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スライド(17) 

２．輸血前検査 （２）

Ａ．輸血後肝炎の頻度については

• B型肝炎ウイルス(HBV)；約30万本の輸血に対して1例

の感染

• C型肝炎ウイルス(HCV)；約2200万本に1例の感染と推

定され、実際に輸血前保存検体を用いた検査をすること

は稀と考えます。

 直接的な対応策ではないんですけれども、

「輸血後肝炎の頻度」というのは日赤のほ

うが示しております資料で HBV が「約 30
万本の輸血で 1 例の感染」ということで、

年間 15 例前後の感染、あと C 型肝炎ウイ

ルスですと「約 2,200 万本に 1 例」、4 年間

に 1 例の感染が出ているということですの

で、実際に輸血前の検体を調べることは稀

なのでそのことを心配して検体保存をする

のかどうなのかという心配よりは、まず保

存するためにはどのような現実問題がある

のかという心配をして頂いたほうがよろし

いかと思います。スライド(17)

 
スライド(18) 

３．輸血後検査

Q. 輸血による肝炎ウイルス感染を早期発見するために

精度の高い肝炎ウイルスマーカー検査をすることが望まし

いという観点から、厚生労働省の指針においては輸血後

に “医師が感染リスクを考慮し、感染が疑われる場合な

どに” HBV(NAT)、HCVコア抗原検査を実施するとし

ており、検査の実施は医師の裁量と理解されている。

そのため輸血後検査についてはマニュアルで言及する事

柄ではない。

 これもちょっと詰まったスライドでお手

元の資料で見て頂いたほうがよろしいかと

思いますが、実は来月出る報告論文の中に

この通りには書いてないんですけれども、

この論文を通すときにいろいろなコメント

を頂いたので、そのことを少し踏まえて輸

血後検査についてのクエスチョンというこ

とで出しております。輸血による肝炎ウイ

ルスの早期発見ということから、精度の高

い肝炎ウイルスマーカーを検査することが

望ましいというのが厚生労働省の指針であ

ると。輸血後に医師が感染リスクを考慮し

て、感染が疑われる場合などに調べるとし

ている。医師が調べるということなので、

そこは医師の裁量なんだというご意見で、

その医師の裁量の部分にマニュアルがいろ

いろ言及するのはいかがなものかという意

見も実際ありました。 
スライド(18)
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スライド(19) 

３．輸血後検査

A.医師の裁量に任せると検査実施率の増加は望めず、マ

ニュアルでは輸血を受けた全ての患者を対象として、まず

は肝機能検査を実施することが輸血後肝炎の早期発見

のために重要と考えました。

ＨＢＶ，ＨＣＶのマーカー検査でのスクリーニング方法は精

度を求めればきりがなく、各施設で可能な範囲としました。

 これについて実際に各病院の担当の方で

思ってらっしゃるでしょうが、医師の裁量

に任せて、現時点でどれだけ輸血後検査が

行われているのかと。福岡大学病院でも非

常に低い検査実施率で、これを今輸血・細

胞治療学会でも、どのように検査実施率を

高めようかということがまた討議されてい

るところですので、あまり医師の裁量に任

せるだけでは本来発見されなければならな

い患者さんが発見されないということもあ

り得るんじゃないかと。そのことに対して

マニュアルでは、まず対象としては輸血を

受けた患者さん全てを対象と考えて、まず

は、精度は低いかもしれないけれども肝機

能検査を実施する。この肝機能に異常があ

るかどうかが輸血後肝炎の早期発見のため

に重要であるという考え方で、このような

HBs 抗原、HCV 抗体、肝機能検査のセッ

トをまず、より多くの患者さんに受けて頂

くということを打ち出しております。その

非常に精度の高いスクリーニング方法とい

うのはきりがないので、その施設で出来る

範囲のことをして頂くという対応としまし

た。スライド(19)

 
スライド(20) 

輸血前後の感染症マーカー検査についての
日本輸血・細胞治療学会運用マニュアル

【まとめ】

① 輸血前に核酸増幅検査に耐えうる検体を凍結保存

② 輸血前検査として厚生労働省が推奨するHBs抗原、

HBs抗体、 HBc抗体、HCV抗体、HCVコア抗原、HIV

抗体を必要に応じて適宜施行

③ 輸血後３ヵ月後をめどに肝機能検査、HBs抗原、HCV

抗体、必要に応じてHIV抗体を測定し感染を早期に発見

 最後にスライド 1 枚で、何回も申し上げ

たことをもう一度、このスライドで示して

おります。このマニュアルの骨子としまし

ては３点あります。１番は輸血前に核酸増

幅検査に耐え得る検体保存です。福岡県で

はクロスマッチの残りの検体を保存してあ

るということですが、ちょっとこれでは核

酸増幅検査に耐え得る検体とは判断されな

い実情です。輸血前に別途に血清、保存用

の検体を 1 本採って頂いてそれの蓋を開け

ないまま「凍結保存」して頂くということ

を柱にしております。これも非常に大変で

あるとはわかっております。２番目に輸血

前の検査としましては、厚生労働省が推奨

するものを必要に応じて行っていくけれど

も、現時点では入院時の検査、あと手術前

の感染症検査で対応されている実情でしょ

うねというところです。そして３番目は輸

血 3 ヵ月後を目途に、精度は高くないけれ

どもまず肝機能検査、HBs 抗原、HCV 抗

体をあとは患者さんの必要に応じてHIV抗

体をなるべく多くの患者さんに受けて頂く

ようにして、感染を早期に発見するという
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３本立て、真中はちょっとあれなので大き

く２本立てということを学会のほうで運用

マニュアルという形で今回出しております。

以上です。スライド(20)

 
【丹生】 
どうもありがとうございました。それでは今のご発表についてご質問とかご意見どうぞ。 

 
【安藤】 
西福岡病院の安藤と申します。ここで厚労省の指針、それからこの学会の運用マニュアル

の２つのものがアップされておるわけですけれども、私は結論から申しますと運用マニュ

アルのほうは賛成いたします。ところで問題はですね、ダブルスタンダード。先程、厚労

省が推奨するとおっしゃっておられたけれども、これは厚労省全体としては推奨していな

いと思うんですね。あの当時、輸血後のいろんなトラブルで困っていた厚労省の中の医薬

食品局、ここの局長の名前でこの指針が出たと認識しております。それでお金を出すほう

保険局ですね、そのあたりとの整合性がなされずに出されたものだから、おそらく混乱的

なものが起こっていると思われるんですね。先程、福岡県の支払い基金の審査が厳しいと

おっしゃったけれども、これは全国的な問題だろうと思います。それで問題はですね、ダ

ブルの指針が出ると非常にまた困ることが起こる。例えば今現在、日本の人を悩ましてい

るのがですね、医師法の 21 条の異常死体の届け出義務について、これが平成 6 年だか 9 年

だか忘れましたけれども法医学会が独自にこの届出に関するガイドラインを出したんです

ね。それが結果、今日非常に臨床現場を悩ませることになっているということなんです。

従って、これ僕は賛成なのですが、こちらのほうが安いからですね。これは相当、整合性

をあっちこっちのレベルで持っていただかないといけないと思います。以上です。 
 
【丹生】 
ありがとうございます。それについて先生、運用マニュアルの作成の過程でもいろいろ問

題があったようですが。 
 
【熊川】 
そうですね。先程申し上げましたそのタスクフォースの中で、確かにこれを出す過程でダ

ブルスタンダードという御意見を頂いています。最初の見難い小さな表になるんですけれ

ども、その厚労省の指針通りに出来るところはして頂くというのが大原則であって、それ

で出来るというのが理想なんですけれども、できない病院でどれだけ検査をしていくかと

いうことで、なので作ったほうはダブルスタンダードにならないように心掛けたつもりで

すが、としか申し上げられない。 
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【安藤】 
冒頭で保険診療の問題をおっしゃられましたでしょ。これはどこの病院でも外注すればで

きるんじゃないでしょうか。 
 
【熊川】 
検査項目ですね？病院がこの保険で償還されなくても、病院が全部お金を認めますという

のであればいいのですが。あとはですね、いくつか今回申し上げなかった分で、多分報告

論文の中には書いてあると思うんですけれども、輸血前に検体を保存するというワンポイ

ントも実際にどこでとればいいのかなというのを悩まれるところがあると思うんですね。

福岡大学病院では、不規則抗体という日赤からの血液を輸血しようと思う人であれば検査

を行なうというポイントで一緒に検体を保存しています。ここで例えば手術を予定してい

てタイプアンドスクリーンということで、輸血する可能性は高くはないかもしれないけれ

ども準備するという場合にも、輸血前にひょっとして術中に（輸血を）するかもしれない

ということで検体保存しております。この方が輸血をするかもしれないということで、こ

のような検査項目を全部調べてですね、術中に幸いにも輸血をしなかった場合は、今度は

輸血をすると考えたけれども結局は輸血をしなかった人に輸血前の検査をしたという、い

ろんな問題が出てまいります。そのあたりは輸血前の検査精度は高くないけれども、輸血、

手術をするための感染症検査をするという対応をしておいて検体を保存しているというこ

とのほうが現実的かなということで、そういう理由も上げております。その保険で償還さ

れないという問題だけではなくてですね、輸血を想定する患者さんすべてが輸血を受ける

わけではないということもあり得るということから、そういう状況であってもカバーでき

るということでこの対応を考えています。 
 
【佐川】 
今の私もこのタスクフォースの一員でありましたので、どういうディスカッションが行な

われたかということを申し上げたいんですが、今のダブルスタンダードということに関し

ては非常にいろいろディスカッションしました。それでやはりこう、同列に並ぶようなも

のを学会が出すとダブルスタンダードということで現場が混乱する可能性があるので、厚

生労働省の血液対策課ですけれども、これは厚生労働省といっても特定すると医薬食品局

血液対策課が出した指針なんですけれども、向こうは指針あるいはガイドラインなんだと。

我々はガイドラインを出すんじゃない。実際の運用、言葉に注目して頂きたいんですけれ

ど、運用マニュアルですね。指針を受けて実際に現場ではどういう運用をするかのマニュ

アルですよというちょっとへりくだった表現でダブルスタンダードのそしりをぜひ避けよ

うという、ちょっと頭を下げた風をですね、玉をよけようという、そういう姿勢で作った

のが運用マニュアルでございます。 
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【丹生】 
ありがとうございました。佐藤先生どうでしょうか。 

 
【佐藤】 
血液センターの佐藤ですが、輸血前で HBV のキャリアが分かっている人、HCV 陽性の

人、HIV 陽性の人、そういう人はやはり同じことをするんですか。その項目がですね。 
 
【熊川】 

1 番は厚生労働省指針に沿って動くということからすると、前回陽性の方はもうその項目

はしないというふうになっておりますね。ですからそれが１番で、それに沿ってというこ

とですのでマニュアルの中ではその点は言及しておりません。厚生労働省の指針を各医療

機関で実施するためのあとポイントは何かというのを今回上げておりますので、厚生労働

省の項目で、もともと陽性が分かっている人は調べないというのがありましたので、その

ことについてはマニュアルの中では言及はしておりません。 
 
【佐藤】 
それだけについては調べない。だから HBV 陽性であって HCV はマイナスであったら、

その通りやるというそういうことで運用するわけですね。 
 
【熊川】 
そうですね、はい。それはもともと指針でそういうふうになっていますよね。ですから、

そのことについては先程も言いましたように、運用マニュアルは指針を各病院いろんなレ

ベルの病院で実施して頂くための実施しやすいポイントということを書いておりますので、

今おっしゃった項目はちゃんと指針に明記されていて、その通りどの病院でもできること

ですので、マニュアルの中では言及はしておりません。 
 
【佐藤】 
指針とマニュアルって理解できないんですけど。普通はマニュアル、指針ってあったらラ

ンクがこう違うので、マニュアルは指針に沿ってその中に完全に含まれる形でやるのが普

通だと思いますけれど、そのへんはご苦労のあとが伺えますので特に言いませんけれども。

福岡県は特にですね、Ｂ型肝炎は多いんですよね。場合によってはもともと感染している

けれども新しいのが入るというようなことがありますけれども、それはもうこの際無視し

てかまわない…。 
 
【熊川】 
どうでしょう、例えば肝機能検査を輸血後 3 ヵ月後に調べますので、その時点で肝機能が
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…。 
 
【佐藤】 
キャリアが…。 

 
【熊川】 
そうなるとじゃあ臨床的にその症例をその時点で見つけ切れなかったから、あとそこでも

どう言ったら良いんですかね、治療するチャンスを失してしまうとは言えないと思うんで

すよね。臨床的に問題、症例を早期に発見するのが 3 ヵ月後にワンポイントということで

すよね。もともと厚生労働省の指針の理念というのは。ですから、その時点で逆に肝機能

検査を調べて問題がない症例であれば、どう言ったら良いですかね、先程言いましたよう

に…。 
 
【佐藤】 
感染していることと肝機能が悪化していることとは別の話と思いますけど。キャリアでは

動きませんし、C 型肝炎でも上がったり下がったりしますから、たまたま下がったときに調

べたら異常がない。 
 
【熊川】 
それは確かにそうなると、やはり全てそういう高感度のものでより早く引っ掛けないとい

けないというスタンスで、そういうと、あとはその各病院が保険で査定されても検査を受

けてくださいとしか申し上げられない状況ですよね。それが今、現実問題できないので、

少しでも多くの患者さんに最低限のレベルの検査を受けて頂くということですので、その

時点で、逆に言うと抜けてしまう、その 1 例を引っ掛けなければいけないということであ

れば、このマニュアル自身の存在意義がなくなると思うんですが。その高感度の検査でな

るべく全て引っ掛けないといけないというお考えになってくるとですね。 
 
【佐藤】 
いいえ。高感度でするのではなく、前が陽性だったらはしょっていいかと。 

 
【熊川】 
指針の中では基本的には、はしょって良いみたいになっているので、そのことについてマ

ニュアルでそれはいけませんと、ちゃんとしなければいけませんという項目は付記しては

おりません、という返事でよろしいですか。 
 
 



 
 
 

第 11 回 福岡県輸血療法委員会合同会議 

62 

【丹生】 
時間になりましたので、またいろいろこのことについてはこういうマニュアルが出ますと、

現状と比べていろいろ対応しないといけないことが多いかとは思うんですけれども。また

いろいろ質問がありましたら、佐川先生か熊川先生のほうにでも問い合わせて適切な対応

を取って頂きたいと思います。では、どうもありがとうございました。 


