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第一部 講演 「新鮮凍結血漿とアルブミンの適正使用 

ならびに血漿分画製剤の国内自給について」 

＜座長＞ 横浜市立大学附属病院 免疫学教授（輸血部長）  南  陸彦 

          厚生労働省 医薬食品局 血液対策課課長補佐   秋野 公造 

 

南 本日の合同輸血療法委員会は、盛

りだくさんな内容となっておりますので、

さっそく始めさせていただきたいと思い

ます。「新鮮凍結血漿とアルブミンの適正

使用ならびに血漿分画製剤の国内自給に

ついて」厚生労働省医薬食品局血液対策

課、秋野公造先生よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

秋野 厚生労働省医薬食品局血液対策

課の秋野公造です。本日はご参加の先生

方におかれましては、適正使用の推進に

ご協力いただきまして本当にありがとう

ございます。大きな成果を出してくださ

っている神奈川県合同輸血療法委員会の

先生方に厚く御礼申し上げますとともに、

本日は、昨年末12月25日に血液事業部会

で提出された資料や平成20年版の血液事

業報告を中心にお話しをさせていただき

ますのでよろしくお願いします。 

まず本日は適正使用と国内自給の宿題

をいただいています。最初に皆さんと確

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）
（昭和３１年法律第１６０号）

（基本理念）

第３条
血液製剤は、その原料である血液の特性にかんがみ、その安全生の向上に常に配慮し
て、製造され、供給され、又は使用されなければならない。

２ 血液製剤は、国内自給（国内で使用される血液製剤が原則として国内で行われる献
血により得られた血液を原料として製造されることをいう。以下同じ。）が確保されること
を基本とするとともに、安定的に供給されるようにしなければならない。

３ 血液製剤は、献血により得られる血液を原料とする貴重なものであること、及びその
原料である血液の特性にかんがみ、適正に使用されなければならない。

４ 国、地方公共団体その他の関係者は、この法律に基づく施策の策定及び実施に当
たっては、公正の確保及び透明性の向上が図られるよう努めなければならない。

認をしたいと思います。血液法の中に、 

血液製剤は基本理念として、第３条２に

「血液製剤は国内自給（国内で使用され

る血液製剤が原則として国内で行われる

献血により得られた血液を原料として製

造されることをいう）が確保されること

を基本とするとともに、安定的に供給さ

れるようにしなければならない」とされ

ています。 

そして「国は基本理念にのっとり、血

液製剤の安全性の向上及び安定供給の確

保に関する基本的かつ総合的な施策を策

定し、及び実施しなければならない」と

第４条に定められています。そのために

安全性の向上及び安定供給の確保を図る

ために基本方針を定めることということ

で、基本方針の中には国内自給が確保さ

れるための方策に関する事項について定

めるようになっています。 

 その基本方針は５年ごとに再検討を加

えることになっていることから、見直し

がちょうど行われました。平成20年６月

６日に公表され、７月30日から施行とな 

（国の責務）
第４条
国は、基本理念にのっとり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基
本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

（基本方針）
第９条
厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的
な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
・・・
三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項
・・・

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）
（昭和３１年法律第１６０号）
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血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための
基本的な方針

平成２０年６月６日 厚生労働省告示第３２６号

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向

一 基本的な考え方

２ 国内自給の原則と安定供給の確保

・法第三条第二項において血液製剤の国内自給が確保されることを基本とすることが規
定されているとおり、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液
製剤が、原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造され、海
外の血液に依存しなくても済む体制を構築すべきである。このため、中期的な需給見通
しに基づき、有限で貴重な血液製剤を献血により確保し、医療需要に応じて過不足なく
安定的に供給するとともに、血液製剤の適正使用を推進する必要がある。
特に、血漿分画製剤については、供給の見通しを踏まえた検討を行った上で、毎年度、
需給計画を定めることにより、安定的な供給を確保するものとする。

っています。その中で、一の「基本的な

考え方」の２に、「国内自給の原則と安定

供給の確保」が記されています。「国内で

使用される血液製剤が、原則として国内

で行われる献血により得られた血液を原

料として製造され、海外の血液に依存し

なくても済む体制を構築すべきである。

このため、中期的な需給見通しに基づき、

有限で貴重な血液製剤を献血により確保

し、医療需要に応じて過不足なく安定的

に供給するとともに、血液製剤の適正使

用を推進する必要がある。特に血漿分画

製剤については、供給の見通しを踏まえ

た検討を行った上で、毎年度、需給計画

を定めることにより、安定的な供給を確

保するものとする」と定められているわ

けです。 

 そこで輸血を実施する中で厚生労働大

臣は、中期的なものとして基本方針を、

それから毎年度のものとして献血推進計

薬事・食品衛生審議会
（厚生労働大臣の諮問機関）

血液法に定める事項等の審議

→重要事項に対する審議会の法的関与を通じ、
公正かつ透明な実施体制を確保

※主な審議事項
・基本方針、献血推進計画、需給計画の策定
・採血事業者の献血受入れ計画等に係る認可等

地方公共団体

・献血受入れ計画実施への協力（都道府県、市町村）

・都道府県献血推進計画の策定
・採血所の検査（都道府県） 等

採血事業者

採血関係業務の実施

・献血受入れ計画の策定・実施
・業務規程、予算、事業計画等の作成 等

厚生労働大臣

基本方針の策定 （中長期的）

献血推進計画の策定 （毎年度）

血液製剤の需給計画の策定 （毎年度）

・献血確保目標量
・目標量確保のために必要な措置 等

・血液製剤の需要・供給の見込み
・原料血漿の確保目標
・原料血漿の有効利用に関する重要事項

・血液製剤の中長期的需給見通し
・献血の推進に関する事項
・血液製剤の製造・供給・適正使用等に関する事項 等

採血事業の許可、
計画等の認可・検査・命令等

採血事業の許可申請、
計画などの許可申請、
諸報告

協力
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出

諮問、
答申、
報告、
等

血液事業の実施体制

薬事・食品衛生審議会
（厚生労働大臣の諮問機関）

血液法に定める事項等の審議

→重要事項に対する審議会の法的関与を通じ、
公正かつ透明な実施体制を確保

※主な審議事項
・基本方針、献血推進計画、需給計画の策定
・採血事業者の献血受入れ計画等に係る認可等

薬事・食品衛生審議会
（厚生労働大臣の諮問機関）

血液法に定める事項等の審議

→重要事項に対する審議会の法的関与を通じ、
公正かつ透明な実施体制を確保

※主な審議事項
・基本方針、献血推進計画、需給計画の策定
・採血事業者の献血受入れ計画等に係る認可等

地方公共団体

・献血受入れ計画実施への協力（都道府県、市町村）

・都道府県献血推進計画の策定
・採血所の検査（都道府県） 等

地方公共団体

・献血受入れ計画実施への協力（都道府県、市町村）

・都道府県献血推進計画の策定
・採血所の検査（都道府県） 等

採血事業者

採血関係業務の実施

・献血受入れ計画の策定・実施
・業務規程、予算、事業計画等の作成 等

採血事業者

採血関係業務の実施

・献血受入れ計画の策定・実施
・業務規程、予算、事業計画等の作成 等

厚生労働大臣

基本方針の策定 （中長期的）

献血推進計画の策定 （毎年度）

血液製剤の需給計画の策定 （毎年度）

・献血確保目標量
・目標量確保のために必要な措置 等

・血液製剤の需要・供給の見込み
・原料血漿の確保目標
・原料血漿の有効利用に関する重要事項

・血液製剤の中長期的需給見通し
・献血の推進に関する事項
・血液製剤の製造・供給・適正使用等に関する事項 等

厚生労働大臣

基本方針の策定 （中長期的）基本方針の策定 （中長期的）

献血推進計画の策定 （毎年度）献血推進計画の策定 （毎年度）

血液製剤の需給計画の策定 （毎年度）血液製剤の需給計画の策定 （毎年度）

・献血確保目標量
・目標量確保のために必要な措置 等

・血液製剤の需要・供給の見込み
・原料血漿の確保目標
・原料血漿の有効利用に関する重要事項

・血液製剤の中長期的需給見通し
・献血の推進に関する事項
・血液製剤の製造・供給・適正使用等に関する事項 等

採血事業の許可、
計画等の認可・検査・命令等

採血事業の許可申請、
計画などの許可申請、
諸報告

協力

提
出

諮問、
答申、
報告、
等

血液事業の実施体制

画、もう一つは需給計画を策定すること

になっています。そして献血の推進にあ

たり、都道府県は都道府県献血推進計画

を、採血事業者は献血受入れ計画を毎年

度策定し、それぞれの計画に沿って献血

推進を行うことになっています。そして

血液事業の実施状況については、薬事・

食品衛生審議会の血液事業部会に報告さ

れ、施策の策定及び実施について透明性

の確保が図られています。 

 先ほど申し上げた基本方針の中にはア

ルブミンについても書かれています。改

正された基本方針には、昨年度承認され

た遺伝子組換えアルブミンについての基

本的な考え方もあります。平成25年度を

目途に国内自給の達成を目指していくこ

とになります。 

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための
基本的な方針

平成２０年６月６日 厚生労働省告示第３２６号

第三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項

一 基本的な考え方

血液製剤は安全性の向上に常に配慮しつつ安定的に供給されなければならず、かつ、
国内の献血に基づく国内自給が確保されることを基本とするものである。このことから、
平成十九年現在、国内自給を達成している輸血用血液製剤、血液凝固第Ⅷ因子製剤
(遺伝子組換え製剤を除く。)及び血液凝固第Ⅸ因子製剤(複合体を除く。)に加え、アル
ブミン製剤(遺伝子組換え製剤を除く。)及び免疫グロブリン製剤等の血液製剤について

も、平成二十五年を目途に国内自給の達成を目指すものとする。なお、アルブミン製剤
(遺伝子組換え製剤を除く。)の国内自給については、今後の遺伝子組換えアルブミン製

剤の供給状況も影響することに留意する必要がある。

 それでは、まず現状を一緒に確認して

いきたいと思います。まず血漿製剤の使

用量について2003年の我が国と諸外国の

データです。我が国でも新しいものがあ

るかと思いますが、人口1000人あたりの

使用量を400mL換算で比較しております。

比較してみると、我が国は赤血球製剤の

使用が非常に少ないということですが、

血漿製剤は逆に多いということになりま

す。 

 




