米で蓄積され、我が国の臨床現場で短絡的・習慣的使用と

の批判が当を得たものであることが明瞭となった。 

 １９９８年、英国 Cochrane グループは、重症低アルブミン血症に対するアルブミン製剤の臨

床効果を扱った過去の３０件（患者数：１，４１９人）の無作為対照試験のメタ解析を行い、アル

ブミンが患者の短期死亡率を上げる可能性を指摘した。２００４年、オーストラリアとニュージラ

ンドのグループ（１６施設）から、集中治療室における蘇生液（補液）としてアルブミン製剤（４％

アルブミン）と生理食塩水の効果を比較検討する大規模多施設無作為化二重盲検試験（The 

Saline versus Albumin Fluid Evaluation: SAFE study）の結果が報告され、有用性や安全性の

相違は両群間で認められなかった（図２）。集中治療室に入室し、無作為に割り付けられた患

者数はアルブミン群と生食群でそれぞれ３，４９７と３，５００人あった。２８日間の観察で両群間

の臨床パラメータに目立った相違はみられなかったが、血清アルブミン値はアルブミン群で有

意に高かった。しかし、短期死亡率は両群間で類似しており、アルブミン群で２０.９％（７２６例）、

生食群で２１.１％（７２９例）が死亡した（相対リスク：０.９９、９５％信頼区間：０.９１−１.０９、Ｐ＝０.

８７）。生存率、新規の臓器不全を発現した患者数、ＩＣＵ滞在日数、入院日数、人工換気日数、

腎透析日数に差は認められなかった。 

 

 

輸血管理料Ⅰ、Ⅱの算定要件

-　医師設置 専任 ○

-　技師設置 専従 専任

-　24h検査体制 当直 　○

-　製剤一元管理 輸血用

アルブミン

-　委員会（年6 回以上） ○ ○

-　指針遵守* ○ ○

○ ○

○ ×

-　適正基準 FFP/RBC

Alb * * /RBC

0.8> 0.4>

2.0> 2.0>

*適正使用推進、感染症監視体制構築

管理料Ⅰ 管理料Ⅱ

* *単位換算(単位)＝重量（g）÷３



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 

 

 これを受けて、Cochrane グループはメタ解析による 新調査を行い、生理食塩水のような安

価な代替輸液に比較して、アルブミン製剤の同等の安全性は証明できたが、その臨床的有用

性（熱傷や低アルブミン血症の重症患者の死亡率を低下させる）は証明できず、アルブミン製

剤が他の代替輸液より優れているという証拠は現在までないと結論した。 ２００５年、米国ＦＤ

Ａは１９９８年の Cochrane 報告に基づくアルブミン製剤の安全性への警告を解除した。以上か

ら、１）アルブミン製剤は補充療法として低アルブミン血症（急性、慢性）におけるアルブミン値

の一過性の補正効果がある。２）他の代替補液（晶質液、人工膠質液）と比較して、アルブミン

製剤は同等の安全性を示すものの、その臨床的有用性（短期予後の改善効果、臓器不全の

改善効果など）が優れているという証拠はないと考えられる。 

２）使用指針 

 平成１１年、輸血製剤（アルブミン製剤を含む）の使用指針（第２版）が厚生省（当時）より通

知され、平成１７年１０月には、SAFE study を含む 新のエビデンスに基づいた改訂版（第３

版）が発行された。 指針によれば、アルブミン製剤（人血清アルブミン、加熱人血漿たん白）

の使用目的は、１）急性病態における循環血漿量（急性低アルブミン血症：２．５ｇ／ｄＬ＞）の

確保、２）管理不能な慢性低蛋白血症（慢性低アルブミン血症：３．０ｇ／ｄＬ＞）の一時的な急

性病態の改善、である。それぞれの目的のために前者では等張製剤（５％アルブミンまたは加

熱人血漿たん白）、後者には高張製剤（２０％もしくは２５％アルブミン）を使用する。そして、使

用の対象疾患・病態が明確に提示され、単なる蛋白の補給は適応外とした。また、出血性ショ

ックなどで血漿浸透圧を維持する目的では、アルブミンと同等の効果を示す人工膠質液（６％

ヘタスターチや１０％デキストランなど）が等張製剤に優先して適応となることが明示された（図

３，４）。 
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図４ 

３）具体的な取組 アルブミンの適正使用を院内で推進してゆくための大きな力となるのが輸

血管理料であると考える。すなわち、輸血管理料の取得に向けた取組みが院内全体のコンセ

ンサスのもと実行されように誘導する戦略が輸血管理部門に求められる。 

 慶應義塾大学病院では、平成１５年より輸血療法委員会を通じてアルブミンの適正使用を推

進してきた。具体的には、使用指針の遵守を目的とする院内の血液製剤使用基準マニュアル

の発行・改定と各種会議体を通じた周知や輸血／特定生物由来製品に関する説明と同意取
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得の励行などを基本として、国や東京都の通達に対応する形で活動してきた。しかしながら、

効果的な施策は打ち出せず、アルブミンの使用量は増加の一途をたどっていた（図５）。その

根本原因は現場の医師による習慣的投与を止めさせるだけの説得力のある具体的施策がな

かったことである。 
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 平成１８年４月に輸血管理料が設定されたことをきっかけとして、前年の後半より、アミンブル

使用量の実態調査を行い、診療報酬上のメリットを説明し、輸血管理料取得に向けた取り組

みの意義について病院執行部に働きかけを行った。輸血管理料取得するためには２項目（ア

ルブミンの輸血部門での一元管理、アルブミン適正使用基準値：アルブミン／赤血球単位換

算比＝２.０＞）の要件を達成させる必要があった。同年７月、病院の基本方針ととして、＃１エ

ビデンスに基づいた使用の推進と＃２国内の献血由来製品の使用の奨励を骨子とするアルブ

ミンの適正使用推進の方策が経営管理会議で決議された（図６）。そして具体策として、＃１輸

血療法委員会適正使用方針の実行（使用実態調査・分析、ＥＢＭの推進・使用指針の周知徹

底、使用量の多い診療科への適正化の指導）、＃２薬剤部から輸血部門への製剤管理の移

管、＃３薬事委員会での採用ブランドの見直し、が提示された。そして、当面の具体策として、

＃１高張製剤の病棟内在庫の全面廃止と採用ブランドの２５％製剤から２０％製剤への変更、

ならびに＃２循環血漿量補正における等張製剤の使用基準（細胞外液補充液や人工膠質液

が第一選択：図５）の院内コンセンサス（麻酔科、救急部）の樹立、を実行した。一方、システム

の改修が必要なアルブミン製剤管理の輸血部門への一元化は平成１９年４月より開始すること

となり、オーダー画面の設定（図７）などが行われた。その結果、平成１５年より増加の一途をた

どっていたアルブミンの年間使用量が平成１８年に初めて前年比１０％の削減が達成された



（アルブミン／赤血球単位換算比：３.０８から２.７２）（図５）。この使用量削減が今回の具体的

取組みの直接的な成果であるか否かを現在検証中である。 
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● おわりに 

 血液製剤の国内自給達成が血液法の基本目標である。そのなかで、アルブミン製剤の国内

自給が当面のそして も重要かつ達成困難な目標である。そのためには、医療機関において

は輸血管理体制を構築して、 新のエビデンス基づいた使用基準を遵守し、使用量削減に

努力しなくてはいけない。そのきっかけを作るのが輸血管理料である。医療機関における血液

製剤の適正使用の基本は、いうまでもなく医学的根拠に基づくものでなければならない。さら

に、血液製剤（とくに FFP やアルブミン）の使用量は、当該施設の規模や提供する医療内容に

より大きく変動する。たとえば、FFP の使用量は大きく血漿交換に影響される。今回の一律の

基準値の設定は、公正な評価を行ううえで根本的な問題を内包していることは、輸血管理料が

設定されてから１年が経過しようとしている現状をみれば明らかである。具体的な取り組みを行

うなかで明らかとなった輸血管理料の問題点について、医療機関側からの積極的な発言を期

待したい。 

 

 

 



アルブミン製剤の適正使用について ―保険医療の立場より― 
 
 三﨑 三郎  奈良社会保険事務局 
 
 
 本日は、奈良県のアルブミン使用が非常に多いということで、保険医療の立場から奈

良県の現状をお話させていただきます。 
 「輸血・血液製剤のポイント」としまして、私どもは年 2 回、集団指導で医療機関の

指導に行った場合に、「血液製剤の使用指針」および「輸血療法の実施に関する指針」

を厳守することを基本として指導しています。そこで、患者さんに対して輸血(輸注)の 
必要性、副作用、その他の留意点をあらかじめ説明するとともに、同意文書にて得る。

さらに、患者さん等の署名または押印を得るという条件になっています。そして、1 部

を患者さんに渡して、写しを診療録に添付することになっています。輸血に関しては、

血漿製剤成分加算と輸血料のそれぞれの算定要件があります。アルブミン製剤に関して

は、血漿成分加算はありません。 
 いわゆる青本という「医科点数表の解釈」に則って請求していただきます。茶色の本

「診断群分類点数表のてびき」は、DPC の点数表です。 
 18 年 4 月の改訂で新たに設けられた「輸血管理料」ですが、施設基準での違いはあ

り、I と II があります。FFP の使用量を MAP の使用量で割った値が、０．８未満であ

れば輸血管理料 I で、０．４未満であれば輸血管理料 II となり、さらにアルブミンの

使用単位を MAP の使用単位で割った値が２未満でなければなりません。この２つの条

件を満たさなければ、I あるいは II の輸血管理料は算定できません。なお、アルブミン

の使用単位は使用した(g)を３で除した単位で、これを輸血 200cc を 1 単位とした MAP
の単位で割った値です。 
輸血管理料は、各地方の社会保険事務局へ届出をおこなって算定できるわけですが、

係の者に聞いてみると奈良県ではアルブミンの使用量が多いということで条件を満た

せない医療機関が多いとのことです。1,000 床に近いいわゆる大病院では、ほとんど輸

血管理料を算定できないというのが現状であります。 
 平成 15 年 7 月 30 日の薬事法改正により、血液製剤は特定生物由来製品ということ

で、患者への説明と理解を得るということになっています。血液製剤の場合は、指針に

則って承諾書を得ているわけですが、それ以外に、カルテとは別に記録簿を作成して「患

者の氏名、住所、使用年月日」「製品および製造番号」を記載していただくことになり

ました。そして、診療録には製品名と製造番号シールを貼付していただき、記録簿はカ

ルテとは別に 20 年間保存していただくことになっています。 
さらに、副作用等の何か問題が起きて問い合わせがあれば、患者さんの不利益になら

ない限り、それにはお答えするようにと、アルブミンを含めて血液製剤は薬事法で決ま



っています。 
 アルブミンの適正使用は、「血液製剤使用指針」が平成 17 年 9 月に改訂版が出てい

ますが、これに則ってアルブミンを使用していただければ、必ずや結果的にアルブミン

の使用量は減るのではないかと思います。私どもは、「これは不適切だ」と頭から保険

点数を削除するものではございません。勿論、適正に使用したものに関しては、何ら問

題はございません。病院に帰られましたら現場のみなさまに是非、「血液製剤の使用指

針」等を遵守していただきますよう、厳密にアルブミンの適正使用に努めていただきた

い旨、お伝えください。 
 アルブミン製剤の適正使用について簡単に説明しますと、「血液膠質浸透圧の維持に

よる循環血漿量の確保」、「体腔内液や組織間液を血管内に移行させることによる重度の

浮腫の治療」が目的です。使用指針としては以下の 9 項目があります。「出血性ショッ

ク等」、「人工心肺を使用する心臓手術」、「肝硬変に伴う難治性腹水に対する治療」、「難

治性の浮腫、肺水腫を伴うネフローゼ症候群」、「循環動態が不安定な血液透析等の対外

循環施行時」、「凝固因子の補充を必要としない治療的血漿交換療法」、「重症熱傷」、「低

蛋白血症に起因する肺水腫あるいは著明な浮腫が認められる場合」、「循環血漿量の著明

な減少を伴う急性膵炎等」があり、「血液製剤の使用指針」に詳しく載っています。 
 アルブミン製剤使用の注意点として、目標値としては、急性疾患の場合は 3.0g/dL 以

上になれば目的を達したとして止めていただき。慢性の場合は、2.5g/dL です。投与の

効果を 3 日間を目途に行い、漫然と使用することのないようにしていただきたい。 
 不適切な使用例として、「蛋白質源としての栄養補給」は体内利用率が極めて低いの

で不適切です。「脳虚血」に対しては医学的根拠がありません。「単なる血清アルブミン

濃度の維持」は 2.5～3g/dL では浮腫が起こってくるとは考えられません。「末期患者の

単なる延命目的」でアルブミンを使用することも不適切な使用です。 
 アルブミンの使用量を厚生労働省の医薬食品局血液対策課がアンケートでまとめた

もので、平成 16 年度の都道府県別のものです。奈良県は、平成 14 年度は 1,000 床に

つき 40,000g 程度で第 8 位でしたが、平成 16 年度では第 3 位、64,000g と使用量とし

ては非常に多く、39,000g 程度で福岡県ぐらいが平均です。このような事実を意識して、

適正使用に努めていただくようお願いします。 
 最後のスライドですが、血液製剤はアルブミンも含めて、国内自給が国際的なルール

で、清水先生のお話にもございましたように、国是でもございます。アルブミン製剤は、

平成 16 年度で国内自給率やっと 50%、一番最近でも 63%で、まだ 100%までは程遠い

現状です。免疫グロブリンも徐々に上がっているものの、平成 16 年度で 87%です。繰

り返しますが、病院に帰られましたら、アルブミン製剤の適正使用に努めていただきた

いとお伝えください。 
 




