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第２部   適正使用実践のための実態調査・結果報告 

＜座 長＞   神奈川県赤十字血液センター          稲葉 頌一 

１． 輸血医療の総括的アンケート結果（神奈川）および 

       神奈川県内における過去５年間の血液使用量の推移 

  ＜演 者＞   事務局 神奈川県赤十字血液センター 学術課   安藤 等 

 

稲葉 後半の部を始めます。後半は２人

の方に発表していただきます。最初は私

どもの学術課の安藤係長から、今、牧野

先生が提示していただいた、日本輸血・

細胞治療学会と厚生労働省の総括的アン

ケート調査の中から、神奈川の分を切り

取って提供いただきましたので、その部

分を示していただきます。それからもう

一つは、過去５年間、神奈川県はこうい

う会をやってきましたが、かなり血液使

用に関するトレンドが見えてきましたの

でそのあたりについても報告をお願いし

ます。

 

 安藤 私は神奈川県赤十字血液センタ

ー学術課の安藤等です。よろしくお願い

いたします。今日は二つのテーマで報告

します。まず一つは輸血医療の総括的ア

ンケート結果について、もう一つは神奈

川県における過去５年間の血液使用量の

推移です。 

「２００８年 輸血業務・血液製剤年間使用量調査」

日本輸血・細胞治療学会

日本輸血・細胞治療学会

日本臨床衛生検査技師会

神奈川県 回答：１３１施設

日本輸血・細胞治療学会に神奈川県のデータを抽出して

提供していただきました

・３００床以上 ４１施設（療養型５施設を含む）

・３００床未満 ７０施設

 まず輸血医療の総括的アンケート結果

について。これは日本輸血・細胞治療学

会で、2008 年の輸血業務・血液製剤年間

使用量の全国調査を行ったデータです。

その中で神奈川から 131 施設の回答があ

りました。その中の 300 床以上が 41 施設

（療養型５施設を含む）です。300 床未

満は 70 施設が回答されています。 

 今回のデータに用いた全国データは牧

野先生の集計データを活用させていただ

きます。また日本輸血・細胞治療学会に

神奈川県のデータを抽出して提供してい

ただいたことに関して御礼申し上げます。

ありがとうございます。 

 次に、全国調査で 98 項目のすべてを行

うと時間的に余裕がありませんので、そ

の中から輸血管理体制の７項目について、

全国と神奈川のデータを比較しました。

内容は輸血業務の一元管理、アルブミン

製剤の管理状況、輸血責任医師の任命状

況、輸血担当検査技師の配置、輸血検査
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の 24 時間体制、輸血療法委員会の設置、

あと輸血管理料取得施設の割合、この７

項目について行いました。

輸血管理体制について （全国と神奈川のデータ比較）

輸血業務の一元管理

アルブミン製剤の管理状況

輸血責任医師の任命状況

輸血担当検査技師の配置

輸血検査の24時間体制

輸血療法委員会の設置

輸血管理料取得施設の割合

「日本の輸血白書２００９ ～輸血管理体制と血液使用状況について」 虎の門病院 輸血部 牧野茂義先生
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まず輸血業務の一元管理です。左側が全

国、右側が神奈川です。黒い棒グラフが

300 床未満、グレーが 300 床以上です。

全国に比べて 300 床未満は全体的に少し

低い値になっています。また一方、300

床以上ではすべて一元管理がされている

ことがわかりました。 

アルブミン製剤の管理状況

アルブミン製剤の管理部門
（輸血部門または検査部門）

輸血部門によるアルブミン製剤の
使用状況の把握
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 次はアルブミン製剤の管理状況です。

アルブミン製剤の管理部門は左側です。

これは輸血部門または検査部門が管理し

ているという想定です。全国から比べる

と、神奈川は 300 床以上で 28.6％。全国

と比べて管理されていると思われます。 

右側は輸血部門によるアルブミン製剤

使用状況の把握です。300 床未満は全国

に比べると少し落ちていますが、300 床

以上の場合は全国と比べて 100％、アル

ブミン製剤の使用状況が把握されている

ことがわかりました。 

輸血責任医師の任命状況
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 次に輸血責任医師の任命状況です。左

側が300床未満、右側が300床以上です。

黒が専任、グレーが兼任、青が不在です。

300 床未満では、全国に比べて専任と兼

任医師の任命がちょっと低いと思われま

す。また 300 床以上に関しても、若干全

国と比べて低いかなと思っています。た

だ、青い部分の不在は、対象が 40 施設あ

って、そのうちの５施設は療養型が入っ

ていますので、これを除けば全国と同じ

ような数字になっていると思われます。 

 次に輸血担当技師の任命状況です。左

側が300床未満、右側が300床以上です。

これも同じように、黒が専任、グレーが

兼任、青が不在です。やはり 300 床未満

は全国に比べてやや低い値を示していま

す。一方、300 床以上では、右側の神奈

川の対象が 41 施設あって、２施設が不在
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となっていましたが療養型施設でしたの

で、これはほぼ専任と兼任が 100％にな

っているかと思われます。 

輸血担当技師の任命状況

兼任 不在専任
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検査技師による輸血検査の24時間体制

検査技師による日当直体制 検査技師のオンコール体制
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次に、検査技師による輸血検査 24 時間体

制です。黒が検査技師による日当直体制、

グレーが検査技師のオンコール体制です。

300 床未満は全国と比べ、神奈川はオン

コールが多いことがわかります。一方、

300 床以上に関しては、これも神奈川の

グレーのオンコールは療養型が含まれて

いますので、これを取り除けば、ほぼ

100％の検査技師の日当直体制になって

いると思われます。 

 次に輸血療法委員会の設置です。これ

は 300 床未満が黒、300 床以上がグレー

です。300 床未満に関しては、やはり神

奈川は輸血療法委員会の設置がちょっと

低いかなと思われます。一方、300 床以

上に関しては 100％設置されていること

がわかりました。 

輸血療法委員会の設置
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輸血管理料取得施設の割合 (回答施設に占める割合）
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 次に輸血管理料取得施設の割合です。

これは全国と神奈川を比べると、輸血管

理料Ⅰ及び輸血管理料Ⅱは取得率が高い

といえます。 

日本輸血・細胞治療学会の輸血関連総合アンケート調査結果による

• 輸血業務の一元管理 81.0% (63.5%) 96.7% (100%)

• ALB製剤の管理部門 2% (4%) 14.7% (28.6%)

• ALB製剤の使用状況の把握 74% (66.2%) 83.7% (100%)

• 輸血療法委員会の設置 92.2% (64.4%) 99.0% (100%)

• 輸血管理料取得施設の割合 22% (25%) 27% (35.4%)

• 輸血責任医師の任命 76.0% (56%) 93.6% (87.5%)

• 輸血担当技師の任命 93.2% (83.3%) 99.7% (95.1%)

• 輸血検査の24時間体制 97.2% (86.5%) 99.3% (90.7%)

– 検査技師の日当直体制 26.1% (16.2%) 90.5% (83.7%)

– 検査技師のオンコール体制 71.1% (70.3%) 8.8% (7%)

300床未満 300床以上

2008年における輸血管理体制の状況

（ ） ： 神奈川

以上をまとめてみますと、赤い字で示し

ているところは、全国と比べて神奈川県

が高い数値を示しています。輸血業務の

一元管理で 300 床以上は 100％、アルブ

ミン製剤の管理部門は全国に比べて 300

床未満も４％以上、300 床以上は 28.6％

と高い。アルブミン製剤の使用状況の把

握も 300 床以上はすべて把握しています。
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輸血療法委員会の設置も 300 床以上はす

べて設置しています。輸血管理料取得施

設の割合も、全国と比べて 300 床未満も

300 床以上も高い値を示しています。 

神奈川における過去５年間の血液使用量の推移

（輸血療法の実績について）

調査対象施設：１３２施設

Ｈ２０年度供給単位数各製剤合計の上位１００施設

＋輸血療法委員会の設置が確認できている施設

回答施設：８７施設 回収率：６５．９％

供給占有率 RCC：７１．９％ FFP：７８．４％ PC：８４．４％

次はもう一つのテーマとして、神奈川県

における過去５年間の血液使用量の推移

です。調査対象施設は 132 施設です。こ

の 132 施設の内容は、平成 20 年度供給単

位数各製剤合計の上位 100 施設と、輸血

療法委員会の設置が確認できている施設

を合わせた 132 施設です。その中で回答

施設が 87 施設で回収率は 65.9％です。

供給占有率が赤血球が 71.9％、新鮮凍結

血漿が 78.4％、血小板が 84.1％（資料で

は 84.4％）でした。 

対象期間：2004－2008の５年間（暦年）

１．年間の輸血実施患者数

①同種血のみ ②自己血のみ ③同種血、自己血 併用

２．血液製剤別使用量

①全血製剤 ②赤血球製剤 ③血小板製剤 ④新鮮凍結血漿
⑤自己血 ⑥アルブミン

３．血液製剤別廃棄量

①全血製剤 ②赤血球製剤 ③血小板製剤 ④新鮮凍結血漿
⑤自己血 ⑥アルブミン

調査内容

調査内容は対象期間 2004 年から 2008 年

の５年間です。１番が年間の輸血実施患

者数、２番が血液製剤別使用量、３番が

血液製剤別廃棄量の三つに対して調査を

行いました。 

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2008/2004
患者数 20,866 21,740 21,754 23,118 23,040 1.10
赤血球 199,930 198,281 195,588 199,379 196,686 0.98
血小板 373,852 349,127 310,118 377,778 363,826 0.97
FFP 125,556 109,936 110,824 105,766 109,438 0.87
ALB 765,202 743,341 738,173 738,726 628,752 0.82

輸血実施患者数
（５年分のデータがある56施設の計）
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 年間の輸血実施患者数です。これは５

年分のデータがある 56 施設を対象とし

ました。この棒グラフは 2004 年から、

2005 年、2006 年、2007 年、2008 年と患

者数は上がっていると思われます。2004

年を１として、2008 年は 1.1 倍、患者数

が上がっています。 

2004 2005 2006 2007 2008 2008/2004

５００以上 11,660 11,936 12,058 12,864 13,301 1.14

300-499 4,777 5,174 5,227 5,469 4,963 1.04

100-299 3,451 3,513 3,499 3,715 3,725 1.08

20-90 931 1,076 930 1,017 1,001 1.08

0-19 47 41 40 53 50 1.06

計 20,866 21,740 21,754 23,118 23,040 1.10
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病床数別

年

 次に病床数別です。2004 年を１として、

2008 年は 500 床以上が 1.14 倍、300 から

499 床が 1.04、この辺は若干上がってい

る状況です。トータルとして 1.1 倍、患

者数は上がっていることがわかりました。 

次に同種血と自己血の 2004 年から 2008

年の割合です。2008 年は同種血が 2004

年に比べて若干少なくなって、自己血が

若干多くなっていることがわかりました。

これをもう少し具体的に調べてみました。 
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同種血と自己血の割合

全体

　年間の輸血実施患者数

これは自己血のみの実施患者数のデータ

は５年間のデータがある 42 施設を対象

としました。このデータを調べてみます

と、2004 年、2005 年、2006 年、2007 年、

2008 年はすべて自己血のみで実施して

いる患者数は上がっています。 
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 次に血液製剤別使用量の推移です。先

ほど申し上げたとおり患者数は 2004 年

を 100％としたとき、110％、1.1 倍上が

っています。赤血球、血小板に関しては

横ばい傾向です。ＦＦＰは減少傾向です。

一方、アルブミンに関しては、2007 年か

ら 15％ぐらい下がっています。これは、

はっきりわかりませんが、いろんな要因

があると思います。まずＤＰＣが導入さ

れたとか、適正使用が進められた、ある

いは査定で厳しくなったという要因があ

るのかもしれません。この辺は不明です。 
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 次に院内廃棄率です。2004 年から 2008

年の 5年間を見ると、赤血球製剤は 2004

年は４％弱でしたが、2008 年は約３％下

がり、減少傾向にあることがわかりまし

た。次に県内で 500 床以上と 500 床未満

を比べてみますと、500 床以上は廃棄率

は１％前後ですが、500 床未満は６％前

後の赤血球が廃棄されていることがわか

りました。具体的に見ると、病床数が少

なくなるほど廃棄率が多くなるという傾

向がわかりました。 

 次に 2004 年から 2008 年の 5年間のデ

ータです。これは５年分のデータがある

施設を対象としています。500 床以上と、
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300 から 499 床のデータでは、患者数が

増えています。一方、製剤は赤血球、Ｆ

ＦＰ、血小板、アルブミン、すべて減少

傾向にあります。また、100 から 299 床

では患者数は増え、各製剤ともに増えて

います。この赤いもの（右）が増加、青

いもの（左）が減少です。トータルで見

ると、患者数が増えて、赤血球製剤もや

や増えています。一方、ＦＦＰと血小板、

アルブミンは減少傾向にあることがわか

りました。 

減 増 減 増 減 増 減 増 減 増

500床以上 1 10 9 6 11 4 10 5 10 0
300～499床 3 9 13 7 12 8 15 5 9 6
100～299床 4 15 7 16 10 11 10 13 8 11
20～99床 6 4 4 7 5 4 5 3 5 4
0～19床 1 3 2 2

合　　計 15 41 35 38 38 27 40 26 32 21

患者数

2004年と2008年の比較（５年分のデータがある施設）　　　施設数

アルブミン赤血球 FFP PC

ＦＦＰ／ＲＢＣ
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1.0
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0.0
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1.0

1.5

2.0

2004 2005 2006 2007 2008

500床以上

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2004 2005 2006 2007 2008

Ⅰ：0.8

Ⅱ：0.4

Ⅰ：0.8

Ⅱ：0.4

Ⅰ：0.8

Ⅱ：0.4
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0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0
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500床以上

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2004 2005 2006 2007 2008

ＡＬＢ／ＲＢＣ

輸血管理料 施設基準 2.0

N=12 N=24

N=27 N=18

次にＦＦＰと赤血球の比を見ました。輸

血管理料施設基準Ⅰの場合は 0.8、Ⅱが

0.4。すべてのデータで、大体クリアして

います。この辺は、各病床数で２～３の

施設はオーバーしていますが、ほとんど

クリアしていることがわかりました。次

はアルブミンと赤血球比です。これは輸

血管理料施設基準が 2.0 です。2.0 以内

にほとんどがクリアしています。多少は

オーバーしているところがありますが、

ほとんどクリアしていることがわかりま

した。 

まとめ

神奈川県合同輸血療法委員会が今年５回目の開催になるこ
とから、2004年から2008年の５年間について調査を実施した。

調査は、患者数、製剤別使用量、製剤別廃棄量について実
施した。

患者数は増加傾向

血漿は2004年に比較すると2008年はやや減少

赤血球、血小板は横ばい傾向

廃棄率は減少傾向

輸血管理料施設基準がクリアーできている施設が多く見られ
る。

アルブミンは2007年から減少している。

 まとめです。まず神奈川県合同輸血療

法委員会が今年で５回目の開催になるこ

とから、2004 年から 2008 年の５年間に

ついて調査を実施しました。調査は、患

者数、製剤別使用量、製剤別廃棄量につ

いて実施しました。その結果、患者数は

増加傾向にあり、1.1 倍です。血漿は 2004

年に比較すると、2008 年はやや減少傾向

にあります。赤血球、血小板は横ばい傾

向。廃棄率は減少傾向にあることがわか

りました。また、輸血管理料施設基準が

クリアできている施設が多く見られまし

た。アルブミンは 2007 年から減少傾向に

あることがわかりました。以上です。最

後に、アンケートにご協力いただきまし

た神奈川県内の医療機関の皆様に御礼申

し上げます。 （拍手） 
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２．神奈川県内における血液製剤の用途と使用量に関する実態調査 

「どのような疾患にどれくらい輸血が行われているのか？」 

     東海大学医学部付属病院 細胞移植再生医療科  輸血室  吉場 史朗 

 

稲葉 次は、去年の９月の 13 日間、皆

さんにお願いして、これは県からのリク

エストもあったのですが、神奈川県でも

どういう患者さんに輸血がなされている

のか知りたいということで、とても面倒

なことなのですが ICD-10 コードという

ものがあり、輸血を受けられた患者さん

を、それによって分類をしていただくと

いうことで、神奈川県内の大学病院の３

人の先生方、東海大学の吉場先生、横浜

市大の上條先生、北里大学の大谷先生を

中心にまとめていただきました。非常に

ホットなデータだろうと思います。よろ

しくお願いします。

 

 吉場 稲葉先生、ありがとうございま

す。東海大学医学部付属病院の吉場史朗

です。タイトルにあるとおり、「神奈川県

内における血液製剤の用途と使用量に関

する実態調査」ということで、稲葉先生

から話もありましたとおり、輸血管理体

制とか、いろいろな調査をこれまで５回、

アンケートさせていただいて発表してき

たわけです。今回は実際に輸血をどんな

病気の方が受けているのかといったこと

を中心に調査を行いました。こういった

ことが献血、あるいは血液事業といった

ところにも役に立てばと思っています。

目 的

神奈川県合同輸血療法委員会は神奈川県、
医療機関、赤十字血液センターの協力により
平成17年度に発足し、適正な輸血医療を実
践するために活動をしている

神奈川県内における血液製剤の用途と使用
量に関する実態調査を行い、調査結果を公
開することで、県民の皆様に輸血医療を身近
な存在として理解していただき、献血・血液事
業の必要性・認識を高めていただくことを目
的とした

調査期間は 9月の 13 日間、平成 20年度

に血液製剤の供給実績のある医療機関に

アンケート調査を、下に書いてあるよう

な調査内容で行いました。 

調査期間・対象・内容

調査期間：平成21年9月7日～9月19日まで
の13日間

調査対象：平成20年度に血液製剤の供給実
績のある医療機関

調査内容：各医療施設で上記期間に血液製
剤（RCC、PC、FFP、自己血、Alb）を使用し

た患者毎の年齢・性別・疾患名・手術の有
無・各製剤の使用量を調査した

 本日はこのアンケートをいただいた中

から、全体像と、輸血人口、年齢別の人

口、手術の有無での違い、病床数での違

い、自己血、アルブミンといったところ

をお話ししたいと思います。 

 ICD-10 コードという、皆様のお手元の

資料の一番後ろに２枚くっつけてありま
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すが、なかなかあまり身近に感じること

のない分類なわけです。事務方は詳しい

と思いますが、世界保健機関が作成した

疾病障害及び新分類を作成するためにつ

くられた分類法です。 

ＩＣＤ-10
「疾病及び関連保健問題の国際統計分類：International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems（以下「ＩＣＤ」と略）」

異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病
のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うため、
世界保健機関憲章に基づき、世界保健機関（ＷＨＯ）が作成
した分類である。
最新の分類は、ＩＣＤの第１０回目の修正版として、1990年の
第４３回世界保健総会において採択されたものであり、ＩＣＤ
－１０（１９９０）と呼ばれている。

現在、我が国では、その後のＷＨＯによるＩＣＤ－１０のまま
の一部改正の勧告である。ＩＣＤ－１０（２００３）に準拠した
「疾病、傷害及び死因分類」を作成し、統計法に基づく統計
調査に使用されるほか、医学的分類として医療機関におけ
る診療録の管理等に活用されている。

主に医療機関における診療録の管理等々

に使われているわけです。ですから実際

に我々医者が、例えば病名をつけるとか、

技師さんたちが病名を知るといったとこ

ろとはちょっと違うと思います。 

ICD-10の分類
第１章 感染症及び寄生虫症(A00-B99) 
第２章 新生物(C00-D48) 
第３章 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(D50-D89) 
第４章 内分泌、栄養及び代謝疾患(E00-E90) 
第５章 精神及び行動の障害(F00-F99) 
第６章 神経系の疾患(G00-G99) 
第７章 眼及び付属器の疾患(H00-H59) 
第８章 耳及び乳様突起の疾患(H60-H95) 
第９章 循環器系の疾患(I00-I99) 
第１０章 呼吸器系の疾患(J00-J99) 
第１１章 消化器系の疾患(K00-K93) 
第１２章 皮膚及び皮下組織の疾患(L00-L99) 
第１３章 筋骨格系及び結合組織の疾患(M00-M99) 
第１４章 腎尿路生殖器系の疾患(N00-N99) 
第１５章 妊娠、分娩及び産じょく＜褥＞(O00-O99) 
第１６章 周産期に発生した病態(P00-P96) 
第１７章 先天奇形、変形及び染色体異常(Q00-Q99) 
第１８章 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(R00-R99) 
第１９章 損傷、中毒及びその他の外因の影響(S00-T98) 
第２０章 傷病及び死亡の外因(V01-Y98) 
第２１章 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用
第２２章 特殊目的用コード

 ICD-10 コードというのは基本分類表

として 22 の項目に分かれています。お手

元の資料に 22 の項目と、そこに含まれる

主たる疾患を書いてみました。例えば第

１章の感染症には結核や細菌感染症等も

含まれますが、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎もこ

こに含まれます。第２章の新生物。腫瘍

はすべてここに含まれているので、血液

疾患のうちの白血病、骨髄異形成症候群

といったものもここに含まれています。

第３章の血液のところには、再生不良性

貧血あるいはＤＩＣ、それから腎性貧血

を除く種々の貧血病態が含まれます。４、

５、６、７、８はあまり輸血を使用しな

いところです。第９章の循環器系の疾患

には、循環器内科・外科領域の疾患のみ

ならず、脳神経外科領域、それから血管

系の病態といったものが含まれてきます。 

 第 11 章の消化器系の疾患。ここには悪

性腫瘍は入っていません。いわゆる消化

管の、例えば胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝

胆道系の疾患、肝硬変はこの章に含まれ

ます。それから口腔外科、形成外科領域、

例えば顎変形症も含まれます。第 13 章は

いわゆる整形外科疾患です。この中に実

はリウマチ、あるいは膠原病が含まれま

す。第 14 章には泌尿器系の疾患と生殖系

の疾患です。第 15 章は妊娠、分娩、第

16 章は周産期、第 17 章は心室中隔欠損

等々・・・・です。18 章、20 章、21 章、

22 章は輸血と特に関係のないところで

すが、第 19 章は主に外傷性疾患、多発性

外傷とか骨折が含まれます。骨髄バンク

ドナーさんというのはちなみに第 21 章

に含まれるようになっています。 

 こういった分類を使ってアンケートを

したわけです。実は供給実績のある 415

施設に行って 187 施設から回答をいただ

いて、回収率は 45.1％とやや低い数字で

した。実際に病床数を見ると、100 床以

下の病院が72床、100床以上の病院が100

床ごとに、大体 15 施設から 20 施設の間

の回答をいただいています。回答いただ

いた施設の輸血療法委員会の設置率は、

設置している施設が101施設で54％あり

ました。ない、あるいは予定がないとい



 55 

う施設も 42％含まれています。

本アンケートの回収率

施設数

通知 415

回答 187

回収率 45.1%

回答施設の病床数

0

20

40

60

80

施
設

数

病床数 72 46 17 16 15 21

０～100
101～
200

201～
300

301～
400

401～
500

501以
上

回答施設における
輸血療法委員会設置率

1 7 施設
9 %

4 施 設
2 %

6 2 施 設
3 3 %

3 施設
2 %

1 0 1 施 設 5 4 %

有

設置予定

無

予定なし

回答無

回答者の職種です。もちろん技師一人と

いうわけではなくて、技師と医者という

ふうに回答いただいたところもあります

し、複数人数で恐らく回答されているの

ではないかと思います。しかしながら、

やはりこの輸血のアンケートというのは、

技師からの回答数が一番多く、以下は医

師、事務系、薬剤師、看護師という順で

回答していただきました。 

アンケート回答者職種

0

20

40

60

80

100

回答者職種 83 32 29 27 11 5

技師 医師 事務 薬剤師 看護師 不明

アンケート施設の占有率

2008年度
赤血球
製剤

血漿
製剤

血小板
製剤

合計

回答施設
供給単位数

270,845 144,557 443,767 859,169

全供給
単位数

347,187 175,543 504,586 1,027,316

占有率 78.0% 82.3% 87.9% 83.6%

 問題の占有率です。2008 年度実績で回

答施設の供給単位数がこの量になります。

全供給単位数 2008 年度の供給数がここ

になります。占有率としてはＲＣＣ、新

鮮凍結血漿、血小板が約８割から９割ぐ

らい。全体としては 83.6％の占有率を占

めています。同種血を使用している施設

からのアンケートの内容としては、かな

り有用なものが得られたのはでないかと

考えています。 

解析症例数

187施設から3270症例の回答あり

3270症例中、病名記載なしや明らかに使用
量が間違っている（自己血を80単位使用）な
どの解析不能症例8例を除いた3262症例で
解析を行った

3262症例中、564例が病名とICDコードが
一致していなかった

 187施設から3270症例の回答をいただ

きました。ただし、残念だったのですが、
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病名記載が無かったり、あるいは 13日間

に自己血を 80 単位使用することはまず

ないと思いますので、こういった症例は

除いて 3262 症例で解析を行いました。実

は解析をしている中で、564 症例が病名

と ICD-10 コードが一致しておらず、作業

としては大変なことになったわけです。

これは今年、神奈川県で ICD-10 コードを

使って輸血のこういった調査をするのは

初めてのことです。東京都では毎年やっ

ているそうです。慣れていないというと

ころもありましたし、準備する側の我々

もアンケートを回答していただく皆様に

十分なアナウンスができなかった部分も

あったのではないかと思います。 

3262症例の輸血使用量

赤血球製剤：10479単位（9646）

血漿製剤：4643単位（5148）

血小板製剤：16680単位（15804）

自己血：980単位

アルブミン製剤：44376ｇ

（）内は20年度供給実績から算出した187回答
施設の13日間の平均使用量

 3262 症例の輸血使用量です。ＲＣＣが

１万 479 単位、血漿が 4643、血小板が１

万 6680、自己血が 980、アルブミンが大

体４万グラム。実はここの括弧に書いて

あるのは、20 年度供給実績から算出した

13 日間の平均使用量です。ほぼ平均使用

量と変わらないので、９月の２週間とい

うことで季節性のバイアスもあると思い

ますが、ほぼ平均的な使用量の期間で調

査ができたのではないかと考えています。

ちなみに皆さんのお手元の資料のいちば

ん最後のページに、3262 症例の ICD-10

コード別の血液製剤の使用量を表にして

お配りしていますので、持ち帰って参考

にしていただければと思います。 

3262例のICD分類別使用量①

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alb

自己血

PC

FFP

RCC

総単位

ｎ
新生物

血液疾患

循環器系

消化器系

損傷・中毒

筋骨格系

泌尿器系

内分泌・代謝

感染症

呼吸器系

妊娠・分娩

先天奇形

周産期

その他

今回の解析に使用した主分類

第２章 新生物

第３章 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

第９章 循環器系の疾患

第１１章 消化器系の疾患

第１９章 損傷、中毒及びその他の外因の影響

症例数：2591症例（79.4％）
同種血使用量：28680単位（90.1％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alb

自己血

PC

FFP

RCC

総単位

ｎ

新生物

血液疾患

循環器系

消化器系

損傷・中毒

その他

3262例のICD分類別使用量②

 先ほど ICD-10 コードの輸血をするよ

うな疾患、新生物から始まって、その他

とくくったところもありますが、あまり

にこれでは見にくいので、新生物（悪性

新生物）、血液疾患、循環器系、消化器系、

それから損傷、中毒、「外傷」と言ってい

いかもしれません。の五つの分類だけで、

症例数が 2591 症例、79％になりました。

同種血使用量は 90％を占めるので、この

五つの分類を中心にお話をしていきます。 
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同種血使用率

新生物
48%

血液疾患
17%

循環器系
14%

消化器系7%

損傷・中毒

4%

その他10%

それでまとめ直したのがこの使用量にな

ります。新生物と書いてありますが、悪

性新生物がほとんどなので、悪性新生物

の使用量は非常に多いわけです。血小板

も、白血病等々がここに入ってくるので、

使用量は新生物が多いわけです。ところ

が、新鮮凍結血漿に関しては循環器系の

疾患がやはり心臓血管外科等々の影響も

あり、ここの部分が多くなっています。

それから自己血です。整形外科疾患が「そ

の他」のところに入ってしまっているの

で、どうしても「その他」が多くなって

います。 

 同種血の使用割合です。東京都が出し

ているのもこういうものではないかと思

います。いわゆる輸血をどういう人に使

われたのかというのをグラフにすると、

新生物の人に約５割です。それから血液

疾患、循環器系疾患が、17％、14％。次

いで消化器系疾患７％、損傷・中毒４％、

その他のものが 10％となります。前のグ

ラフでもお示ししたように、同種血全体

で見ても、今は成分輸血が主体ですので

製剤ごとに見ると、赤血球製剤はそんな

に違いはありません。新生物が一番多い

わけですが、消化器系の疾患、いわゆる

胃潰瘍、消化管出血等で使われる症例が

少し多いようです。 

ＲＣＣ製剤使用率

新生物38%

血液疾患
13%

循環器系
17%

消化器系
14%

損傷・中毒
6%

その他12%

 新鮮凍結血漿になると少しグラフが変

わってきて、循環器系が多く使われるよ

うになります。 

ＦＦＰ製剤使用率

新生物
23%

血液疾患
15%

循環器系
29%

消化器系
7%

損傷・中毒
6%

その他
20%

 先ほどの心臓血管外科領域、あるいは

慢性心不全という病名で使われている症

例もありました。赤血球製剤はこれも特

徴的です。白血病等々が新生物に含まれ、

再生不良性貧血が血液疾患に含まれると

いうことで、新生物と血液疾患でおよそ

82％の血小板を使用されているというこ

とになります。

ＰＣ製剤使用率

新生物
63%血液疾患

19%

循環器系8%

消化器系2%

その他
6%

中毒・損傷
2%

 



 58 

神奈川県年齢階級別人口

平成21年1月1日現在
神奈川県総務部統計課作成

年齢階級別血液製剤使用人口
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同種血を使用した2501例 男性：1371人、女性：1130人

 次に何歳ぐらいの人たちが輸血を受け

ているのかということでお示ししようと

思います。これは神奈川県の統計課のホ

ームページからもらってきたデータです。

平成 21 年１月１日現在の神奈川県の年

齢階級別人口のグラフです。神奈川県は

たしか人口は 900 万人を超えたのですね。

見てみると、神奈川県は 30 代にピークが

あり、40 代、50 代、60 代。20 代も多い

ように見えるのですが、以前に県の人が

おっしゃっていました。神奈川県は学生

さんとか、就職とか、そういったことで

この辺の人数が増えていると聞きました

ので、このようなグラフになっているの

だろうと思います。60代からやっぱり下

がってくるわけです。 

 ところが、輸血を受けている人口を今

回のデータで出すと、やっぱり全然違い

ます。60 代、70 代、80 代の人たちがほ

ぼ、輸血使用量の６割から７割を占めて

います。40 代、50 代と上がっていって、

60 代、70 代、80 代にピークが来るわけ

です。先ほど冒頭で、献血者数は若干増

えてきているという話がありましたが、

20 代、30 代の人たちの献血離れという話

もあります。 

 こういった前のグラフとあわせてみる

と、輸血を必要としている人たちがこう

いう集団であって、献血を主体にやって

くれている人たちは 40代、50 代の人達

が主体だと僕は思っています。30代も少

し入るのでしょうか。若い世代、20 代、

30 代の人たちの献血離れが進んで、逆に

こういった人たちが献血できなくなって

輸血を受ける側になってしまうことを考

えると、やはり単純に献血者が増えたと

いうことだけで考えてはいけないのでは

ないかなと思います。 

年代別同種輸血使用頻度①
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年代別
同種血使用頻度②

30 歳ずつぐらいに年齢を分けて、どうい

う疾患に使われているかを見てみました。



 59 

40 代以上、70 代で悪性新生物が圧倒的に

多いわけです。血液疾患はやっぱり年代

を追うごとに増えてきます。同じように

して消化器系、循環器系の疾患も増えて

くる。損傷・中毒というのは比率として

は若い人に多くて、年寄りに多いという

のがわかります。これが 39 歳まで、これ

が40歳から69歳、これが70歳以上です。

悪性新生物がそれぞれ４割から５割を占

めています。血液疾患も 15％前後ですが、

やはり若年層は消化器系、循環器系の疾

患が非常に少ないのがわかります。損傷

というのが外傷というふうに受けとめる

と、若い人たちと、それから 70 歳以上の

方に多いということになります。 

手術有無と症例数
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ＩＣＤ-10コード分類

手術有

手術無

手術有：993例 手術無：2269

 手術の有無と症例ということです。手

術有無というのは、調査した期間 13日間

に手術があった人を丸にしてくださいと

いう形で調査したので、手術の当日に使

ったとかいう調査をしたわけではありま

せん。手術の前後と考えていただきたい

と思います。手術有の症例が 993、無が

2269 でした。手術有の症例がブルーにな

るわけです。悪性新生物、それから循環

器が手術無よりも、ちょっと症例が多い

です。これを手術の有無と輸血製剤使用

率で見ると、手術有の症例で新鮮凍結血

漿の使用量がちょっと高いのです。それ

から自己血は当たり前ですが、手術有の

ところでほぼすべてを占めてしまいます。 

手術の有無と輸血製剤使用率

0%

20%

40%

60%

80%

100%

手術無 6617 1971 13960 29 29742

手術有 3862 2672 2720 951 14634

ＲＣＣ ＦＦＰ ＰＣ 自己血 Ａｌｂ
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手術の有無と一症例あたりの
同種血輸血比率
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 これを一症例あたりの比率にすると、

この青が全体の一症例あたり同種血を輸

血された比率というか、単位数です。手

術の有で見ていくとＲＣＣが若干多いの

ですが、新鮮凍結血漿が手術関連で非常

に多いというのがわかります。むしろ血

小板は、主体が血液疾患が多くなってく

るので手術を受けるということはあまり

ないので、ここでは手術無のところが多

いというのは当たり前のことかもしれま

せんが、このようなデータが出てきまし

た。病床別に分けて少し解析をしてみま

した。症例数もそんなに多くはないので

細かく分けなかったのですが、300 床以

上と、300 床未満で分けてみました。赤

いところが 300 床以上、ブルーは 300 床

未満になります。300 床未満全体では 625

症例、全体の 19.2％の症例がありました。
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これが 19.2％のラインだと思っていた

だきたいのです。300 床未満の病院で循

環器系の疾患がちょっと多いというのが

わかります。これは 300 床未満で使われ

た血液製剤の使用量です。アルブミン以

外は全部単位で示してあります。これが

300 床以上、これが全体です。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新生物

血液疾患

循環器系

消化器系

損傷・中毒

その他

300床未満

300床以上

病床数・疾患別症例割合
625症例＝19.2％

300床未満の病院での輸血使用頻度

ＲＣＣ ＦＦＰ ＰＣ 自己血 Ａｌｂ

300床
未満

1895 593 1320 132 10902

300床
以上

8584 4050 15360 848 33474

全体 10479 4643 16680 980 44376

300床
未満％

18.1 12.7 7.9 13.5 24.5

 前のスライドでお示ししたように、

19.2％の症例が集まったわけですが、同

種血、特にＰＣは 7.9％と、ほとんど 300

床未満の施設の割合が低いわけです。自

己血もそんなに多くはないのです。とこ

ろが、アルブミンだけが 24.5％と、300

床未満で多く、症例ごとに使われている

という数字が出てきます。これは後でア

ルブミンのところでもお示ししますが、

慢性心不全、あるいは低アルブミン血症

という病名で、アルブミンを使われてい

る症例が非常に多くありました。牧野先

生の発表にもありましたが、300 床未満

の病院のこういった適正使用をどうして

いくかというのが大切だというお話があ

りました。ここにも、そういったことが

含まれているのではないかと僕も考えて

います。 

ICD-10分類別自己血使用症例数
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 次に自己血です。自己血は五つの大き

な分類で分けると整形外科が抜けてしま

うので、新生物、血液、循環器、消化器、

損傷、ここ（筋骨格系）が整形外科にな

ります。整形外科が 133 症例で圧倒的に

多かった。 実は同種血輸血を使用した

2775 症例中の 298 例（10.7％）に自己血

輸血が実施されていました。赤血球にす

ると１万 500 ぐらいでしたから、980 で

すからやはり同じく 10％前後でしょう

か。ですから、先ほど安藤さんがお示し

されたデータより、この期間の自己血の

使用パーセントは神奈川県としては低か

ったと言っていいいと思います。 

 整形外科領域が 133 症例、新生物が 84

症例で、次に多かったわけです。新生物

では婦人科疾患（子宮頸がん、体がん、

卵巣がん）、それから泌尿器（膀胱がん、

前立腺）といったものが８割を占めてい

ました。血液疾患での使用は 12 症例あり

ました。病名が実は術後貧血となってお

り、分類上は血液に入りますが、診療科

を見ると 12分の 10 が整形外科、残りが
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心臓血管外科です。手術はその期間には

なかったかもしれませんが、前もって手

術のためにとっておいた自己血を、３日

以内の使用ではなかったのかもしれませ

んが使ったということになると思います。

同種血の回避率は全体で 93.3％でした

が、心臓血管外科領域のみだけが少し低

く、67％という数値でした。 

自己血輸血

アルブミン製剤のみ使用の報告例487例を除く、
2775症例中298例（10.7％）に自己血輸血が実施さ
れていた

自己血輸血は整形外科領域が133症例と使用症例
数が一番多く、次に新生物疾患が84症例であった

新生物疾患は婦人科、泌尿器疾患で80%を占めた

血液疾患での使用は病名が術後貧血となっている
症例による（診療科は整形外科が10/12）

同種血回避率は全体で93.3％であったが、心臓血
管外科領域のみ67％と回避率が低かった
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 最後にアルブミンの使用症例数を見せ

ます。こちらのグラフが、アルブミン＋

同種血あるいは自己血を使用した患者さ

ん。こちらはアルブミンのみを使用され

た患者さんです。こうやって見ていくと

悪性新生物に使われていますが、血液疾

患での使用数がアルブミンだけというの

は非常に少ないというのがわかります。

循環器系は両方とも多いわけですが、消

化器系が主体は肝硬変ですが、アルブミ

ンのみの使用というのが増えてきます。 

 それから、ここに１本（棒グラフ）、内

分泌・代謝疾患のところにアルブミンの

使用量（症例数）が、非常に多く出てい

ます。50 例以上あります。これはほとん

ど病名が低アルブミン血症と回答してき

たものです。低アルブミン血症は ICD-10

コード分類上は、内分泌・代謝のところ

に入るのでここになっているわけです。

本来の病態は低アルブミン血症のもとの

病態といったものも考えなきゃいけない

ということになります。 

 アルブミン自体は全体の 870 症例に使

われていました。そのうちアルブミンの

みの使用が約半数の 487。血液疾患ある

いは損傷・中毒での使用は少なかったわ

けです。アルブミンのみ使用している症

例の病名は、循環器系では慢性心不全、

消化器系では肝硬変、内分泌系では先ほ

ど言いました低アルブミン血症が多かっ

たということです。 

アルブミン製剤

3262例中、870症例にアルブミンが使用され
ていた

アルブミンのみ使用症例が487例であった

輸血製剤使用例と異なっているのは血液疾
患、損傷・中毒での使用例が少なかった

アルブミンのみ使用している症例の病名は
循環器系では慢性心不全、消化器系では肝
硬変、内分泌系では低アルブミン血症が多
かった

 これでスライドはおしまいです。本当

にアンケートにご協力をありがとうござ

いました。 

 どういった病気の方々に輸血が使用さ

れているのかというのは、合同輸血だけ

ではなくて、県のホームページにもぜひ

載せていただきたいのです。ICD-10 コー

ドがアンケートを集めるにはいいのでは

ないかと思ったのですが、非常にまだ不
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慣れな部分もありました。今度は疾患別

に血液疾患を急性骨髄白血病と再生不良

性貧血を一緒にして解析してみるといっ

た、ICD-10 コードは別にした解析の仕方

をしなければならないかな・・とは思っ

ています。以上です。どうもありがとう

ございました。 

謝 辞

アンケート

ご協力ありがとうございました

 稲葉 ありがとうございました。２週

間という非常に短い期間ではありますが、

その間に 3000 例を超える輸血患者さん

がおられるという神奈川県の状況がよく

わかったのではないかと思います。吉場

先生たちの大変なご努力で、ここまでま

とめていただきました。総合討論になる

前にフロアのほうから、これはぜひ聞い

ておきたいというものがありましたらど

うぞ。   

 

松崎 東京都赤十字血液センターの松崎

です。先生が最後に言われたように、こ

の輸血療法に ICD-10 を使うと、何を調べ

ているかわからないようになってしまう

ことがあります。東京都も ICD-10 でやっ

ていますが、一生懸命解析していただい

ても、新生物に何が入っているかわから

なくて、結局何に輸血が使われたかわか

らない。東京と神奈川でこういう解析を

しだすと全国に、もしかすると、これが

標準になってしまうと、結局何を調べて

いるかわからなくなるという気がします。

輸血が何に使われているかを調べるため

に ICD-10 を使ってよいか、適当かどうか

は、先生が言われたように考えるべきか

な と思います。 

 稲葉 総合討論になってしまいそうで

すが、先生に、ちょっとコメントしてい

ただいていいですか。どういう分類がい

いと思われますか。 

 松崎 まず輸血の多くは手術か血液内

科が多いので、手術が有るか無いかとい

うのが非常に大事だと思います。凍結血

漿においては、肝硬変なのか手術なのか

が大きな分かれ目になります。先生が言

われたように、疾患別とか。診療科はち

ょっと難しいかもしれませんが、そうい

う分け方のほうがいいのではないか。あ

るいは先生がされているように、手術が
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有る、無し、とか、そういうやり方がい

いと思います。 

 稲葉 こういう調査は今後もやってい

くことになると思います。ある程度はフ

ォームができてないと、支離滅裂という

か、意見がばらばらになりそうなので、

これは高橋先生や半田先生にお願いして、

学会のほうである程度の基準をつくって

いただいたほうがいいかもしれません。

いずれにしても、今回は東京都がこのよ

うな調査をやって、神奈川県でも、ぜひ

ホームページに「輸血用血液の使われ方」

というのを示したいというリクエストが

ありました。 

 

それでは続いて総合討論に移りたいと

思います。 
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第２部  総合討論 

 

 

司会 それでは総合討論に移ります。座長の加藤先生、高橋先生、及び演者の先生方のご

登壇をお願いいたします。 

 稲葉 残念ながら半田先生がお忙しいということで、ステージに上がっていただいたの

は、後半の３人の先生方ということになります。これから総合討論に入りたいと思います。

大変なボリュームのアンケートを解析していただいた牧野先生に、フロアから質問があれ

ば受けたいと思います。金森先生が最初に廃棄率の話でお聞きしましたが、それ以外にご

ざいませんか。 

 これは日本輸血・細胞治療学会のほうでプランニングしていただいたと思いますので、

高橋先生、何かコメントをいただければと思います。 

 高橋 徐々に、積み重ねることで状況がよくわかってきて、何が問題かというのは全体

として随分浮かび上がってきました。今回は、神奈川県のデータと全国データを比較して、

合同輸血療法委員会で議論するという、ひな形ができたので、ぜひこれをアピールして、

全国に、地域と全体の状況のトレンドがどうなっているかという議論が、進むようになれ

ばいいと思います。 

 もう１点は先ほども申し上げましたが、このようなアンケート調査を繰り返すことによ

って、アナウンス効果といいますか、いろいろな工夫の仕方があるということがわかり、

何が問題で、何を注目して改革をしていかなければならないかということが伝わって、そ

の成果が出てきたのだと思います。恐らく廃棄率の問題も、数年前まではモラルの問題と

して当たられていたと思いますが、具体的にどのようにすれば問題が解決するか。 

 先ほど松崎先生とお話しし、ＦＦＰがまだ大病院でかなりの廃棄率であるというのはお

かしいと。解凍して使う直前になるまではぎりぎりまで絞って、それで出庫する時点で融

かす。融かした以上は使う。血小板の廃棄率を減らすということは、またなかなか難しい

のですが、赤血球やＦＦＰのような期限のあるものは、もう少し工夫の仕方があるのでは

ないかと。そのような議論が、次第にはっきりできるようになってきた。データが整理さ

れているということで非常に喜ばしいと思いました。 
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稲葉 今、私は血液センターに移ったので不思議な気がしましたが、皆さんのところでＦ

ＦＰ廃棄というのは融かしてから、ということなのでしょうか。どなたか教えていただけ

ないでしょうか。金森先生。 

 金森 昨年末にアンケートをとらせていただいたときに、かなりＦＦＰの廃棄は多かっ

たです。その理由が、出庫した後での破損であるとか、解凍時の温度設定の間違いという

こと。それから輸血セットを刺すときにバッグを傷つけたりということが殆どです。一部

は残念ながら保存を間違えた。冷蔵庫に入れてしまった。ということもあってかなり頻度

は高いです。ですからそれによる廃棄ということもありました。一部は処置がなくなった

ということで、血漿交換で少ししか使わなかったというのが１例ありましたが、多くは日

常的な取り扱いによることだと、アンケート結果から思いました。 

 稲葉 これも、しかし新しい発見といえるのかどうかよくわかりませんが、冷凍庫に入

れておけば、１年間、少なくとも現在は半年間の有効期限があるものが、廃棄されるとい

うことの一端が少し見えてきたかなという事で、非常に驚いています。 

牧野先生のほうからも、コメントお願いします。 

 牧野 輸血アンケートというのが非常に根づいてきている感じがあります。今までは紙

ベースで送って、それを郵送で送り返していただくというのがあって、徐々にコンピュー

タのネットで返すようになってきています。インターネットを介して回答するということ

で非常に回答しやすくなってきている。今後は回答率が結構増えてくるのではないかなと

期待しています。 

 日本全体のデータを把握しようと思うと、小規模施設もそうですが、今まで回答してく

ださらなかった施設も回答しやすい環境をつくっていくのが大切だろうと考え、インター

ネットの利用を行っています。これからもアンケート調査をよろしくお願いします。 

 稲葉 学会のアンケートに関してはいろいろな発言がされています。こんな負担の大き

な仕事はしたくないと。そういうことで皆さんにも大変なご負担をかけていると思います。

少なくともオンライン化することによって、その省力化ということで、今後もこの観察を

続けていきたいと考えておりますので、皆さんの協力がぜひ必要ですので、よろしくお願

いしたいと思います。 
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 高橋 学会のアンケートでは、10 種類ぐらいの疾患における使用実態調査という、平成

17 年度と昨年度に行われた非常にややこしい調査で、それによって何が出るのか。その手

間暇は何だというような議論がありました。実は国から、そのような調査を平成 17年と比

較する目的で行う事を、学会が引き受けたわけです。 

 その結果、あまり大きな変化はなく、あまり十分なことが言えないということが分かっ

たわけですが、今日の吉場先生の発表をうかがって、どの疾患にどのように使われている

かという調査のやり方として非常に優れているなと思いました。ICD-10 の問題はございま

すが、期限を２週間に限ることによって、それが年間の使用量に比例して使われていると。

それでかなりの使用量全体の８割から９割近くのものを捕捉している、自己血に関しても

捕捉していると。こういう方式をぜひ進めていけば、評価してくださるのではないかなと

期待しています。 

 金森 ２点あります。１点は全国調査と神奈川県内のアンケート結果で、300 床未満の

輸血療法委員会の設置率に、かなり開きがあるように思えました。全国調査では 90％を超

えていましたが、県内だと 60％台ということです。その理由がわからないというか、全国

的に、もう少し具体的にこの様に神奈川県でもやればいいのではないかということも含め

て、牧野先生なり、高橋教授から Suggestion をいただければ。 

 それと関連してもう一つ。技師の方を中心に、おそらく医者は少ないと思いますが、５

年間もアンケートに答えられてきて、やはり各施設では、ハード面で厳しいところもあっ

て委員会の設置ができないとか、その他いろいろな問題があると思います。そろそろ委員

会として各病院あてに、そういったデータをもとにコメントというか、Suggestion といっ

たものを送って、各病院の、日ごろ医者の無理な要求に悩んでいる技師さんを助けるよう

な具体的な動きを、委員会としてやっていく必要があるのではないかなということです。 

輸血療法委員会設置と絡んで、そういったアンケート結果のフィードバックというか、そ

ういったものを行う。大学病院はいいのですが、それ以外の病院では疾患の特異性もあっ

て、先程の廃棄率の問題もありますが厳しい現状はあると思います。ですから、そういっ

たところをもう少し後押ししてあげられるような動きが、この会にそろそろ必要なのでは

ないかなと、責任者の一人ではありますが思いました。その辺、皆さんでもっと活発にデ

ィスカッションしたらいいのではないかと思います。 

 稲葉 やっぱり代表世話人に一言お願いしたほうがいいんじゃないですか。 

 安藤 輸血療法委員会の設置ですが、先ほど私が示したのは学会でのデータです。今回、

神奈川県合同輸血のデータによると、300 床以上は 40 施設あって、そのうち設置されてい

ないのが３施設の療養型でした。パーセントでいうと 92.5％と、全国と同じと見ていただ

いていいと思っています。 

 稲葉 要するに全国調査とは乖離があったのだけど、実態は全国調査並みだということ

でよろしいのですか。 

 牧野 ちょっと私は見落としたかもしれません。輸血療法委員会の設置に関して、最初
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は輸血学会が示したデータと、それから全国調査で出した結果と若干違っていました。輸

血療法委員会の全国での比率が、300 床以下の施設で 65％でした。若干、この神奈川県の

データと差があるということではあったのですが、2008 年の統計自体が 2005 年と比較し

て、300 床以下の施設での回答率が若干少なかったのです。そのあたりも、ひとつ影響が

あったのかなと思います。2005 年度の全国調査での輸血療法委員会の設置率は 40％ぐらい

でしたので、回答した施設での内容がちょっと違っていた、乖離があったのかもしれませ

ん。 

 

高橋 まだ不十分な施設に対して、どうやってこういう動きを強めるかというお話でした。

一つはこういうデータを学会のホームページに掲載して、それをどんどん引用してもらう。

こういう合同輸血療法委員会で得た、あるいは学会全体の調査で得たデータをどんどん利

用して、そして何が問題であって、どういう解決策があり得るかをどんどん提示して、そ

れを人的あるいは整備状況がかなり厳しい施設においても、熱心にやられている検査技師

の方がそれを利用できるようにしていくということがすごく大事だと思います。 

 先ほどの切り口によってさまざまな問題が浮かび上がってくるわけなので、これをぜひ

活用して。特に使用量と別の調査というのは、先ほどちょっと言われましたが、東京都で

長くやってきたけれどもそれ以外、日本中であまりやられてない。松崎先生が言われるよ

うに、ちょっと ICD に引きずられて、ほんとのところがよくわからないという問題がござ

いますので、そういうものを少し強化して、中小規模の病院では、その中でもどういう問

題があるのかとか。あるいは実際のアルブミンのお話だけ取り上げると、肝硬変で使われ

ているのはともかく、慢性心不全で使われていたり、低蛋白血症で使われているという、

全く適正使用基準の考え方と相入れないようなものがまだまだ残っている。そういうのを

よく発信していく必要があるのではないかなと思います。 

 稲葉 適正使用の今後の課題としては、やっぱりアルブミンではないかと思います。ア

ルブミンに関して、吉場先生のほうから何かもう一言、二言、コメントをいただけますか。 

吉場 今回の結果から、今、高橋先生もおっしゃったように、アルブミンだけを使用して

いる症例に、病名が慢性心不全、低アルブミン血症という、およそ適正基準を満たしてな

いと思われるような使用のされ方をしているところがあります。やはり ICD-10 コードだけ

でああやって分けてしまうとわからないので。今回は 3262 症例というすばらしいデータが

ありますので、それをもう一度、病名ごとに分け直して、これはやはり不適切使用だと。
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それが例えば 300 床以下の病院に多いという話を僕がしましたが、そういったところに、

今度はこのようなデータだった、というのをフィードバックするようなことをやっていけ

ばいいのではないかと思っています。 

  

 稲葉 牧野先生のデータで５％アルブミンの国内産が非常に遅れているという話が出て

ましたよね。それで占有率が非常に低いということです。 

 高橋 アルブミンとインフォームド・コンセントの緊急アンケート結果でわかったこと

は、説明をしている施設が８割以上だけれども、その中で国産・外国産、あるいは献血・

非献血の別をきちんと説明しているという、内容を伴っている割合がかなり低いのです。

だから医療機関としては、まず少なくとも使用するアルブミンの内容を説明する。それで

直に、リスクが高い、低いということは言っちゃいけないそうですが、そういう通知は数

年前に国から出ています。国産・外国産、あるいは献血・非献血の別を情報提供しなさい

ということは出ているので、それをやる必要があると。 

 それから、国内産に関して、日赤関係者がいるので思いっきり言いたいのです。少なく

とも国内献血由来の製剤に関しては、もう少し供給を一元的に、価格もなるべく統一して

ほしい。内外価格差はなかなか難しいのですが、内内価格差とか、内内供給格差を減らす

努力というのはそろそろ必要ではないかなと思います。 

 稲葉 牧野先生のデータにも出てきましたが、国のほうもＤＰＣを導入するのは推進し

ているんですよね。そして国内と海外の事業規模が全然違うので価格差というのがどうし

ても出てしまうと、この辺が非常に難しいところだろうと思います。これに適切なコメン

トというのは……。この問題はこの辺にしておきましょうね（笑）。 

 では、吉場先生のほうに振りたいと思います。今回のアンケートは非常に膨大なものだ

ったんですが、今後はもう少し切り口を変えてみようというようなことをおっしゃいまし

たが、それに加えて何かないですか。 

 吉場 まずは切り口を変えてみて。病名が全部わかっていますので、それでまず分類し

てみる。それで輸血の使用量を、一般の方々にわかりやすいような形で示すというのが、

まず一つ大切だと思います。それから自己血、それからアルブミンに関しては先ほど言っ

たような形で、まず不適切というか、どういう使われ方をしたのかというのを見ていかな

きゃいけないと思います。まず ICD-10 コードではない病名で入り込んで、そこから松崎先

生のおっしゃった手術といったもので順に分けていけば、かなり一般の方々にも理解して

いただける輸血医療が見えてくるのではないかと思います。まずはそれを今回のものから、
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もう一度つくり上げるのが大切だと思います。 

 稲葉 今回はワンポイントでやったわけです。例えば次に同じようなことをまたやった

ほうがいいのか、あるいはあまり大きく変わりそうもないなということなのか、その辺は

どうでしょうか。この研究会のあり方にしてもね。 

 吉場 輸血の使用量は年々全体で変わってきているわけです。季節性の疾患というのは

やっぱりどうしてもありますので、それが省かれているのかもしれません。ただ、たまた

ま今回は平均的な使用量だったわけですが、欲を言えば季節を変えてやってみたいなとい

うのがあります。東京都は毎年やっているわけですから、何とかもう少し、答えやすい形

に変えて続けていきたいなと思います。 

 稲葉 安藤さんに５年間のトレンドを出していただいたわけです。そういうことから見

ると、明らかに患者さんはどんどん増えてくることが今後は予測される。ところが、実際

には使用量はあまり変わっていない、あるいは凍結血漿は減っていることが今後も続くの

かどうなのか、これは意外と今後の需給というか、血液の需要を予測していく上ではいろ

んな難しい問題があるなということを示してもらっているデータではないかと思います。

血液センターの立場からすると、ある程度覚悟しないといけない。吉場先生は、これはど

んどん苦しくなるぞという見解でした。本当にそうなの、というようなところも少しあっ

て、もう少し様子を見ないとわからないなと思っています。 

 去年は 20 ベッド以下のところでの交差適合試験があまり満足に行われていないという、

非常にショッキングなデータが出てきました。今年はこれについては深く追求していなか

ったので、何年かあけたところで、またやるぐらいでいいと思います。どうでしょう。会

場のほうから、こういうことも、もっと知りたいというような方は。分析に携わっていた

だいた方にお願いしましょうか。上條先生、何かありませんか。 

  

上條 横浜市大の上條です。入力していただいた多くの皆様方、ほんとにありがとうござ

いました。私も自分で入力していて思ったんです。やはり本当に輸血をする原因の疾患が

何だったのかというところの解析は知りたいのが１点。アルブミンに関しては、今、デー

タを拝見して思ったんですが、かなり神奈川県内は使用量が減少していますよね。15％ほ

ど、前年度と比べて減っているのですが、それは恐らく個人的には高張アルブミン製剤。

濃いほうが減っているんだと思うんですが、データ自体ないので、５％が減っているのか、
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それとも 20％が減っているのか、25％が減っているのかというところを見てみたいと感じ

ました。とりあえず思ったところはその２点です。 

 稲葉 アルブミンに関しては、2007 年と 2008 年のたった１年間でドンと下がっていま

す。それが安藤さんと話をしてても、原因がよくわからないねということだったのです。

先生のほうで何か。 

 上條 個人的な意見として聞いていただきたいのです。都内の病院では 25％を 20％製剤

に切りかえたところが多いというのが一つ。あと二つ目として保険査定。特にかなり神奈

川県は厳しいといわれますので、そういった影響を、病院及び病院事務部門が把握するよ

うになったのではないかと思います。 

 ３点目は輸血部一元管理することにより、恐らく院内の不良在庫が減ったのではないか

と思っています。これは身内のことになってしまうんですが、輸血部で一元管理をしたと

きに、財務省の埋蔵金ではないんですけれども、埋蔵アルブミンが出てくるということが

あったんです。そういったことは恐らく、パーセント的にどれぐらいになるかわかりませ

んけれども、占めているのではないかと感じています。 

 ただ、救急領域で、５％アルブミンと生食の比較試験で、どちらも生命予後に有意差は

ないという報告も出てきているので、救急領域において５％アルブミンの使用が以前より

は減ったのではないかなと考えていますが、あくまで個人的な、頭の中での妄想ですので

本当かどうか知りたいなと思うところです。以上です。 

 稲葉 ありがとうございました。では、続けて大谷先生、何かコメントをいただけます

か。 

  

大谷 北里大学の大谷です。莫大な量の解析を吉場先生にしていただきまして、本当に大

変だったろうなと。ありがとうございました。また今日、会場にいらっしゃる施設の先生

方にも、本当に多い項目のアンケートでしたが、毎年回答をいただきましてありがたいと

思っております。 

 今、考えていたんですけど、大体皆さんに言っていただいてしまったようなところです。

アルブミンで 300 床未満のところで多いというのと、あと病名のつけ方が不適切ではない

かなと。実際の適正な使用とは少し外れている可能性があることを・・・先ほど上條先生

がお話しされましたが、査定とかその辺と絡めて、私の中では見てみたいかなと思います。
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そのように使っていて実際にはどうなのか というところが、少しずれてしまうかもしれ

ませんが、自分では興味があります。 

 大きい病院でのアルブミン使用の仕方で、実際査定が出ているのか、300 床未満の使用

の仕方で逆に査定としてはどの様にとらえられているか というのが、個人的なところで

すけれども興味があります。そこら辺を突き詰めると、もう少し適正な使用というものが、

逆に言うと疾患からも実際の実態、どのようなもので使われているという実態がもう少し

浮かび上がってくるような気もします。強いて言うと、そこを今は考えています。 

  

稲葉 この会も５回目になります。国のほうも毎年支援をしてくれているわけです。合同

輸血という形で、県でいろんな活動をして、どういう効果が、成果があるのかということ

を聞かれます。今年は胸を張って、15％もアルブミンが減ったということが言えるのでは

ないかと思います。これが今後に続くことを、とても期待しています。最後に加藤先生に

締めていただきたいと思います。 

 加藤 まず私自身が今日、いろいろ先生方の発表をお聞きしての感想です。国、行政と

いう立場から方向性を示すことがいかに大切かということが如実にあらわれているように

思います。法律をつくり、そしてその法律の精神を実現するために、いろいろな施策をす

る。特に医療の現場で一番大きく働いたのは輸血管理料の導入であったかと思うわけです。

実際に輸血管理料の中の条件として定められたＦＦＰやＲＣＣの比とか、アルブミンやＲ

ＣＣの比とか、そこが具体的な数値として、各施設が――我々の施設もそうですが、目標

として取り組んだ結果が今日のところに出ていると思います。 

 しかし、そのような本当の安全性というのは量を減らすだけではないはずです。量から

質へ、我々の目標というものをこれから、なお広げていく、深めていかなきゃいけないと

非常に感じております。これは既にほかの場でも、私は何回かお願いをしたことです。今

の輸血管理料Ⅰ、Ⅱはいずれも、条件としてはほとんど量的なものです。今日お集まりの

多くの方々が、実際に輸血医療を担っている技師さんたちが数多く、あるいはほかの職種

の方もおられますが、学会で認定している認定技師さんの存在というものをもっと明確に

して、そこに管理料というものを反映させていっていい時期に来ているのではないかとい

うことを、高橋先生や、半田先生にも度々お願いをしているわけです。 

 今、政権が変わり、いろいろ風向きも変わってまいりましたし、物の考え方も大きく変

わろうとしているので、ぜひこの機会に、今回の保険の改定には間に合わないかもしれま
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せんが、そのようなことを含めて我々は本当の安全性を、患者さんのためのものを実現す

るための体制というものを提案していくべきだと思います。 

 管理料によって、医療機関が保険収入として得たものが、実際に医療の安全というもの

に生かされる。それがなければ意味がありません。そのあたりは、今後の我々のこの神奈

川県合同輸血療法委員会の活動の方向も、一つの、次の段階に来ているんだなということ

を思います。先ほど金森先生から、そのお話もありました。施設ごとにＩ＆Ａがいいかど

うかわかりませんが、せっかく出てきたものをいかにフィードバックしていくかというこ

とを、皆さんと一緒にこれからご相談してやっていきたいと思っておりますのでどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  

稲葉 加藤先生が宣伝してくれませんでしたが、実は厚労省のこういう合同輸血療法委員

会は全国 13の県で事業研究費をいただいています。毎年評価というのがあって、今年は神

奈川県が多分第１位だったと思います。一番活動的であるという評価をいただいておりま

して、多分来年も予算をいただけるのではないかと思うので、また来年の１月には皆さん

とお会いしたいと思いますのでよろしくお願いします。ではこれでお開きにさせていただ

きます。（拍手） 

 司会 これをもちましてプログラムを終了させていただきます。本日はありがとうござ

いました。（終了） 

 




