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　血液事業の体制整備の見直しについて!
! ! ! !採血、製造、供給の各機能に即した効率的、!
! ! !合理的な組織形態の構築!

　　「現在、血液事業の実施は各血液センター毎に、事業面、財政面、
人事面において独立的に運営されているが、血液事業が各血液セ
ンター単位に細分化されている現状では、効率的、合理的な事業運
営は困難といえる。　　　長期に安定した血液事業を実施するため
には、採血、製造、供給の各機能に着目し、それぞれにふさわしい
運営をしなければならない。同時に独占による非効率や停滞の生じ
ないような組織形態を構築する必要がある。例えば、広域区域単位
に血液センターを再編成して計画的採血を実施するとともに、・・・・
・（略）」

血液センター業務集約化の経緯

日赤血液センターの業務集約化目的（1）

! 安全対策の充実 
! 充実した施設・設備による安全で均質な血液製剤
の製造 

! 新たな安全対策技術の導入に向けた迅速な対応 

! 血液製剤の安定供給 
! 製剤規模の増大、需給管理の充実により血液不
足時の迅速な供給の確保 

! 少子高齢化社会を見据えた広域的な献血推進に
より、安定的な献血者確保が可能 

国民に信頼される持続可能な 
血液事業体制の確立 

日赤血液センターの業務集約化 
目的（2）

"  事業の効率化

　 期限切れの削減及び血液製剤を有効活用

　　　⇒複数センターの在庫を一元管理することで、より需
要に見合った管理体制の構築　

　 施設の統合による事業費用の削減

"  適正な人員配置と人材育成

安全・安定・効率化
!  安全対策の充実 

!  全国一律の安全対策基準はあるが、各施設で品質の統
一化ができていない面があった。 

!  古い建物では国の製造品質管理基準（GMP）を満たせ
なくなるおそれもあった。 

!  集約化すれば、近代化した施設で均質な製剤が提供で
き、新たな安全対策技術にも迅速に対応できる。 

!  安定供給 
!  血液は生きた細胞であり、有効期限があるいわば生（な
ま）ものだ。広域化でパイが大きくなれば需給管理が徹
底され、血液不足や製剤の期限切れ、血液型による過
不足なども減らせる。 

!  事業効率化

安全対策の充実について
! 日本赤十字が行う血液事業を取り巻く環境は、特
定生物由来製品の製造販売業者として、法的規制
の強化はもとより社会的にも安全性に対する関心
が高まるなか、より高度な安全基準を全国すべて
の赤十字血液センターで維持していくことが困難な
状況になりつつある。 



血液センターの課題

! 47都道府県のうち、 
68%の血液センターが建築年数20年以上経過 
①　GMP(安全)基準強化に伴う補足的な改修工事による 
製造エリアの狭隘化 

②　製造機器の多様性及び老朽化の バラツキ、 
③　製造規模による職員数の多寡、及び、統一的な 
教育訓練の実施体制等 

安全対策について

! 製造施設を全国規模で計画的に集約し、施
設整備等の強化を行い、より充実した体制
のも と、均質な血液製剤の提供、さらなる安
全性の向上に努める必要があった。 

血液製剤の安定供給について
! 血液センターの現状 

!  小規模な血液センターほど、計画的な需給管理が難しい。 
! 輸血用血液製剤の期限切れや他センターからの受入
（他センター依存率）が多い。 

! 輸血用血液製剤の大量使用等（急激な大量出血）によ
り、血液型別の適正な在庫量を維持が難しい。 

!  少子高齢化が進行する中、高齢者人口（輸血割合が高
い）の増加と輸血必要量を支える献血可能人口の減少に
より、安定的な献血者確保について地域間格差が懸念さ
れる。

安定供給や効率性は ? 

　　以下の各項目にセンター間の顕著な格差が存在し、
安定供給や効率性に問題がある。

　・　期限切れ率の格差

　・　他センターからの受入率の格差 
　・　人口減少の格差 
　・　固定施設での献血率の格差

　・　移動採血の地域間格差

　・　医療機関数の格差

　・　供給量の格差 
　・　仕事量に見合っていない人員配置 
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65歳以上の人口構成比率

資料：平成17年までは国勢調査�平成18年度以降は「都道府県将来推計人口」�
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年齢別輸血実患者数割合の推移
秋田県合同輸血療法委員会調査　

血液製剤の安定供給について

! 広域的なエリア内で計画的に献血者を確保
することや、輸血用血液製剤の在庫量を一
元管理するなどの「広域需給管理体制」を整
備することによって、上記の現状をより改善
していく。この体制により、献血血液の有効
利用が図られ、輸血用血液製剤の期限切れ
を減少させることが期待でき、より献血者の
善意に応えることが可能になると考えている。

災害時等の対応について

! 日本赤十字社では、危機管理マニュアルを
作成し、血液センターの災害・事故等により
供給に支障を及ぼす場合は、近隣の血液セ
ンターあるいは必要に応じ全国レベルの協
力により、安定供給を確保するための体制
をとる。

平成20年8月
全国10施設に集約を達成

② 宮城

① 北海道

③ 埼玉

⑩ 九州

⑨ 広島
⑧ 岡山

⑦ 大阪

⑥ 愛知

⑤ 石川

④ 東京

＜参考＞
　　-- 平成18年4月現在 --
　　　　41施設で実施

検査業務集約

感染症検査 
　　凝集法⇒化学発光酵素免疫法 
　　　　　　　　（ＣＬEＩＡ法）

秋田センターの検査
業務は平成19年9月
から宮城センターに
委託

平成25年度末迄に
全国11ヵ所程度（案）

　　平成21年8月現在 
　　　・29施設（2付属施設含）で実施
　　　・20県が他県に集約

製剤業務集約

＜参考＞
　　-- 平成18年4月現在 --
　　　　54施設で実施

秋田センターの製剤
業務は平成23年4月
頃（？）から宮城セン
ターに委託！



製剤統合後に変更が想定される業務内容
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供給体制について
!  供給施設は、製剤業務集約後も今まで通り堅持し、現在と
変わらない供給体制を整備することとする。また、広域的な
範囲の血液センターを1グループとして、複数の在庫を共
有することで、以下の通り血液製剤のさらなる安定供給に
努めていく。 
!  赤血球製剤の供給について 

!  日々、製造所から供給施設に製品を搬送し、これまでと同様の適
正在庫（３日分）を堅持しながら供給します。 

!  血小板製剤について 
!  日々、必要な製品を製造所から供給施設に搬送し、これまで通り
の供給体制を堅持します。 

!  洗浄赤血球・合成血等について 
!  従前通り事前予約をいただきながら、これまで通りの供給体制を
堅持することとしております。 

!  緊急要請について 
!  現行と変わらない体制のもと、適正な在庫量を確保して迅速な供
給に努めます。 

製品搬送

血液製剤の搬送体制（秋田）
出発地 時間 到着地 時間 製品内容

仙台

10：30

秋田

14：00 PC・PCHLA

13：30 17：00 PC・PCHLA、RCC、FFP、二次製剤

18：00 21：30 二次製剤

製品内容は主製品を記載、不足時は各便及び中継等で対応

赤血球製剤（宮城、山形、岩手）

!  宮城センターは、岩手、山
形センターの在庫が注意報
水準域に至ることのないよ
うに、日々払い出しの実施。
在庫過剰時は、宮城セン
ターで保管、不足時は宮城
センターが他ブロックから需
給調整を実施する。 

!  在庫上限  120％ 

!  在庫下限  80％ 

需給調整

製品搬送 
在庫調整

原料

出荷



血小板製剤（宮城、山形、岩手）

!  血小板製剤の採血数は、３センター（宮城、山形、岩手）に
おける過去の曜日別供給実績を基に、採血を依頼。但し、
山形、岩手の各センターは、採血量と供給量との乖離があ
り、宮城センターで上乗せ採血を行っている。 

!  宮城センターからの配送は、 
①午前定期便として当日午前発注分、 
②午後定期便として翌日の供給予約分と適正在庫分（夜
間在庫を含む）としている。 

!  平成21年9月の期限切率は、６％台。

新鮮凍結血漿（宮城、山形、岩手）

! 新鮮凍結血漿は、宮城センターにおいて、岩手、
山形、宮城センターの在庫数や供給数をシミュ
レートし、６ヶ月先に必要となる供給数を製造して
いる。 

! 製品は、宮城センターで約４~５ヶ月間貯留した後、
岩手、山形の月平均供給数を踏まえ、製品を移管
している。

二次製剤（宮城、山形、岩手）

! 洗浄赤血球 
!  岩手、山形センターは宮城センター供給課へ15時まで需給
調整依頼を行い、宮城センター製剤課は17時に供給課へ出
荷する。岩手、山形センターへは18時発の便で引き渡し。 

! 合成血 
!  受注センターは緊急性を踏まえ、宮城センター供給課及び製
剤課と協議し対応し、医療機関の必要とする時間に納品して
いる。 

! 解凍赤血球 
!  宮城センター供給課及び製剤課と協議し対応。

二次製剤の搬送体制（秋田）
!  解凍赤血球・洗浄赤血球 

!  解凍赤血球、洗浄赤血球は予約製剤として扱う。 
!  ①9：30製造開始、翌日11：00有効期限 

!  ②15：00製造開始、翌日17：00有効期限 

!  合成血 
!  合成血も予約製剤とするが、搬送距離、所用時間等の時間
的制約を考慮する。 

!  事前に不適合妊娠等医療機関からの患者情報を得た時点で
合成血を製造し、供給施設にて保管するが、患者側の容体等
により使用されずに期限切れとなった場合は供給施設で減損
処理を行う。

その他の血液製剤
!  Rh陰性血 

!  Rh陰性血を採血したセンターに在庫保管している。宮城
センターで、東北ブロックの在庫管理を行い、不足時に
は各センターに採血依頼を行い、適正な在庫を維持して
いる。 

! 指定抗原陰性血 
!  原則として、発注日の翌々日15時に引き渡している。ま
た、緊急を要する場合は、候補血で対応している。

検査・製剤業務集約化における課題

"  輸血検査・輸血医療に関する要請への対応
　　 ⇒ネットワークの構築

医療機関からの依頼検査の受託基準 
（赤血球型検査） 

・　輸血を前提とした患者血液であり、医療機関で事前に
血液型検査及び 不規則抗体検査が行われ、その上で
判定困難などの問題が生じた場合であること。  

30 



医療機関からの依頼検査実施体制

血液センター
（地域）!
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営業所管理者!
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需給管理

都道府県
センター

ブロック管理
センター（仮称）

都道府県
センター

都道府県
センター

都道府県
センター

　　　　　　　　　　現行：同一都道府県内で需給を完結。 
　　　　　　　　　　将来：複数センターの在庫を一元管理することで、　　　 
　　　　　　　　　　　　　　      ◎血液型のアンバランスの調整 

　　　　　　　　　　　　　　　　　      ◎需要に見合った適切な採血・在庫の確保 

　　　　　　　　　　　　結果として、血液の安定供給と有効活用が図れる。

　　メリット

広域需給管理体制の概要!
ブロック管理センター（平成"#年度）

（検討案）

予想される課題
1.  医療機関への安定供給 
・冬期間の交通障害や緊急時への対応 
・医療機関への誠意ある対応（情報提供・収集の充実） 

2.  輸送に伴う原料血液及び製品の品質維持 
・定期的な品質の検証 
・輸送体制の確立（温度管理・定温輸送） 

3.  経済効果 
・設備・輸送費用の削減と大きな経済効果への検討 

4.  ドナー確保への影響 
・検査確定時間に伴う血小板採血の制限への対応 
・製造集約センターの製造体制との連携 
・検査集約センターの検査体制との連携


