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  ＜コメンテーター＞ 東京慈恵会医科大学附属病院 輸血部教授    星 順隆 

 

気賀沢 続いて、東京慈恵会医科大学

附属病院、輸血部教授の星順隆先生にコ

メントをいただきます。よろしくお願い

します。 

 

 

 星 私自身はもともと小児科医という

か、まだ今でも小児科医のつもりでいる

のですが、20年前に輸血部のほうに造血

幹細胞移植で輸血を使い過ぎたというこ

とで行かされてもう20年たっています。

その当時から小児輸血療法研究会を、最

初は代表世話人が東邦大学の月本先生で、

10年前から私が月本先生を継いで行って

まいりました。今日の井上先生の発表と

ほとんど結果は同じですが、今日はその

取り組みの中でのアンケート調査結果を、

簡単に説明させていただきます。 

 小児輸血療法研究会では幾つかのガイ

ドラインをつくるべくやってきたのです

が、最終的にでき上ったのは新生児の、

それも早期の未熟児貧血のところだけで

した。特に血液疾患に関しては何回か調

査させていただいていますが、全国の小

児血液をやっている先生方は成人のガイ

ドラインよりもさらに厳しい状況で輸血

をされていて、あのガイドラインで十分

であるという回答が何回も戻ってきてい

ます。 

 それから、心臓外科のほうは自己血輸

血を中心とした無輸血の推進という形で

どんどん話を進めていたのですが、その

うちに人工心肺が改善され、15キロあっ

たら自己血の準備も要らないという形で

手術が無輸血で行われるようになってき

ています。いま国立循環器センターの八

木原先生を中心にいろんなものがまとめ

られていますが、ここも大体片づいてき

たということです。ただ、小児は特殊な

状況がありますので、これから解決しな

ければいけない幾つかの問題があります。 

このアンケート調査は、2007年に行い、

我々の研究会の中で討論したものです。

この結果については堀越先生が『日本小

児血液学会雑誌』に投稿してありますの

でぜひ読んでいただきたいと思いますが、

その一部を紹介します。 

 もともと指針第３版に赤血球輸血の規

定があるわけですが、新生児の場合の配

慮として幾つかの、成人とは違ったもの

が提起されています。特に長時間を要す

る輸血は開始後６時間以内、１回の輸血

が６時間以上となるような場合には無菌

的に分割で使用、２℃から６℃で保存し

なさいということがそのガイドラインに

記載されていまして、先ほど井上先生の

調査では、ほとんど守られているという

ことで大変安心しています。赤血球輸血

神奈川 09．01.10 3

⇒ 赤血球輸血（３版）

（１）慢性貧血での輸血ポイントはＨｂ７ｇ/ｄｌとされるが、
必ずしも定められるものでない。特に、持続性の少量
出血に伴う貧血に対する赤血球輸血は、日常生活に
支障をきたす貧血症状がある場合に限って、１～２単
位/日の輸血が適応となる。

（２）急性出血（主として外科的適応）に関しては、Ｈｂ６
～１０ｇ/ｄｌを維持することで、Ｈｂ６ｇ/ｄｌ以下では必要
であるが、Ｈ１０ｇ/ｄｌ以上は必要が無いとされている。

（３）周術期の輸血はＨｂ７～８ｇ/ｄｌを維持することを目
安とする。
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神奈川 09．01.10 4

新生児への配慮（赤血球）

未熟児・新生児への赤血球輸血は、貧血
による臨床症状の有無による適応

使用血液は、採血後２週間以内

1回の輸血量は10～20ｍｌ/Kg
長時間を要する輸血は開封後6時間以内、
1回の輸血が6時間以上となる場合は、無
菌的に分割（使用まで2～6℃で保存）

神奈川 09．01.10 5

２）赤血球輸血

同意する
43

同意しない
4

回答なし
0

に関して、多くの施設がこの第３版でい

いだろうという回答が来ています。 

血小板輸血に関しては基本的には成人

の１万から２万を維持するということで

すが、大量出血をした場合等の配慮があ

ります。新生児だけはこれだけの高い値

を保つ。これも先ほど井上先生の発表だ

と、かえってこれ以下に抑えている様な

ので大丈夫なのかなという感じはします

が、現在の規定でいけているのであれば、

それでいいのだろうと思います。しかし

現場の先生方からは、これではやってい

神奈川 09．01.10 6

⇒ 血小板濃厚液輸血（3版）

１）慢性の血小板数減少に関して、２万/μｌ以上を維

持するとの表現から、１～２万/μｌを維持すると
の表現に変更された。

２）血小板減少による活動性出血の場合は５万/μｌ
を維持する。

３）大量出血の場合の血小板輸血の適応は、循環血
液量の２倍以上の出血があり、血小板減少による出
血症状が認められる場合のみ適応となる。

神奈川 09．01.10 7

新生児への配慮（血小板）

出血症状がみられず、全身状況が良好な
場合 3万/μｌ

広範な紫斑、明らかな出血を認める場合

5万/μｌ

肝臓の未熟性による凝固因子の著しい低
下を伴う場合 5万/μｌ

侵襲的処置を行う場合 5万/μｌ

神奈川 09．01.10 8

１）血小板輸血
回答なし　0

次に掲げる事項を
指針に追加すべき

である　30

指針で問題なし
17

けないという話もたくさん出ています。 

指針に追加すべき事項に関して、１つ

は寛解導入時に血小板数をどのぐらいに

するか。これは１万から２万でいいだろ

うということです。それからキロサイド

等の大量療法のときにはどうするか。こ

れも半分の方は同意していますが、まだ

問題が残ります。それから造血幹細胞移

植時の血小板のトリガーも２万でいいだ

ろうということでした。 

そのほかに、疾患別、病態別にきめ細

かい基準が必要であるという意見があり

神奈川 09．01.10 9

1）血小板輸血
①寛解導入時は血小板輸血のトリガーを2万、
その後は1.5～2万

同意する
27

同意しない
8

回答なし
12
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神奈川 09．01.10 10

1）血小板輸血
②キロサイド大量療法時は出血傾向がなくても
血小板輸血のトリガーを2万

同意する
26

同意しない
10

回答なし
11

神奈川 09．01.10 11

1）血小板輸血
③造血細胞移植時は血小板輸血のトリガーを2万

同意する
29

同意しない
9

回答なし
9

神奈川 09．01.10 12

1）血小板輸血
④疾患、状態別にきめ細かい基準が必要である。

同意する
21

同意しない
15

回答なし
11

ます。ここに輸血はトリガーだけではな

く、適正な輸血量を指針に加えろとか、

小児の場合には特にどのぐらいの量を輸

血するかということが血小板で大事であ

ろうという意見があります。多くの先生

から、発熱があったときに少しそのトリ

ガーを上げてやったほうがいいのではな

いかという意見があって、そういう方向

で指針をつくっていったらどうかという

ことです。 

 もう一つはＦＦＰです。ＦＦＰは新生

児への配慮としてビタミンＫの投与にも

神奈川 09．01.10 13

1）血小板輸血
⑤輸血のトリガーだけではなく、適正な輸血量を
指針に加えるべき

同意する
30

同意しない
7

回答なし
10

神奈川 09．01.10 14

1）血小板輸血
⑥発熱・感染症合併時には血小板輸血のトリガー
を上げる。

同意する
37

同意しない
2

回答なし
8

神奈川 09．01.10 15

1）血小板輸血
⑦小児は、成人に比べ骨髄抑制の強い化学療法
を行うことが多いので、血小板減少の時期を遷延さ
せないようにする。

同意する
28同意しない

8

回答なし
11

かかわらず、という追記があります。こ

れも大体同意されていて、大きく指針を

変える必要はないのではないかというこ

とです。 

神奈川 09．01.10 16

新生児への配慮（FFP）
凝固因子の補充

VK投与にもかかわらず、PTおよび/あるい
はAPTTの著明な延長があり、出血症状を
みとめるか侵襲的処置を行う場合

循環血液量の５０％を超える赤血球濃厚
液輸血時

先天性血栓性血小板減少性紫斑病
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神奈川 09．01.10 17

３）新鮮凍結血漿輸血

同意する
41

同意しない
4

回答なし
2

神奈川 09．01.10 18

⇒ アルブミン 製剤（３版）

（１）出血性ショックに対しては、循環血液量の50％
以上の出血をみる場合、等張アルブミンを使用。

（２）人工心肺の充填に使用するのは10Ｋｇ以下の
小児が対象。

（３）大量の腹水（４Ｌ以上）を認め、循環血漿量の
低下が認められる場合、高張アルブミンを使用。

（４）循環動態が不安定な患者の血液透析

（５）単なる低アルブミン血症の是正は適応外とさ
れている。

神奈川 09．01.10 19
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アンケートとは離れますが実際に小児の

輸血はどのぐらいされているかというこ

とです。東京都の調査では2004年には20

歳未満の輸血が４％であるということで

した。これではゼロ歳から９歳でわかり

にくいということで、東京都にもう少し

細かく分けてくださいとたのみましたと

ころ、昨年度からゼロから４歳、５歳か

ら９歳という形で、ここの部分を分けて

くれました。ゼロから９歳は2007年の調

査では3.2％まで下がってきています。特

にここの中を見ていただきたいのです。

実は小児の輸血の大半というか、ほとん

どがゼロから４歳で行われています。 

 小児でも年齢の高いほうはほとんど輸

血されてないということで、小児と老人

が輸血されているのですが、その中で特

に小児の輸血は新生児期、それから乳幼

児期に行われていることが特徴です。こ

の年齢の輸血は、甚だ輸血部にとっては

負担です。分割はしろ、洗浄はしろ、合

成血をつくれ、それから夜中によく赤ち

ゃんが生まれて問題になるから夜間に新

生児の血液型を検査しろ、出てくる血液

はマイクロティナで500マイクロ、これで

全ての検査をやれというようなことで大

変手間がかかっています。 

 データが古くて申しわけないのですが、

慈恵医大附属病院では小児の輸血は大体

６％ぐらいで、小児科の入院患者さんで

輸血を使う半分は新生児であるという状

況です。外来と入院でみますと、小児科

神奈川 09．01.10 20

小児領域の輸血（１）
（2006年度：慈恵医大附属病院）

全体の使用量は42,000単位で10％のみが外
来で使用されているが、小児科で使用された
2,447単位中612単位（25％）は外来で使用さ
れている点が、血液内科と大きく異なる

オーダーは全体の 5.5％

製剤の使用は全体の 5.8％

（外来 15.8％ 入院 4.8％）

小児科における入院時使用の半分は新生児

神奈川 09．01.10 21

小児領域の輸血量（２）
（2006年慈恵医大附属病院）
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は外来で輸血製剤を使う頻度が結構高く、

血液内科に比べてはるかに外来で血液を

使っていて、すぐに出庫しろというよう

なことが多々あります。 

 平成10年になりますが、自己血輸血で

６歳未満の乳幼児に対して自己血を貯血

するときに大変手間がかかるということ、

プロキロ４ccを成人の200cc１単位と換

算する事を通してもらったいきさつがあ

ります。その後、小児の自己血輸血が普

及すると思っていたのですが、まだ十分

な普及はありません。特に小児の場合に

神奈川 09．01.10 22

・６歳未満の自己血輸血に対して、手技料が改訂

4ml / Kg =成人の200ml（１単位）

・幼若小児に対する自己血輸血の普及が期待できる

6歳未満の幼若小児に対する自己血貯血

（平成10年4月）（平成10年4月）

神奈川 09．01.10 23

小児用採血バッグの変更（平成17年2月）

１．保存液がACDからCPDA-1
２．コネクター形状変更
３．チューブ、コネクターの素材変更
３．小バックの位置変更

１．保存液がACDからCPDA-1
２．コネクター形状変更
３．チューブ、コネクターの素材変更
３．小バックの位置変更

神奈川 09．01.10 24

幼若小児に対する自己血貯血の今後の課題

適応の標準化
至適自己血貯血量の設定
EPOの適応（コストと効果）の検討
より簡便な貯血システムの開発
経済的保障

はまだいろいろな問題が残っています。 

先ほどの報告で自己血でＥＰＯを小児

で使っているという結果があったのです

が、エリスロポエチンはいま残念ながら

800cc貯血しないと算定できないという

状況ですので小児ではほとんど請求する

のは無理なのですが、このあたりも実は

ＥＰＯの投与等も含めてプロキロ４ccが

１単位、ですからプロキロ16ccの貯血を

実施したら、ＥＰＯの適用ということを

お願いできればと思っています。 

 次に製剤の分割が新生児、特に６時間

以内に輸血するということで問題になっ

ています。理由の一つは200cc、１単位の

ものを使って、あとは捨てるということ

ではなくて、ドナー数を減らすという意

味では安全対策から、少量であれば分割

使用するほうがいいと思います。 

 それからもう１つ重要な理由は検査回

数の減少です。交差試験等をするための

検査用の血液量を少なくすることができ

る。つまり極小未熟児では採血のために

かえって貧血を亢進させてしまい、輸血

をするために検査を出す。その検査のた

めの輸血をしなきゃいけないという状況

を回避する意味では必要だろうと思いま

す。 

分割で問題になるのはコストです。こ

神奈川 09．01.10 25

製剤の分割
ドナー数を減らす（安全対策）

検査回数（患者採血量の削減）

1バック＝6時間以内に使用

コスト

１）テルモ4連（85ml）バッグ 1,400円 計1,550円

ウエハー 1枚 150円

２）3分割 分離バック（150ｍｌ） 2 + ウエハー 2枚 850円

4分割 3 + 3枚 1,320円

5分割 4 + 4枚 1,760円
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のテルモの４連バッグを使ってＳＣＤの

ウエハー１枚使うと1500円かかります。

我々のところはこれではちょっと高過ぎ

るというので、一般の分離バッグは150

円ぐらいです。それにウエハーを使うこ

とによって４分割まではテルモのバッグ

を使うよりは安くできると考えています

が、いずれにしてもこういうことをやる

のに人手もかかるし、費用もかかるとい

うことです。 

 小児輸血療法研究会では最終的にはこ

ういう申請を何らかの形で出していきた

いと、いま考えています。６歳未満の小

児に対する輸血手技料として、自己血同

様、プロキロ４ccの輸血を１単位として

算定できる。製剤としては200cc由来の１

神奈川 09．01.10 26

小児輸血料の改定？

6歳未満の小児に対する輸血手技料

自己血同様

４ｍｌ/Kg の輸血を1単位として算定

製剤としては200ml由来1単位の請求で
あっても、手技料の加算により、バック代
や輸液ポンプ、SCDの整備が可能となる。

単位としてしか請求できませんが、手技

料の加算により、バッグ代金や輸液ポン

プ、それからＳＣＤの整備等が可能にな

ると思います。小児、特に極小未熟児の

輸血というのは精密輸血です。極めて細

かい管理をして神経を研ぎ澄ませて時間

をかけて輸血をしてるのですが、それが

200ccまでいかないという形でほとんど

評価されてないのが現状です。このあた

りのところをぜひ多くの方に知っていた

だいて、今後、保険改定のための行動し

ていきたいと思いますので、ご理解とご

協力をいただければと思います。以上で

す。 

 

 

 気賀沢 星先生、ありがとうございま

した。質疑をしたいと思いますのでご質

問をお願いします。小児の全国集計で堀

越先生がまとめていただいて、今回の神

奈川のほうもそれをもとにして神奈川の

実態調査をしたわけです。井上先生、か

なりそれに合ったような結果が出たとい

うことですが、星先生はどうですか。 

 星 ええ。実際に小児領域の輸血とい

うのは、ほとんどあのガイドラインの中

で、できている。しかし、子供で特殊な

ところが幾つか、特に新生児期のところ

のいろいろな特殊なものはもう少しきめ

細かい、小児独特のガイドラインをつく

っていく必要があるのではないかと考え

ています。 

 井上 今回、解析させてもらって一番

これから大変だろうなというのは、ＳＣ

Ｔのときの基準をどうするかだと思いま

す。そこを経験豊富な先生たちにアンケ

ートをとって、という形でやりたいとは

思いますが、移植施設全体で何かまとめ

たものをやりたいなと考えています。 

 気賀沢 ほかにございますか。どうぞ。 

 片平 昭和大学横浜市北部病院の片平

です。星先生に伺います。まずＦＦＰで

す。ＬＲ化されてボリュームが大きくな

ったということで、小児の使い切れない

部分というのが非常に多くなっていると

思います。それに対してどのような働き

かけをされているのかということ。それ

から血小板でも、１単位、２単位の小容
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量のものは予約をしないと手に入らない

のが現状です。小児の場合、ぎりぎりど

うしても輸血をしたくないので当日発注

が多くなります。そういうところで何か

働きかけをされていますか。 

 星 これはよく話に、「何とかしてくだ

さい」というのが出てきます。ただ、い

ま井上先生の調査のとおり、基本的に日

本の保険制度というのは最低単位があっ

た場合には、それ以下のものはそのまま

で、あとは全部廃棄して請求できるとい

う体制がとれています。ですから、血小

板が５単位でその中身をどのぐらい使お

うと、あと廃棄しても査定されていない。

これは正しいことだと思います。ですか

ら患者さんに適切な量を使うということ。

あとは安全に使えないものであれば、や

はりそれは廃棄するほうがいいと思いま

す。ＦＦＰは確かにおっしゃるとおり、

あの量は小さな子供には無駄です。それ

は今のところ、対応の仕様がないという

か。本来はＦＦＰも１回溶かして、分割

して、もう１回凍らせても凝固因子はそ

れほどは変わらないというデータもある

ので、それでいいのかどうかという事を

今後きちっと検証していく必要があると

思います。それから、血小板に関しては

できるだけ、いま１回の分割は許されて

いるわけですから、血液センターに血小

板製剤を製造する時に、２単位とか１単

位のものをつくっておいてもらうことが

できればということで、これは大学輸血

部会議というのがありまして、そこでの

赤十字への要望事項には入っていますの

で継続的に進めていきたいと思っていま

す。 

 片平 どうもありがとうございました。 

 気賀沢 いろんな問題があると思いま

す。小児の場合の照射量ですね。あの日

赤の照射量で回しているところもありま

すが、わりと自施設で15以上とか、うち

は25でやってたりしましたが、それは大

人はどうですか。 

 井上 照射量ですか。 

 気賀沢 量で。 

 井上 成人も、いま日赤からいただい

ているのは15Gyかけてくれる状況なので、

15Gyであればまず大丈夫だろうと思われ

ます。ただ、Stem Cell Transplantation

とか、非常に免疫系がナイーブなときに

はもう少しかけてもいいのかなと考えて

います。 

 星 量的には放射線量は問題ないと考

えています。もともと15Gy以上というの

は、全ての血球に15Gy以上の照射をして

いるということで、かけ方によっては中

心線量を25Gyと設定をしても、外側はそ

んなにかかっていないということなので、

そこら辺の表示が少し施設での考え方と

違うのかもしれません。赤十字から提供

されるもので十分だと考えています。 

 それからもう一つ、赤十字から提供さ

れる製剤でカリウムが高くなるという話

があります。自分のところでかける施設、

我々のところも自分のところでかけてま

すが、実際にはそれほど高いカリウムの

量ではない。放射線照射をしたからどう

こうという問題よりは、製剤ごとに注意

をするほうが大事だと思っています。で

すから将来的には赤十字が全部かけて出

庫する様一本化することは、ある時点で

必要ではないかと考えています。 
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 気賀沢 あと無菌的な分割をする場合、

可能な施設があるか、設備があるかとい

うことが問題になっていますが、それは

どうですか。 

 星 いま唯一、無菌的に接合するとい

うことで許可されているのはＳＣＤです。

機械自体は１台そんなに高いものではな

いです。針というか、その歯が１回幾ら

するということで費用はある程度かかる

のですが、何らかの形で費用が補てんさ

れる形になれば、どの施設でも、設備が

できないほどの高い器具ではないと思っ

ています。そういう意味でも、乳幼児の

場合、分割をして使うことに対しての加

算というか、何らかの配慮をしてもらえ

れば、もっと安全に配慮した体勢の整備

が進むのではないかと思っています。 

 気賀沢 あと血小板のトリガーは一応

２万というのが多いのですが、今は１、

２万に変えてきて１万でやっています。

新生児だけは３万とか、あるいは５万に

したほうがいいということですか。 

 星 ええ。新生児の場合は特に血小板

の数だけではなくて凝固因子の問題があ

るので、少し高めにしておいたほうがい

いだろうというのが一般新生児の先生方

の考えですし、多分そうだと思います。

これはＡＡＢＢの基準も全くそういう形

になっています。 

 気賀沢 ほかにございますか。膨大な

資料をありがとうございました。（拍手） 

 

 




