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２．小児輸血に関する調査 

＜座長＞ 神奈川県立こども医療センター 血液・再生医療科部長  

輸血科部長      気賀沢 寿人 

       神奈川県立こども医療センター 血液・再生医療科   井上  裕靖 

 

気賀沢 小児の輸血に関する調査を行

いましたので、その結果に関して神奈川

県立こども医療センター、血液・再生医

療科の井上裕靖先生に話してもらいます。

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

井上 まず最初に、アンケート調査に

加わっていただいた先生方、お忙しい中

をどうもありがとうございました。今回、

小児輸血に関する調査というものを行っ

た背景としては、新生児と成人について

は既にはっきりとしたガイドラインがで

きており、そこは実態調査という形でも

いいのだろうと考えてはいますが、小児

に関してはまだあまりエビデンスがない

ので、少しずつですがそれを積み重ねて

いく第１段階という形で調査を行いまし

た。 

今回、アンケートの対象になったのは、

小児科を標榜している医療機関のうち、

平成19年度の血液使用単位数が上位30の

2

小児輸血に関する調査

2１

９

対象：小児科を標榜している医療機関のうち、H19年度の血液使用単位
数の上位３０医療機関（血液センター 供給実績）

医療機関で、血液センターからいただい

たデータをもとにしてアンケート調査を

行いました。30施設に送り、回答は70％

を得ることができました。 

調査の内容としては、第１に新生児に

対する輸血療法が適切にガイドラインど

おりに行われているのか、あるいはその

ガイドラインとしているものの中にその

意図と離れたものはないかどうかを確認

する調査として第１項目を立てました。

それから第２項目として小児に対する輸

血療法は現実にどういうふうに行われて

いるのか、年齢や体格が非常に違うので

それにどういうふうに対応しているのか

3

15

1. 新生児に対する輸血療法のアンケート

小児輸血に関する調査

2. 小児に対する輸血療法のアンケート

3. 小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

4. 自己血輸血についてのアンケート（小児）

という視点でアンケートをとらせてもら

っています。 

そして３番目として、通常の化学療法

とか、その他の骨髄抑制から来る貧血等、

多少は状況の違う造血幹細胞移植時の輸

血をどうやっているのかを聞いてみまし

た。あと最後の４番目に、小児でだんだ

んと増えてきている自己血輸血について
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現状どうなっているのかをアンケートか

ら抽出してお話ししたいと思います。 

回答いただいた施設のプロファイルに

なります。新生児の輸血をしている施設

4

• 新生児の輸血を実施している

5

１７

（１６施設）

1. 新生児に対する輸血療法のアンケート

１施設は2部門で回答

5

2. 小児に対する輸血療法のアンケート

• 小児の輸血を実施している

３

１施設は2部門で回答

１９

（１８施設）

6

• 小児の造血幹細胞移植を実施している

５

１６

3. 小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

7

4. 自己血輸血についてのアンケート（小児）

• 小児の自己血輸血を実施している

１０
１１

は、21施設中17施設、小児の輸血を行っ

ている施設が19施設、それから造血幹細

胞移植を実施している施設は５施設、自

己血輸血を実施している施設は約半数の

10施設でした。 

まず、赤血球製剤について。新生児は

体格が小さい児から、中には成人に近い

大きい児もおりますが、心不全を抱えて

生まれてきたような子たちがいますので、

どうしても長時間輸血を余儀なくされる

ケースがあります。回答いただいた新生

児期の施設からは17分の11施設という形

赤血球製剤について

8

9

新生児に対する輸血療法のアンケート

(3)で「いいえ」とお答えした方に質問します。輸血用冷蔵庫を使用していな
い理由は何ですか？

病棟にないため

赤血球製剤について

で、長時間輸血をしていることがわかり

ました。 

その中で無菌的に分割して、２～６℃

でいい状態で保存できているかと聞いて

みましたが、これは９施設で行われてい

ます。ただ、低温冷蔵でやっている施設

でも、保存するときの輸血専用の冷蔵庫

を持っているかというとそうではなく、
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10

新生児に対する輸血療法のアンケート

Hb値が8g/dL未満の場合

「赤血球濃厚液-LR」輸血を行わない場合輸血の代替え治療は何を行いま
すか？（複数回答可）

鉄剤投与

エリスロポエチン投与

インクレミン投与

輸液

酸素投与

なし

赤血球製剤について

11

新生児に対する輸血療法のアンケート

(9)「赤血球濃厚液-LR」輸血の投与速度を教えてください

mL/kg/時

赤血球製剤について

3施設

２施設

２施設

全施設で持ってはいないようです。約半

数の７施設しかなかったことが問題にな

ると思います。 

ＭＡＰからＬＲに変わりましたが、そ

の変更後に何か変わったことがあったか、

移行がスムーズだったかについて聞いた

ところ、どの施設でも特に問題なかった

ということでした。洗浄赤血球について

12

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

「赤血球MAP」から「赤血球濃厚液-LR」に変更後、何か変化したこと
はありますか？

0 18はい

いいえ

洗浄赤血球を使用したことがありますか？

6 12
はい

いいえ

前の設問で「はい」と答えた方にお聞きします。洗浄赤血球を使用した理
由について教えてください。

Ｋ値が高値 患者側の希望により AIHA症例

は使ったことがある施設が６施設ありま

した。ある程度、洗浄赤血球を早く手に

入れたいというニーズが多いということ

がわかりました。 

使用する製剤は新生児の場合には原則

２週間以内のものということですが、そ

れはほぼ守られていました。それから輸

血後ＧＶＨＤの予防に対して照射をどう

13

新生児に対する輸血療法のアンケート

使用する製剤は採血から原則2週間以内のものを選んでいますか？

12 4はい

いいえ

「赤血球濃厚液-LR」輸血の際、製剤への放射線照射はどのくらいですか。

赤血球製剤について

しているかというと、８施設が15～20Gy、

２施設が25～30Gyという形で、日赤で行

った照射血を使っている施設は５施設に

とどまっています。これが小児になると

14

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

「赤血球濃厚液-LR」輸血の際、製剤への放射線照射はどのくらいですか。

どうなるか。むしろ日赤の照射血を積極

的に使うほうが多いという形になってい

るようです。 

成人のガイドラインではヘモグロビン

７g/dLが１つのトリガーとされています

が、ヘモグロビンだけで行っているとこ

ろは13施設で、そのほかに６施設で成人

のガイドライン以外の基準を設けている

ことがわかりました。ヘモグロビン値以

外の基準を設けていると答えた方々で、

どんなところを注目しているのかを書い

ていただきました。出血量、あとＤＩＣ
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15

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

成人のガイドラインではHb値が7g/dL未満を目安に輸血を行うことが推
奨されています。Hb値以外で赤血球輸血を行っているケースはあります
か？

16

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

Hb値以外の基準を設けている。とお答えした方にうかがいます。どんな
指標を赤血球輸血のトリガーにしていますか？

出血量・ＤＩＣによる消費亢進状態・感染の有無

臨床症状を参考にする。また基礎症状の有無も考慮

呼吸状態、循環状態など全身状態をみて

心不全徴候

呼吸・循環を含めた全身状態

があるか、ないか。また消費亢進がない

かとか、感染の有無などが基礎にあるこ

とがわかります。呼吸状態も非常に重要

なファクターで、それによってトリガー

を変えるというふうにフレキシブルに対

応している状態です。 

今度は外科的処置の前に術前のヘモグ

ロビン値を設定しているかという問い合

わせをしました。従来からある10/30ルー

ルで行っている施設は２施設にとどまり、

外科からのリクエストに応じて行う施設

が多いようです。それからＬＲの投与量

17

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

成人のガイドラインでは造血器悪性疾患・固形腫瘍では赤血球輸血のトリ
ガーは7g/dLを目安とされていますが、どのくらいの値で赤血球輸血を
行いますか？

18

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

成人のガイドラインでは慢性出血性疾患では赤血球輸血のトリガーは
6g/dLを目安にするとされていますが、どのくらいの値で赤血球輸血を
行いますか？

その他：臨床症状、全身状態

19

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

外科的処置の前には術前Hb値を設定していますか？

その他：外科的疾患は扱ってない

7g/dL以下

は体重換算で投与量を決める施設が多い

ようで、成人で行われている予測上昇ヘ

モグロビン値の求め方を使って行ってい

る施設は２施設にとどまっています。あ

と特に基準を決めていない施設もあるよ

うです。 

 今度は輸血の速度です。時間で決めて

いる施設が多いようで、６時間以内で終

わらせたいという形で輸血が行われてい

るようです。心不全がある場合には、赤

血球製剤がかなりボリュームオーバーロ

ードの原因になる可能性があるので、総

20

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

n)「赤血球濃厚液-LR」輸血の投与量はどのように決めていますか？（複
数回答可）

2

2

16

特に決めていない

予測上昇Hb値(g/dL)=投与
Hb量(g)/循環血液量(dL)の

式で計算する。

10～15ml/kg/day
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21

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

「赤血球濃厚液-LR」の輸血速度について基準を定めていますか？

1

4

1

12

1～2ml/kg/時で輸血する。

2～4ml/kg/時で輸血する。

6～10時間かけて輸血する。

2～6時間かけて輸血する。

22

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

心不全がある場合、「赤血球濃厚液-LR」の輸血量をどのように調整しま
すか？

23

小児に対する輸血療法のアンケート

赤血球製剤について

「赤血球濃厚液-LR」輸血の際、輸血フィルター（輸血セット）を使用
しますか？

13 5使用する

使用しない

現在も「赤血球濃厚液-LR」輸血の際、白血球除去フィルターを使用しま
すか？

0 18使用する

使用しない

投与量を減らすか減らさないかを聞いた

のですが、総投与量は変更しないで投与

速度を遅くする施設が多いようです。輸

血の際には輸血フィルターを使用するか

どうかの設問では、ほぼ使用していると

いうことです。あと白血球除去フィルタ

ーについては、ＬＲになってから使って

いるところはないということがわかりま

した。 

次は血小板について。新生児の出血が

明らかな場合には、末梢血血小板数を５

万/μL以上にキープするという施設がか

血小板製剤について

24

25

新生児に対する輸血療法のアンケート

濃厚血小板製剤について

広範な紫斑以外にも明らかな出血を伴う場合、末梢血血小板数をどのくら
いまで上げるようにしていますか？

26

新生児に対する輸血療法のアンケート

濃厚血小板製剤について

限局性の紫斑のみないしは、明らかな出血を認めず、全身状態が良好な場
合、末梢血血小板数を投与するトリガーはどのくらいで行っていますか？

なり多いのですが、これが出血を認めな

い場合にはかなり少なくなります。２万/

μL以下になったら血小板輸血を行うと

ころが多いようです。 

 １単位あるいは２単位といった小単位

の濃厚血小板の需要は、やはり使用した

ことがある施設が多く、17分の７です。

これである程度小単位血小板のニーズが

あるだろうということはわかりました。

それ以外の施設は５単位が大体メインに

なってきます。５単位を申請時に投与し

た際に査定で減額を受けたことがある、
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27

新生児に対する輸血療法のアンケート

濃厚血小板製剤について

1単位あるいは2単位の濃厚血小板輸血の頻度を教えてください。

7 10はい

いいえ

2.設問1.で「はい」と答えた方に質問します。（週・月・年）に（ ）回
くらいの輸血を行っている。どれか１つお答えください。

1.使用したことがある

１本／月

３本／年

１０本／年

28

新生児に対する輸血療法のアンケート

濃厚血小板製剤について

0 15はい

いいえ

その他、血小板輸血を行う基準があれば教えてください。

濃厚血小板5単位を新生児に投与した際、査定で減額を受けたことがあり
ますか？

臨床上出血症状の強いとき（肺出血）

ＤＩＣ

敗血症

脳室内出血

と答えた施設はありませんでした。ただ、

小児科の場合には、私も１回だけ経験し

ましたが、輸血で減額されたことがあり

ます。 

小児では最初に血小板輸血の投与量を

どういうふうに決めていますか、という

ことを聞きました。やっぱりここも予測

血小板増加数の式から選ぶという施設は

３施設にとどまり、体重あるいは体格で

も良いと思いますが、そこから算出して

輸血を行っているようです。 

こちらの血小板のほうも、白血球除去

29

小児に対する輸血療法のアンケート

濃厚血小板製剤について

初回PC輸血の投与量はどのように決めていますか？

１単位／
３kg

入手できる単位数

＜10kg：5u ≧10kg：10u

2

30

小児に対する輸血療法のアンケート

濃厚血小板製剤について

PC輸血の際投与速度はどのようにしていますか？(DIC・TTP・HUS等
は除く）

31

小児に対する輸血療法のアンケート

現在もPC輸血に際して、白血球除去フィルターを使用していますか？

0 17はい

いいえ

洗浄血小板輸血を行ったことはありますか？

2 16はい

いいえ

濃厚血小板製剤について

洗浄血小板を必要とした理由を教えてください。

ハプトグロビン欠損症

フィルターも使用していない状況になっ

ています。それから洗浄血小板を必要と

するケースも稀にあるようです。ここに

あるハプトグロビン欠損症の人もそうで

すし、あとはどうしても輸血ごとにアナ

フィラキシーを起こすような方だと洗浄

血小板が必要という状況が見えてきます。 

治療抵抗性のＩＴＰの場合、マルクを

行います。マルクを行う前に血小板を入

れるか、と質問したのですが、入れない

で行う施設が増えています。これは恐ら

く小児ＩＴＰのガイドラインで、最初に

32

小児に対する輸血療法のアンケート

治療抵抗性のITPでは他の疾患との鑑別のために骨髄穿刺（マルク）を行
いますが、マルクに先立ってPC輸血を行いますか？

3 13はい

いいえ

PC輸血に際して、輸血セットを使用していますか？

13 3はい

いいえ

濃厚血小板製剤について
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骨髄穿刺をしなくてもいいということが

文章化されたので、それが啓蒙されてき

ていると思われます。血小板輸血に際し

て輸血セットを使用しているかという問

いに対しては、ほぼ使用していることが

わかりました。 

では外科的な処置や手術がある場合は

血小板輸血のトリガーをどこにしている

33

小児に対する輸血療法のアンケート

濃厚血小板製剤について

外科的処置・手術がある場合、PC 輸血を行う末梢血血小板数のトリ
ガーを教えてください。（ ）万/μl以下で血小板輸血を行う。

34

小児に対する輸血療法のアンケート

濃厚血小板製剤について

頭蓋内の手術の場合、PC輸血行う末梢血血小板数のトリガーを教えて
ください。 （ ）万/μl以下で血小板輸血を行う。

35

小児に対する輸血療法のアンケート

濃厚血小板製剤について

複雑な人工心肺使用時のPC輸血を行う行う末梢血血小板数のトリガー
を教えてください。（ ）万/μl以下で血小板輸血を行う。

のかということを調べましたが、５万/

μL以下になったら入れておいてくれと

いう形が多いようです。通常の外科処置

では５万/μL以上という形ですが、脳神

経外科の手術とか、あとは複雑な心奇形

の手術を行う際には10万/μL以上を保つ

ようにという要望が外科のほうからある

ようです。 

血小板に対する照射です。新生児につ

いては、これも赤血球と同じ傾向があり

ますが、日赤で照射した血液を運んでき

てもらうというよりは自施設で照射をす

36

新生児に対する輸血療法のアンケート

濃厚血小板製剤について

濃厚血小板輸血の際、製剤への放射線照射はどのくらいですか。

8

6

3

15-20Gy

25-30Gy

37

小児に対する輸血療法のアンケート

PC輸血前に照射する線量はどのくらいですか？

濃厚血小板製剤について

6

3

6

15-20Gy

25-30Gy

日赤照射血

る。それで高カリウム血症を予防してい

るのがわかります。小児になると、やは

り赤血球と同じように日赤の照射血を使

用している施設が多いようです。 

次は新鮮凍結血漿についてです。厚生

労働省のガイドラインでは、ビタミンＫ

の投与を行ってもＡＰＴＴが著明に延長

している、あるいは出血症状を認めたり、

侵襲的な処置を行う場合や、先天性の血

小板減少症の場合にＦＦＰを使用するの

は書かれてありますが、ほかにＦＦＰを

使用するケースがあるかを聞くと、７施
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38

新生児に対する輸血療法のアンケート

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

7 10はい

いいえ

厚生労働省のガイドラインでは ・ビタミンKの投与にも関わらず、PT
および/あるいはAPTTの著明な延長があり、出血症状を認めるか侵襲的
処置を行う場合 ・循環血液量の1/2を超える赤血球濃厚液輸血時 ・
Upshaw-Schulman症候群（先天性血栓性血小板減少症） となってい
ますが、他にFFPを使用するケースはありますか？

39

新生児に対する輸血療法のアンケート

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

前の設問で「はい」と答えた方に質問します。上記の基準以外でFFPを
使用した経験があるケースを教えてください。

ＤＩＣの病態に加え著しい血管透過性亢進状態にある
病態において

交換輸血

心疾患・ＤＩＣを伴う

プロテインＣ欠損症（他院症例）

ＤＩＣを疑う場合

膠質浸透圧の維持

40

新生児に対する輸血療法のアンケート

FFPの投与量について教えてください。

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

設から「あります」という答えが返って

きました。ただ、これが成人のガイドラ

インでは、ＰＴ、ＡＰＴＴが項目として

挙げられてくるのですが、それを小児に

当てはめてもいいだろうという施設が全

施設で考えられているようです。 

あとは化学療法時での結果です。抗が

ん剤でＬ－アスパラキナーゼを使ってい

るときの凝固異常に対してどういう対応

をしているかを聞きました。ＡＴ－Ⅲを

使っていればＦＦＰの補充は特に必要と

していないという施設が多いのですが、

41

小児に対する輸血療法のアンケート

成人のガイドラインでは、凝固因子の補充を目的とした場合、

PT（INRで2.0以上または活性値で30%以下)/またはAPTTが各施設の
基準値上限の2倍以上の延長を認める場合とされています。小児において
もこの基準は妥当と考えますか？

15 0はい

いいえ

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

42

小児に対する輸血療法のアンケート

L-アスパラキナーゼによる低フィブリノーゲン血症の場合、FFPを補充
する のが妥当と考えられる値を教えてください。

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

43

小児に対する輸血療法のアンケート

播種性血管内凝固症候群(DIC)の場合、FFPを投与する基準について教え
てください。（複数回答可）

その他 ・出血傾向、循環動態をみて ・全身状態含め総合的に判断

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

やはりフィブリノーゲン値が50mg/dLを

下回ると出血のリスクが上がると考えて

いる施設があるようで、まだ一定の傾向

はないようです。 

 大量輸血時に起こる希釈性凝固障害を

予防するために、成人領域ではＦＦＰの

投与を行うようにということが言われて

いますが、小児も同じ基準でいいだろう

と全施設で考えられていました。それか

らＦＦＰの融解時の設定温度はどのぐら

いで行っていますかということを聞きま

した。大体35℃～37℃ぐらいで行ってい
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44

小児に対する輸血療法のアンケート

大量輸血時には希釈性凝固障害が起こることがあります。成人領域では凝
固因子欠乏による出血の場合のみFFPの投与が認められていますが、小児
でも同じ基準を妥当とするべきでしょうか？

11 0はい

いいえ

クマリン系薬剤（ワーファリン等）を投与中に出血傾向が生じた場合には、
ビタミンK投与で1時間以内に改善されることが多いですが、出血傾向が
改善されずにFFPの使用をせざるを得なかったケースを経験したことはあ
りますか？

1 16はい

いいえ

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

45

小児に対する輸血療法のアンケート

FFP製剤融解時の温度設定はどのくらいで行っていますか？

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

46

小児に対する輸血療法のアンケート

FFP製剤の融解にかける時間はどのくらいですか？

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

るところが多いようで、まず問題なく適

切に使用されていると思われます。 

 ＦＦＰの投与のときに投与速度をどう

するかというので見てみると、２～３時

間かけて行うという施設が多いというの

がわかりました。３時間以上かけて行っ

ている施設は３施設にとどまっていて、

どちらかというとＦＦＰは凝固障害に対

して使う場合には早く短時間で入れると

いう傾向があるようです。 

 また、ほかに何か輸血で気になること

はないですかということを聞きました。

47

小児に対する輸血療法のアンケート

FFP融解時にはバックをビニール袋に入れていますか？

15 0はい

いいえ

FFPの融解時は恒温槽を使用していますか？

9 5はい

いいえ

前の設問で「いいえ」と答えた方にお聞きします。貴施設のFFPの融解
法を教えてください

・水道水を適温にして流して融解 ・流温水

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

48

小児に対する輸血療法のアンケート

FFPの投与時は輸血セットを使用していますか？

10 4はい

いいえ

FFPの投与速度はどの位を標準にしていますか？

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

49

その他輸血の実施について気をつけられている点、改善すべき点など何か
ご意見があれば解答欄に記載してください。

輸血製剤の無菌的分割・輸血専用冷蔵庫使用の実現を
図るべき

交換輸血用の全血製剤が得られにくい

高Ｋ血症

無菌的な分割ができたりとか、輸血専用

の冷蔵庫を必要としているところが多い

ということ。また少ないケースですが、

交換輸血を新生児でやるときには全血製

剤が得られにくいという問題点があるよ

うです。高Ｋ血症は未熟児にはかなり多

いので慎重な輸血を行っているようです。 

 次に造血幹細胞移植時の輸血です。ガ

イドラインどおりで、大体、赤血球はト

リガーとして７g/dL未満、６g/dLを下回

らないようにということで行っている施

設が多い。それから心不全がある場合で
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造血幹細胞移植時の輸血

50

51

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

成人のガイドラインではHb値が7g/dL未満を目安に輸血を行うことが推
奨されています。Hb値以外で「赤血球濃厚液-LR」を行っているケース
はありますか？

赤血球製剤について

1

4

上記以外の基準を設けている。

ガイドラインに従いHb値だけを目安に行う。

出血量・ＤＩＣや
感染による消
費亢進状態

52

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

成人のガイドラインではHb値が7g/dL未満を目安に輸血を行うこと
が推奨されています。造血幹細胞移植(SCT)の際も同じ基準でよいと
考えられますか？

赤血球製剤について

14 はい

いいえ

SCT時の「赤血球濃厚液-LR」輸血の際のトリガーを設定していま
すか？

3

2

6g/dL以上～7g/dL未満

8g/dL以上～9g/dL未満

53

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

「赤血球濃厚液-LR」輸血の投与量はどのように決めていますか？
（複数回答可）

赤血球製剤について

「赤血球濃厚液-LR」の輸血速度について基準を定めていますか？

1
1

4

特に決めていない

予測上昇Hb値(g/dL)=投与Hb量(g)/循環血液量(dL)の式で計算

する。

10～15ml/kg/day

2

3

 2～4ml/kg/時で輸血する

2～6時間かけて輸血する

すが、これは移植以外のケースとあまり

変わらないようで、投与量は変更しない

で投与速度を遅くしているようです。ま

た製剤の照射はきちんと行われているか

54

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

心不全がある場合、「赤血球濃厚液-LR」の輸血量をどのように減ら
しますか？

赤血球製剤について

「赤血球濃厚液-LR」輸血の際、製剤への放射線照射はどのくらい
ですか。

2

1

1

15-20Gy
25-30Gy
日赤照射血

55

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

同種SCTに際して、レシピエントがサイトメガロウイルス(CMV)陰性
でドナーもCMV陰性の場合、「赤血球濃厚液-LR」の選択方法を教え
てください。

赤血球製剤について

同種SCTに際して、レシピエントとドナーのどちらかあるいは両方
がCMV陽性の場合(j以外の場合)、「赤血球濃厚液-LR」の選択方法
を教えてください。

4 1

CMV(-)赤血球 CMVランダム赤血球

50

CMV(-)赤血球 CMVランダム赤血球

もアンケートしました。しかし、５施設

しかないので傾向としては、はっきりと

しません。 

ＣＭＶ、ドナーとレシピエントの両方

が陰性の場合は、ＣＭＶ陰性の赤血球を

使うことは守られているようです。どち

らか片方が陽性であれば、ランダムのも

のを使っているという回答でした。血小

板も同じ傾向です。 

 同種骨移植後のＡＢＯのメジャーミス

マッチやマイナーミスマッチでは、この

辺はやはり各施設で多少ドナー型に切り

56

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

r)同種SCT後でドナーがABO型主不適合の場合、ドナー型「赤血球濃
厚液-LR」に変更する基準を教えてください。

赤血球製剤について

s)同種SCT後でドナーがABO型副不適合の場合、ドナー型「赤血球
濃厚液-LR」に変更する基準を教えてください。

患者抗体（－）、ＤＡＴ（－）

抗Ａ・Ｂ凝集素価、クロスマッチの結果

全てＯ型使用

血球でドナー型がしめる％・抗体価推移

前処置開始時

移植後はドナー型血球

全てＯ型使用

ＳＴＲでの生着確認
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57

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

同種SCT後でドナーがABO型主副不適合の場合、ドナー型「赤血球濃
厚液-LR」に変更する基準を教えてください。

赤血球製剤について

患者抗体（－）・ＤＡＴ（－）

抗Ａ・Ｂ凝集素価、クロスマッチの結果

全てＯ型使用

血球でドナー型がしめる％・抗体価推移

同種SCT後でドナーがRh型主不適合の場合、ドナー型「赤血球濃厚
液-LR」に変更する基準を教えてください。

血球でドナー型がしめる％・抗体価推移

全てＯ型使用

58

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

同種SCT後でドナーがRh型副不適合の場合、ドナー型「赤血球濃厚
液-LR」に変更する基準を教えてください。

赤血球製剤について

ＳＴＲでの生着確認

かえる基準が一定していないようで、こ

こをもう少し詰めていくことが必要と考

えられます。血球でドナー型が占める割

合で決めるとか、または生着を確認して

から変更するという方法で行われている

ところが多いと思われますが、それは理

想的な形だろうと思います。Ｒｈについ

てもやはり生着確認をしてからという形

が多いようです。 

 血小板はおそらく最初からドナー型を

使う場合もありますが、抗Ａ・抗Ｂの凝

集素価を参考にしたり、輸血中は全部Ａ

59

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

外科的処置(皮膚生検、直腸生検などがある場合、PC 輸血を行うトリ
ガー をどのくらいに設定していますか？

活動性出血のないD.I.Cの場合、PC輸血を行うトリガーを教えてくだ
さい。

3

1

5万／μL以下

3万／μL以下

1

1

1

5万／μL以下

3万／μL以下

2万／μL以下

濃厚血小板製剤について

60

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

活動性出血のあるD.I.Cの場合、PC輸血を行うトリガーを教えてくだ
さい。

「血小板輸血の際、製剤への放射線照射はどのくらいですか。

濃厚血小板製剤について

2

1

1

15-20Gy
25-30Gy
日赤照射血

61

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

TMAやVODを来した場合末梢血血小板数の目標値をどのくらいに設
定 しますか？

TMAやVODを起こしたときの血小板輸注速度はどうしていますか？

4

1

2万/μl以上～3万/μl未満

 1万/μl以上～2万/μl未満

濃厚血小板製剤について

5他疾患と同様にしている。

62

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

同種SCTに際して、レシピエントがサイトメガロウイルス(CMV)陰性
でドナーもCMV陰性の場合、血小板製剤の選択方法を教えてください。

同種SCTに際して、レシピエント・ドナーのどちらかあるいは両方
ともがCMV陽性の場合、血小板製剤の選択方法を教えてください。

濃厚血小板製剤について

4 1

CMV(-)赤血球 CMVランダム赤血球

0 5

CMV(-)赤血球 CMVランダム赤血球

63

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

同種SCT後でドナーがABO型主不適合の場合、ドナー型濃厚血小板に
変更する基準を教えてください。

同種SCT後でドナーがABO型副不適合の場合、ドナー型濃厚血小板
に変更する基準を教えてください。

移植後はドナー型

最初からドナー型使用

STRでの生着確認後、ドナー型

抗Ａ・Ｂ凝集素価、血型で判断

全てＡＢ型使用

STRでの生着確認後

濃厚血小板製剤について

Ｂ型を使ったりというような施設もある

ようです。 

 次に主副不適合の場合です。これも同

じ形で生着後、ドナー型にかえる、ある
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64

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

同種SCT後でドナーがABO型主副不適合の場合、ドナー型濃厚血小板
に変更する基準を教えてください。

同種SCT後でドナーがRh型主不適合の場合、ドナー型濃厚血小板に
変更する基準を教えてください。

抗Ａ・Ｂ凝集素価、血型で判断

全てＡＢ型使用

STRでの生着確認後、ドナー型

濃厚血小板製剤について

基本的には（－）使用

STRでの生着確認後、ドナー型

65

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

同種SCT後でドナーがRh型副不適合の場合、ドナー型濃厚血小板に
変更する基準を教えてください。

STRでの生着確認後、ドナー型

濃厚血小板製剤について

いは抗Ａ・抗Ｂを測定し、それをもとに

して使用製剤を決めているようです。こ

れも先ほどの赤血球と同じように、生着

がきちんとされてから、変更しようと考

えている施設が多いことがわかりました。 

ＦＦＰについても同様の傾向で、生着

を確認して型をかえる施設が多いようで

す。同じような形で生着をしたか、しな

いかということが一番大きく影響すると

思われます。 

 それから、ＴＭＡやＶＯＤを来したと

きのトリガーをどう変えるかということ

については、１万～２万/μLぐらいにす

るか、あるいはもうちょっと高くやるか

というところで少し考え方が違うようで

す。今回の調査では２万～３万/μLぐら

いで行っている施設が多いです。ＴＭＡ

やＶＯＤを起こしたときに輸注速度をど

うしているかというと、ほかの疾患と同

じようにしているという施設が全例でし

66

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

成人のガイドラインでは、凝固因子の補充を目的とした場合、PT
（INRで 2.0以上または活性値で30%以下/またはAPTTが各施設の
基準値上限の2倍以上の延長を認める場合とされています。造血幹細
胞移植後の小児においてもこの基準は妥当と考えますか？

04

はい いいえ

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

67

3. 小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

SCT時に合併した播種性血管内凝固症候群(DIC)の場合、FFPを投与
する基準について教えてください。（複数回答可）

※ 全体的にみて

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

68

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

同種SCT後でドナーがABO型主不適合の場合、ドナー型FFPに変更
する基準を教えてください。

同種SCT後でドナーがABO型副不適合の場合、ドナー型FFPに変更
する基準を教えてください。

前処置開始時

抗Ａ・Ｂ凝集素価、クロスマッチの結果

STRでの生着確認後、レシピエント血

患者血球（－）時

移植後はドナー型血球

STRでの生着確認後

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

69

小児の造血幹細胞移植時の輸血療法のアンケート

同種SCT後でドナーがABO型主副不適合の場合、ドナー型FFPに変
更する基準を教えてください。

同種SCT後でドナーがRh型主不適合の場合、ドナー型FFPに変更す
る基準を教えてください。

患者血球（－）時

抗Ａ・Ｂ凝集素価、クロスマッチの結果

STRでの生着確認後、ドナー血

新鮮凍結血漿（ＦＦＰ）輸注について

STRでの生着確認後、ドナー血

同種SCT後でドナーがRh型副不適合の場合、ドナー型FFPに変更す
る基準を教えてください。

STRでの生着確認

た。 

ＤＩＣになったときのことに関してで

すが、まだ様々な項目で適応を決めてい

るようで、ＡＴ－Ⅲだけではなくてフィ



 55 

ブリノーゲンを見ていたり、というとこ

ろが特徴としてあると思われます。 

 最後に自己血輸血です。同意書はある

かという形で聞いたら、ほぼ「ある」と

いう答えが返ってきています。説明書と

同意書はきちんと区別されているようで

す。適応をどうしているかというと、体

循環の10％以下とか15％という形で循環

自己血輸血について

70

71

自己血輸血についてのアンケート（小児）

自己血輸血の同意書はありますか？

自己血輸血の同意書は、同種輸血の説明・同意書と区別しています
か？

19

はい いいえ

28

はい いいえ

72

自己血輸血についてのアンケート（小児）

自己血輸血のために術前貯血を行う適応はどのように決めています
か？ （複数回答可）

その他

・循環血液量の何％という基準は設けていないが、出血量が多いと予想されるとき

・４００ｍｌ以上の出血が予想されるとき ・両親の希望

血液量をもとにするか、あるいは不規則

抗体を持っている場合に行うことが多い

ようです。 

 １回の貯血量の上限については、５～

73

自己血輸血についてのアンケート（小児）

1回の貯血量の上限についてはどのようにしていますか？
（複数回答可）

その他

・Ｈｂの値、予想される出血量を考慮して主治医が決める

・１回４００ｍLまで ・予想出血量で上限を８００ｍLとする

・バッグ容量に準じて貯血

・400ｍLまたは循環血液量の10%以内のいずれか少ない方を選択

74

自己血輸血についてのアンケート（小児）

保存液と貯血期間はどのようにしていますか？

自己血採取後エリスロポエチン（EPO)製剤を使用しますか？

44

はい いいえ

75

4. 自己血輸血についてのアンケート（小児）

自己血採取後に鉄剤を使用しますか？

自己血採取のクリニカルパス（クリティカルパス）を使用しています
か？

90

はい いいえ

08

はい いいえ

10cc/kg、あるいは循環血液量の10％ぐら

いまでという形になっているようです。

保存の方法についてはＣＰＤ-Ａ-１液を

使用する施設が多く、35日以内に使用す

るという形をとっていました。エリスロ

ポエチンと自己血採血後に使っている施

設が４施設ほどあったのですが、鉄剤に

ついては全施設行っているようです。そ

れからクリティカルパスを使っています

かという質問をしましたが、これはまだ

どの施設も作っていないようです。 

それから、自家骨髄採血のときに術前
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76

自己血輸血についてのアンケート（小児）

自家骨髄採取・自家末梢血幹細胞採取の際に術前の赤血球輸血のトリ
ガーを設置していますか？

前の設問で「はい」とお答えいただいた方に質問します。この場合の
赤血球輸血のトリガーを教えてください。

32

はい いいえ

自己血輸血についてのアンケート（小児）

自家骨髄移植時の骨髄採取に際して、自己血を採取していますか？

同胞間同種骨髄移植時の骨髄採取の際に自己血を採取しますか？

1

2

2

採取しない

採取量がドナーの循環血液量の15%以上になる場合

は採取する。

全例採取している。

4

1

すでに同種赤血を輸血しているの
で自己血は採取しない

採取量がドナーの循環血液量の
15%以上になる場合は採取す

る。

の赤血球輸血のトリガーを設定してるか

というと、これもばらばらで、「はい」と

答えた施設は大体７g/dLを下回らないよ

うにという形で行われていました。自家

骨髄移植のときに自己血採血をしてる場

合には、採取量が患者さんの循環血液量

の15％以上になる場合には自己血を保存

している施設もありますが、既に同種輸

血をしているケースがほとんどなので、

そういうケースでは自己血は採血しない

と回答されています。 

ＨＬＡ一致の同胞間同種骨髄移植のと

きには全例、自己血を採取しているとこ

ろもありますし、あとは体重換算で循環

血液量を用いてかなり骨髄採取しなけれ

ばならいけないケースについてのみ行っ

ているようです。 

今回のアンケートの結果から、神奈川

県内では厚労省の「血液製剤の使用指針」

に準じて輸血療法が行われていることが

まとめ

• 神奈川県内では、ほとんどの施設で厚生労働省の「血液
製剤の使用指針」に準じて輸血療法が行われていた。

• 新生児期をすぎた乳児・小児・学童に対する輸血に対し
ては、ほぼ成人の使用指針に準じた輸血療法が行われ
ているが、エビデンスに基づくガイドライン作成が必要と
考えられる。

• 今回のアンケート調査に基づいたパイロット・スタディーを
早期に他地域と協力して作成して行うことが望まれる。

• また、輸血製剤の無菌的分割が安全に行えたり輸血専
用冷蔵庫を使用できる環境をできるだけ早く整備していく
必要があると考えられる。

78

わかりました。新生児時期を過ぎた乳児

から、小児、学童に対する輸血に対して

は、まだトリガーに施設間格差がありま

す。成人の使用指針に準じて行われてい

るケースが多いのですが、細かいところ

でもう少し決めていったほうがいいので

はないかと考えました。 

それから、今回のアンケート調査をも

とに小児に対する輸血のガイドラインを

策定していこうということを考えていま

す。全体を通して言えることは、輸血製

剤を無菌的に分割、安全にできる環境、

専用冷蔵庫がある環境をできるだけ早く

整備していく必要があることだろうと思

います。以上で、簡単ですがアンケート

の結果を報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

気賀沢 どうもありがとうございまし

た。膨大なデータでプリントのほうには

もっと多くの結果が出ていますが、今は

その中の半分ぐらいを出してもらいまし

た。 




