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安全な採取を心がけなければいけないわ

けです。そのときに機械的に自己血を採

るのではなくて、患者さんの思いとか、

そのときの状況というのをちゃんと把握

した上で自己血採取をする。それが専任

の自己血採取医師である僕の役目ではな

いかと思っておりますので、こういった

ことも一つ目標にしてやっていきたいと

思っています。以上です。 

 稲葉 どうもありがとうございました。

会場から何か質問はありませんでしょう

か。最後はすごく伝道師のようなスタイ

ルで先生は自己血に取り組んであるそう

です。総合討論にしたいと思いますので

会場をつくりましょう。 
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⑤ 総合討論  

 稲葉 時間が押してしまいましたから、

ほとんど終了時ですけれども 10 分ぐら

い、せっかくですから自己血の総合討論

に移りたいと思います。６人の演者の先

生、壇上にお願いしたいと思います。 

 あまり時間が残っていないので、こち

らのほうから勝手に話を進めさせていた

だきます。自己血というのはどちらかと

いうと、貯血式のものはいわゆる一般的

な輸血用血液の安全性が飛躍的に高くな

ったということで少し落ち目ではないか

という話だったのです。そういう印象を

私は持っていたのですが、今日の話を聞

くと体制さえ整備すれば自己血はまだま

だ伸びる余地があるというお話が多かっ

たように思いますけれども、いかがでし

ょう。お 1人ずつ、それに対してきちん

とした環境、佐川先生のところのような

アメニティーみたいな環境があって、各

科からのオーダリングをきちんと受ける

ような組織ができればもっともっと増え

るというふうな印象をお持ちでしょうか。

小林さんから。 

 小林 私自身はそう思います。自己血

は確かに貯血式ですけれども、先ほどフ

ィブリン糊の話も出ましたけれども、あ

あいうものが保険に収載されるとか、あ

とトロンビンの問題とか、ああいうもの

を片づけるともっともっと自己血を採っ

て、赤血球だけじゃなくてもっと利用さ

れていくんじゃないかという印象を持っ

ています。 

 稲葉 お一方ずつで、今度は大谷先生、

お願いします。 

 大谷 私も同じように、環境が整備さ 

 

れて体制が整えば、より推進できるだろ

うと、今日見て感じました。当院でもま

だ足りない部分はありますので、今日の

先生方の意見を持ち帰って頑張っていき

たいと思います。 

  稲葉 目いっぱい働かされている佐

藤先生は、もうこれ以上は勘弁してほし

いということでしたけれど。 

 佐藤 いや、外来でほとんどの患者さ

んにお会いして自己血の説明をしている

のですが、やはり嫌という人はいないん

です。ですから昨今のＣ型肝炎とかの問

題を見ていますと、いまトロンビンの話

も少し出ましたけれども、エリスロポエ

チンにしてもやはりウシ血清を培養の過

程で使っていますので、リコンビナント

製剤にしてもリスクがゼロではありませ

ん。日本人は非常にリスクをとるのが悪

いというか、リスクを非常に嫌いますの

で、今後はこういった分野がもっと伸び

るんじゃないかと考えています。 

 稲葉 藤澤先生。 

 藤澤 同じです。やはり自己血を希望

される方はもっともっと多いと思います。

ただ、当院がそうですけど部署が独立し

ておりませんので、輸血部として独立し

た部署、そして医師、看護師、検査技師

も含めた人員が充実してなくてはなかな

か難しいだろうと。ということになるた

めには、やはり病院の上層部とか管理部

のほうの認識を変えていただかないとな

かなか難しいかなと。だからぜひ変えて

いただければと思います。 

 稲葉 寺内さん。 

 寺内 私の施設は場所もない、それか
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ら担当の決まった先生もいないという環

境なので、そういう環境が整えばうちの

病院ではもっともっと飛躍的に実施率が

伸びるんだろうと思っています。 

 稲葉 データを見てみると昔は多かっ

たけれど、だんだん減ってきている。そ

ういう意味では輸血が安全になってきた

からみんながしなくなったのかなという

ふうにも見たんだけどその辺はどうなん

でしょう。やはり環境がないないづくし

だという。 

 寺内 それも確かにあるのかもしれな

いんですけど、やっぱり頼めばだれかが

採取してくれる、それでしっかりとした

形で保管、管理してくれるという体制が

あれば、どこの科からもたくさん依頼は

来るんだろうと思っています。 

 稲葉 吉場先生はどんどん増やしてい

る実績を見せていただいたんですが、ま

だまだ増えそうでしょうか。 

吉場 まだまだ増やしたいです。やっぱ

り高橋孝喜先生も佐川先生もおっしゃっ

ていた、看護師で採取可能な状況にした

いというのはあります。それから専任医

師としていることで自己血採取をすると

いう発想が生まれてきたわけですけれど

も、自己血採取のみならず、専任医師と

して輸血に所属していることでできる仕

事というのはほかにもあります。そうす

ると輸血部門に医師が必要であるという

ことになってきます。 

 たしか今年の自己血輸血学会でコスト

パフォーマンスの話があったかと思いま

す。僕はきちんと自施設の検討をしてい

ないのですが、自己血採取が増えるとコ

ストパフォーマンスも病院として上がる

と思います。そういった面からも自己血

はこれからも増えていくんじゃないかな

と思っています。 

 稲葉 まだまだ自己血は増えそうだと

いう意見が多数です。高橋先生、いかが

ですか。そういう方向で考えてもいいの

でしょうか。 

 高橋 先ほどお話が出た抑止力という

んでしょうか、いろんな副作用防止とか、

それから吉場先生が強調されていたよう

な患者さんに対する支援という付加価値

とか、そういうことを考えるともっと伸

びるのではないかなと。今のお話で様々

な施設でいろんな工夫をされてて、寺内

先生のところなんか非常に涙ぐましい努

力をされていたり。そういうのをうまく

持ち寄って、さっきお話が出ましたけれ

ども病院の指導層に働きかける。それか

ら自己血輸血学会や日本輸血・細胞治療

学会が医学会に働きかけて、こういう地

道な努力がもう少し進みやすいような環

境を整えるということが大事ではないか

なと思いました。 

 稲葉 会場からどなたかコメントを。

金森先生、どうぞ。 

 金森 神奈川県立がんセンターの金森

です。個々の医師の努力、あるいはいろ

いろな科の先生のわがままに応じて対応

している輸血、あるいは検査科の技師の

方々、いろいろな発表をありがとうござ

いました。今日は残念ながら各病院の病

院長をなぜ招待しなかったのかなと後悔

するくらい、世話人の１人として反省し

ています。 

 それは冗談として、一つ、うちは県立

がんセンターということで担がん患者し
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かいないんですけれども、当然がん患者

は増えていて、がん患者の自己血も各病

院でされていると思うんですが、直接あ

るいは間接的にかかわっている立場から、

特に担がん患者に、さっき患者さんの思

いをという話も出ました。採取に関して

注意点、あるいは何かこの辺は良性疾患

とはやはり違うんだというところがあり

ましたら、どなたか参考にご意見をいた

だければありがたいです。 

 稲葉 じゃあ、がんのほうでも自己血

をやっておられるというと、やっぱり吉

場先生のところですか。 

 吉場 うちはがん患者の方ですと、婦

人科が多いのが特徴だと思います。やは

り婦人科の患者さんですと、もともと潜

在的に貧血気味の方がいらっしゃるとい

うのと、あと最初から手術になる方と、

化学療法をして縮小させた後に手術に持

ち込まれる、または放射線治療した後と

いう方がいらっしゃると思います。そう

いう方ですと貧血になっているというの

も一つ問題です。 

 それから数例の経験があるのですが、

自己血を採って手術を待っている間に増

悪してしまった。そのときに自己血外来

以外の予約をしてなかったので、自分は

婦人科の専門ではないのですが、そうい

った患者さんへの対応もしなきゃいけな

かったという問題点はありました。あと

は泌尿器科の膀胱全摘です。膀胱腫瘍と

かそういった患者さんに関しては特にな

かったので、やはり婦人科の患者さんの

貧血状態とそれから腫瘍の状態です。ど

ういう状態で手術を受けられるのかとい

うのも把握しておかなきゃいけないのか

なと思っています。 

  稲葉 ありがとうございました。藤

澤先生のところは循環器の自己血が多い

ようですけど、全体的に見ると何となく

心臓外科の自己血って減ってきてるよう

な感じがするんですけれども、どんな状

況なんでしょうか。 

藤澤 心臓外科の自己血については今年

はちょっと少ないかなという感じを受け

ます。多分一昨年ぐらいがピークだった

かなと思います。恐らく心臓外科の場合

は一つには高齢者の方が多い。どうして

も 70 代、場合によっては 80 代の方も結

構いらっしゃるということもあって採取

もかなり神経を使うところもあります。

ただでさえ心臓の弁膜症であるとか、あ

るいは大動脈瘤の方ですので、そういっ

た脈、あるいは血圧のモニタリングはか

なり注意して採取しています。ただ、件

数としてはそんなに増えてはないかなと

いうふうに思います。 

 稲葉 せっかくですから小原先生、何

か一言。 

 小原 心臓外科のほうでは以前のよう

には増えないと思うんです。今まで一番

多かったバイパスの手術はオフポンプに

なって、低侵襲の方向に行っているとい

うことで輸血を必要としない場合が多い。

それから特に自己血とか用意しなくても

完遂と言いますか、無理しても自分の血

だけでいけるといいますか。そういう状

況がかなりテクニカルにも進歩してきて

できるようになったということで、そう

いうことからも増えない。 

 藤澤先生が言われたように、やはり緊

急手術が比較的多くなった。内科の治療
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が非常に拡大して成績がよくなってきて、

その分、重症例、高齢者、緊急例、再手

術例、解離性大動脈瘤といった症例が多

くなったので、その方たちはやはりもう

自己血どころじゃないということです。

そういうことで予定手術が増えれば自己

血を採る余裕もありますし、できると思

いますけれども、今はむしろバイパスを

代表として減っているんです。そういう

点ではあまり以前ほど、10 年前みたいに

どんどん採るという時代は過ぎているん

じゃないかと思います。 

 稲葉 それは貯血が減ったというだけ

で、セルセービングみたいなものは非常

に充実、回収式には……。 

 小原 ええ、セルセーバーを使って全

部回収式（自己血）はやってます。 

 稲葉 ということです。そういう状況

ですけれども、会場からどなたかござい

ませんか。どうぞ。 

 片平 昭和大学北部病院の片平と申し

ます。日赤血がＬＲ化されました。自己

血がその保存期間がさらに長く置かれる

ようになるんですけれども、各先生方の

中でＬＲ化をされた方、またはこれから

計画されている方、また意見がありまし

たら教えてほしいんです。 

 稲葉 ちょっと聞き取りにくかったん

です。 

 片平 日赤血がＬＲ化されました。保

存前白除されましたけれども、自己血に

対してそれをされる予定があるか、また

はされているかということです。 

 稲葉 いかがでしょうか。ＬＲにして

フィルターをかけて貯血をしておられる

方、おられましたら。 

 大谷 北里大学です。白血球除去の形

で自己血も導入しております。12月から

です。まだ１カ月ちょっとになりますが

一応完全にＬＲで、採血困難な場合には

やむを得ず、針なしで対応せざるを得な

いのもあるんですけれども、採れるもの

については白除でやっております。特に

問題なく、品質も高く自己血もやれるよ

うな体制が整っております。 

 片平 コストの面はどうされているの

でしょうか。 

大谷 コストは当然、医療材料検討委員

会がございましてその中でコストもお示

しして、執行部の病院上層部からオーケ

ーをいただきました。今までより多少上

がるんですが、それでもより安心、安全

な輸血をということで、病院の上層部も

理解していただいております。 

 片平 それは採血料の中で、おさまり

ますでしょうか。 

大谷 そうですね。それはまた今後どの

ぐらい出るかで出さないといけない、検

証しなければいけないとは思っておりま

すが、現時点では始まったばかりです。

動向を見守りたいと思っております。 

 片平 わかりました。ありがとうござ

います。 

 稲葉 この点に関しては学会のほうも

いろいろ検討はしてたようです。佐川先

生、何かご意見ありますか。 

 佐川 久留米大学自体でいいますと、

まだＬＲはしておりません、従来どおり

のバッグでやっております。自己血につ

いてＬＲをする意義について我々もまだ

十分検討しておりませんので、今のとこ

ろはそれ以上わかりません。 
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 稲葉 でも先生のところはＭＡＰにさ

れますので、バフィーコートは除去して

おられる。 

 佐川 バフィーコートは除去しており

ます。 

 稲葉 そういう意味では、軽い白除は

されているということになりますね。 

 佐川 そうです。フィルターでは通し

てないですね。 

 稲葉 大分、時間が迫ってきましたけ

れども、これでよろしいでしょうか。自

己血はいま神奈川の血液センターのほう

で年間約 30 万単位の赤血球を供給して

います。今日のお話では神奈川県の 10％

は自己血になっておるということで、

「私どもの売り上げはそれだけ減ってい

るのか」と今日言ったら、高橋先生に「お

まえも大分、日赤の人間になったな」と

言われてしまいました。 

 これでクローズにしたいと思いますけ

れども、来年また新しくいろいろ世話人

会でテーマを考えてこういう会をもう一

度持ちたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。今日はどうもお疲れさ

までした。 

 

 



 
 
 

平成１９年度 神奈川県合同輸血療法委員会 
 
 

神奈川県内における血液製剤の適正使用実践のための実態調査 
 
 

調査表 
 
 
 
 
 

１．自己血輸血に関する一次アンケート  
２．自己血輸血に関する二次アンケート 

①管理部門 
②診療科別 
③自己血輸血未実施施設 

３．輸血管理料について 



 

73 

平成１９年度神奈川県合同輸血療法委員会 

「神奈川県内における血液製剤の適正使用実践のための実態調査」調査票 
 
神奈川県下医療機関における自己血輸血使用状況等について、実態調査を実施すること

となりました。ご協力の程お願い申し上げます。回答は平成 19 年 5 月 1 日現在の状況を

お答え下さい（質問７の輸血使用量に関しましては平成 18 年度実績で回答を御願い致し

ます）。 
尚、今回のアンケートは一次調査となります。一次調査の結果を踏まえて、詳細な二次

調査を実施する予定ですので、ご了解下さい。 
 

 
 

施設名：               回答者名：           
 
所 属：               職 種：            
 

平成 20 年 1 月に開催予定の「平成 19 年度神奈川県合同輸血療法委員会」にお

いて本調査の分析結果を報告させていただく予定です。その際、必要に応じて

施設名を公表してよろしいですか？ 

 

                       ①はい     ②いいえ   

 
本アンケートについてご不明な点がございましたら、下記連絡先まで問い合わせ下さい。 

 

神奈川県合同輸血療法委員会 事務局  

（神奈川県赤十字血液センター 学術課 伊藤） 

住所：〒245-8585 横浜市戸塚区汲沢町 219-3 

Tel：045-871-1247 Fax：045-860-2190 

E-mail：mrk@jrcs-kanagawa.org 
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＜自己血輸血に関する一次アンケート調査＞ 

以下の設問について、レ点、○または枠内に数字、文章等をご記入願います。 
 
１．病院の種類を選んで下さい。 

□ 大学病院   □ 一般病院  □その他（         ） 
 
２．病床数を選んでください 

□ １９床以下   □ ２０－１９９床   □ ２００－４９９床  □ ５００床以上 
 
３．輸血部門は独立して設置されていますか？ 
  □ 設置されている     □ 設置されていない 
 
４．輸血用血液はどの部署で保管されていますか？ 
  □ 輸血部（科、室）   □ 検査室   □ その他（         ） 
 
５．日本輸血細胞治療学会認定医は何人いますか？ 
  （   ）人 
 
６．認定輸血検査技師は何人いますか？ 
  （   ）人 
 
７．貴院での平成 18 年度輸血使用量（単位数）を記入してください 
  赤血球製剤（MAP・RCC） （      ）単位 
  全血製剤          （      ）単位 
  血小板製剤        （      ）単位 
  新鮮凍結血漿       （      ）単位 
  自己血          （      ）単位 
 
８．貴院で自己血採取、輸血を行っていますか？ 
  □ 行っている 
  □ 行っていないが、今後検討している 
  □ 行っていない 
 
質問８で行っている以外の回答をされた施設は、質問は終了です。ご協力ありがとうござ

いました。 
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質問 8 で行っていると回答された施設は以下の質問にも、ご回答願います 
９．実施している自己血の種類を選んでください（複数回答可） 
  □ 貯血式自己血 
  □ 回収式自己血 
  □ 希釈式自己血 
 
10．貯血式自己血採取はどの部署（場所）で行われていますか？（複数回答可） 
  □ 輸血部（科、室） 
  □ 病棟 
  □ 外来 
  □ 透析室 
  □ 手術室 

□ その他（         ） 
 

11．貯血式自己血採取担当者は誰ですか？（複数回答可） 
  □ 主治医 
  □ 看護師 
  □ 輸血部門医師 
  □ 診療科当番医 
  □ その他（         ） 
 
12．貯血式自己血保存方法について回答お願いします（複数回答可） 
  □ 液状（全血） 
  □ 液状（MAP）+冷凍（FFP） 
  □ 冷凍（赤血球） 
 
13．貯血式自己血の保管・管理場所について回答お願いします（複数回答可） 
  □ 輸血部門（科、室） 
  □ 検査室 
  □ その他（         ） 
 
14．貯血式自己血専用保冷庫はありますか  
  □ 有 
  □ 無 
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15．貯血式自己血管理責任者（採取から出庫まで）について回答お願いします 
（複数回答可） 

  □ 輸血部門専任医師 
  □ 輸血部門兼任医師 
  □ 主治医 
  □ 看護師 
  □ 検査技師 
  □ 薬剤師 
  □ その他（           ） 
 
15．自己フィブリン糊を作成していますか？ 
  □ 作成している 
  □ 作成していない 
 
16．貴院での自己血採取に関する採取基準、採取マニュアルはありますか？ 
  □ 採取基準はあるが、採取マニュアルは無い 
  □ 採取基準は無いが、採取マニュアルはある 
  □ 採取基準、採取マニュアルともにある 
  □ 採取基準、採取マニュアルともに無い 
 
以上で一次アンケートの質問は終了です。ご協力ありがとうございました。8 月以降に一次

アンケートの結果を踏まえて、二次アンケートを行う予定ですので、再度ご協力のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 
 


