
第３回熊本県合同輸血療法委員会

報　告　書

平成24年３月１日発行

熊本県合同輸血療法委員会
熊 本 県 健 康 福 祉 部

第
３
回
熊
本
県
合
同
輸
血
療
法
委
員
会　

報　

告　

書

平
成
24
年
３
月
１
日
発
行

熊
本
県
合
同
輸
血
療
法
委
員
会





発刊にあたって

　2011年10月29日㈯に開催された第３回熊本県合同輸血療法委員会の討議資料および討論
内容を報告書としてまとめました。この会議には、熊本県内の輸血製剤使用量の多い50病
院の輸血責任医師、輸血責任技師、薬剤師、看護師等が参加し、熊本県健康福祉部、熊本
県赤十字血液センターおよび熊本県医師会の担当者を含めて合計105名が参加しました。
　この合同輸血療法委員会のテーマを「熊本県合同輸血療法委員会の活動による血液製剤
適正使用の推進」としました。これは、2005年に日本輸血学会が厚生労働省の委託を受け
て、血液製剤の使用量調査を行なった結果、熊本県は赤血球、血小板、免疫グロブリン製
剤の使用量が全国の平均並であったにもかかわらず、アルブミン製剤使用量はトップで、
その後2009年までの５年間ずっと全国トップクラスであったからです。2010年に熊本県合
同輸血療法委員会が発足し、今回の稲葉先生の基調講演のデータにもありますように、
早速2010年の熊本県下のアルブミン製剤使用量は、全国11番目までに急激に減少致しまし
た。合同輸血療法委員会のような場で、輸血に関するデータや情報を共有する事で、多く
の施設が適正で安全な輸血を達成し、維持できるようになっていくことを実感できるのは
大変嬉しいことです。
　この第３回熊本県合同輸血療法委員会においては、４題の研究報告が行われました。
①「当院における輸血管理の現状と問題点」
　　熊本労災病院　　検査科技師長　佐藤　泰彦
②「アルブミン製剤の使用量削減の取り組み」
　　人吉総合病院　　臨床検査技師　永井　香代子
③「Possible TRALI：熊本医療センターの２症例」
　　国立病院機構　熊本医療センター　　内科医長　武本　重毅
④「熊本県下における血液事業の現状について」
　　熊本県赤十字血液センター　　業務課長　東　聖也
　これらの報告は、熊本県下の他施設にも大変参考になる内容で、参加者との間の活発な
討論が行われました。
　さらに今までの第１回、第２回熊本県合同輸血療法委員会（2010年３月13日、2010年10
月16日）の研究報告や基調講演の内容も併せて記載致しますので、どうぞ皆様御参考下さ
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年３月

熊本県合同輸血療法委員会　代表世話人　　
熊本大学医学部附属病院　　　　　　　　　
輸血・細胞治療部　副部長　　米村　雄士
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「第３回熊本県合同輸血療法委員会」議事録
日　時：平成23年10月29日㈯　14時～16時30分
場　所：熊本大学医学部附属病院 医学教育図書棟３F 第１講義室

開　　会
【司　会】
　それでは、ただ今より、「第３回熊本県合同輸血療法委員会」を開催いたします。ま
ず、熊本県健康福祉部 薬務衛生課・内田（英男）課長より、開会のご挨拶をいただきま
す。

　「開会の挨拶」
熊本県健康福祉部 薬務衛生課　課長　　内田　英男　

　皆様、こんにちは。ただ今、ご紹介にあずかりました熊本県薬務衛生課でございます。
本日、内田薬務衛生課長が出席して皆さんにご挨拶を予定しておりましたが、急きょ公務
が入りまして、私、課長補佐をしております松田と申します。どうぞよろしくお願いいた
します。本日は「第３回熊本県合同輸血療法委員会」にご出席いただきまして誠にありが
とうございます。今日は、お休みの中、また、雨で足元が悪い中に県内各地から大勢集
まっていただきまして誠にありがとうございます。さて、本日の合同委員会は、県内にお
ける適正かつ安全な輸血療法の向上を目指すことを目的に、昨年の３月に第１回の合同委
員会が開催され、今回で３回目を迎えるところでございます。輸血療法委員会を設置する
県内の医療機関が一堂に会して、血液製剤の使用状況の情報交換を行う、大変有意義な研
修の場であると考えております。ところで、本県の献血の事業は、企業、団体、また多
くの県民の皆様方のお陰を持ちまして、昨年度は約８万4000人の方から献血いただきまし
て、医療に必要な献血用の血液を確保することができました。しかしながらご案内の通
り、少子高齢化が進んでおりまして、献血可能な人口が減っていることに加えて、10代、
20代の若年層の献血が減少しており、全国と同様、熊本県でも同じような傾向を示してお
ります。一方、高齢化社会という面を見てみますと、他の都道府県より本県は早く高齢化
が進んでおりまして、高齢者のがんや循環器等疾患への利用する血液の確保量が今後ます
ます増大すると予想され、輸血用医療の安心・安全を確保していく上で大きな課題となっ
ています。県としても現在、「愛の血液助け合い運動」や広報活動、さらには本年４月に
男性に限って400㎖献血の年齢制限が18歳から17歳に引き下げられたことから、新たな採
血基準のもと、高校生など若い人たちへの献血推進協力をお願いしているところです。今
後とも、医療に必要なすべての血液製剤を献血により確保するために、これまで以上に積
極的に取り組んで参りますが、皆様におかれましても、なお一層の適正使用の推進にご理
解とご協力をお願いいたします。最後になりますが、本日の委員会が適正かつ安全な療法
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の向上につながる有意義な会となりますよう期待申し上げましてご挨拶とさせていただき
ます。よろしくお願いいたします。

一　般　講　演
【司　　会】
　それでは、一般講演から始めさせていただきます。一般講演の座長を熊本大学医学部附
属病院 輸血・細胞治療部 助教 内場光浩先生にお願いいたします。

【座　　長】
　熊大の内場でございます。一般演題4題の座長を務めさせていただきます。一演題を大
体15分ぐらいで進めていきますが、皆様方いろいろご意見あるかと思います。演題もそれ
ぞれ特徴のある内容になっておりますので、できるだけ活発なご討論をお願いします。時
間はある程度フレックスでいきたいと思います。早速ですが、第一演題に入ります。熊本
労災病院 検査科技師長の佐藤（泰彦）先生、お願いいたします。「当院に於ける輸血管
理の現状と問題点」。よろしくお願いいたします。　
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　熊本労災病院の佐藤と言います。実務担
当ではないので、輸血管理面を中心にお話
を進めていきたいと思いますので、よろし
くお願いいたします。当院は輸血療法の管
理料Ⅰを取得しています。県内では多分、
５、６施設が該当すると思います。管理Ⅰ
の維持にはいろいろな制約があり、ＲＣＣ
（赤血球濃厚液またはＭＡＰ加赤血球濃厚
液）、ＦＦＰ（新鮮凍結血漿）、ＡＬＢ
（アルブミン）の適正使用という観点か
ら、ＦＦＰ、ＲＣＣ、ＡＬＢの使用を制限
する立場で管理されなければなりません。
私たちも2005年から2010年までのデータを
検討したので報告いたします。

　示したグラフの中の青色はＦＦＰとＲＣ
Ｃの比率を掲示しています。2005年の0.96
から2009年は0.79に減少傾向にあります
が、2010年では0.48と特に減少が著明と
なっています。ＡＬＢは、2005年の2.34か
ら2010年の1.43まで減少を示しています。

　血液製剤の使用量は、ＲＣＣは3600から
4000ぐらいまで推移しており、ＦＦＰは
2000前後を推移しています。自己血使用
量は約309で、ＲＣＣに比べれば10％程度
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一般講演①「当院に於ける
輸血管理の現状と問題点」

熊本労災病院　　　　　　　　　　　
検査科技師長　佐　藤　泰　彦　
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で、個人的には問題であるという気がして
います。今後はこれをいかに増やしていく
のかを検討しようと思っています。

　このスライドは、ＲＣＣの廃棄率を見たも
のです。2001年は7.6％ですが、2009年では
1.5％まで非常に削減しています。かなり
順調に下がっていたのが、2010年に2.6％
まで若干上がったのは、管理体制を多少変
えたためです。日赤の備蓄施設に変えまし
たので、多少数字のトリックがあり、少し
廃棄率が増えたという結果になっていま
す。スライド下については、どの血液型の
廃棄率が一番多いかということを2009年と
2010年で確認すると、非常にＡＢ型の廃棄
率が多いということでした。ご存じのよう
にＡＢ型は少ないですが、発注する側は簡
単に発注しますので、使わなければ結局廃
棄率につながります。これが大体の当院の
輸血製剤使用の現状です。当院のデータで
すので、参考になるか分かりませんが、少
なくとも輸血製剤の適正使用の観点からか
なり努力を重ねてきた結果として、成果は
多少見えてきているかなと思います。

　次に当院での安全な輸血の取り組みにつ
いて報告します。昨年10月、電子カルテに
当院は移行しました。移行に当たって、
もっと安全な輸血の実施に向けて、オーソ
社のオートビュー（全自動輸血検査システ
ム）の購入、輸血検査システムの更新を行
い、電子カルテにこれをリンクさせるとい
う形態をとっています。

　このスライドは電子カルテと輸血システ
ムの連携を示したものです。今までの検査
における輸血の管理は、ＲＣＣの減少を目
的に取り組んでおり、安全な輸血管理の一
体的取り組みはありませんでした。電子カ
ルテシステムは、ドクターの指示、実施し
た検査記録、看護師による輸血を実施する
作業記録、それから副作用記録と一体管理
ができる事と考え、システム導入に取り組
みました。それと同時に、ＡＬＢの完全な
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管理も実施する目的もシステム導入目的の
一つでした。

　システムの中身を少し紹介しますと、ド
クターがオーダーをかけると「嵐」のテー
マ曲と共にポップアップ画面が表示され、
リアルタイムで「あ、オーダーがかかった
な」とすぐに確認できます。ほかの機能と
してＴ＆Ｓ（タイプアンドスクリーン）の
事前確認や、血液型が１回目と違うとか、
血液型の依頼が違った場合は警告サインが
出る様にシステムを構築しています。

　製剤の割り当てでは、血液型が違えば必
ず警告が出てきます。ほかの機能としてコ
ンピュータクロスマッチが実施可能です。
ただ、今のところはまだ動かしていませ
ん。いろいろ諸問題がありますが、私とし
ては本当は動かした方がいいと思います。
出庫状況においては、オペ室で何単位使っ

たとかまで全部管理できるようになってい
ます。

　血型や不規則抗体検査のヒューマンエ
ラー（人為的過誤）を防ぐ意味で、オーソ
社のオートビューとリンクして、検査結果
を自動転送という形をとっています。どこ
もされているかもしれませんが、当院で今
回、構築が可能になりました。今のとこ
ろ、これでヒューマンエラーはかなり減少
したと思っています。血型のヒューマンエ
ラーは、旧システムでは年間に必ず２、３
例ありました。まだ検証はしていません
が、今回のことで血型の入力ミスはなく
なったのではないかと思っています。

　今までの話は、輸血の安全な実施に向け
ての取り組みを報告しました。今回の演題
である問題点の把握ということで、実はこ
こに『輸血療法とＩ＆Ａ』という一冊の本
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があります。これは、静岡県の輸血療法研
究会が出していますが、もともとはアメリ
カのものだということです。私は前日に少
し読んだだけですが。非常に中身があり、
客観的な問題把握のためにいいかなと思
い、これを当院の技師にチェックさせまし
た。40項目、小項目は612ぐらいあるのを
全部チェックしろ、ということで強引に一
日でさせました。大変だったと思います。
　ということで、輸血管理の体制の役割に
ついて、当院の輸血委員会や輸血療法の問
題点、また検討すべき点をチェックし、拾
い出したのが、次からのスライドです。

　まず、委員会の中に認定医のドクターが
いません。１名だけ前委員長が持っていま
したが、今の委員会の構成メンバーの中に
はいないので、これは少し問題かなと思っ
ています。それから、認定検査技師の取得
です。取得のためには勉強しないといけま
せんので、昨年からいろいろな学会に出し
ています。おそらく来年あたりに受験する
と思います。症例検討という項目もありま
す。議事録の開示という項目もあります。
症例検討は、委員会等で報告していけばい
いかなということで、委員会のあり方を多
少検討しようと思っています。

　次に輸血の搬入です。使用期限の確認、
外見検査など、やっているようでやってい
ないのではないかということで、マニュア
ルの中にきっちり入れるべきだと思いま
す。マニュアルというよりも作業手順書で
すね。そういう確立が必要だということで
挙げています。血小板については、簡易振
盪機はありますが、血小板の保存温度は20
～24℃ですので、これに合った機器の整備
を今年から挙げています。あとは冷蔵庫
の保守点検。これは意外にどこもやってい
ないと思いますので、契約の中でどうにか
入れ込みたいと思っています。それから、
保管状態の異常事態に対する対応について
の、マニュアルも存在していませんので、
整備の必要を感じています。

　もちろん、輸血の使用記録や血漿分画の
記録はありますが、分散した状態での管理
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で、いつでもきっちり取り出せる形になっ
ていません。やはりこれも整理する必要が
あると思っています。輸血用血液の受け払
い管理ですが、患者検体の採血担当が特定
できない。これは非常に盲点です。輸血に
関しては患者の取り違いは致命傷です。け
れども、輸血用検体の採血で、だれが採血
したかチェックができるような体制になっ
ていません。電子カルテは、輸血の実施に
ついて、患者、指示、製剤を３点チェック
します。採血業務においては、３点チェッ
クの対象になっていません。これをリスク
マネージャーと相談して、実施に向けた検
討を行いたいと思っています。次に、先ほ
ど言いました自己血が一番問題と感じてい
ます。

　対象患者は少ないですが、検査科として
全然関与していない状況が見えてきまし
た。当院の場合、自己血は各診療科で独自
に行っていますので、集中管理ができてい
ない。診療科任せですので非常に危ない。
これを今度の委員会でもっときっちり整備
すべきだと提案しようと思っています。

　輸血の実施ですが、輸血療法委員会の規
定の院内適正使用基準も存在しません。臨
床側に任せっきりというのが現状です。副
作用の管理についても、副作用の発生対応
マニュアルもありませんでした。調査の結
果、10％程度しか副作用の確認、報告がさ
れていません。非常に大きい問題を抱えて
いることが分かりましたので、これも改善
すべきだと思っています。輸血後のパック
の管理ですが、輸血前の認証システムはあ
りますが、輸血後のパック管理について
は、規定を設けてありません。あと、ＨＩ
Ｖの検査や肝炎ウイルスの検査です。輸血
後のウイルス検査の陽性事例についての報
告体制は整備されていますが、陰性でも報
告する体制を委員会で決定し、すべての希
望者に対して個人ベースで結果報告を行う
ことになっています。
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【座　長】
　ありがとうございました。フロアーから早速、質問等ございますでしょうか？

（質問者）
　ご発表ありがとうございました。Ｉ＆Ａについては当院でもチェックしていたようです。
輸血関係の技師さんもそれほど多くない中で、ある程度管理していかなければいけないと
いうのは、大変でしょうけど頑張っていただきたいと思います。２、３質問があります。

　次に、輸血の検査です。これがまた調べ
たら調べるほどちょっと寂しい思いをしま
した。赤で示しているような、検査室側の
対応のまずさがはっきり浮き彫りになって
いますので、これも早めに対応すべきだと
思っています。ただし、機械を導入したの
で、検査結果は機械と人間のW

ダブル

チェックと
いう考え方をすれば検査のダブルチェックは
できていると考えます。精度管理という視
点から述べると冷蔵庫の温度記録はありま
すが、遠心機の保守管理は実施していませ
んので、これも必要だと思っています。

　安全な輸血実施に関した取り組みを構築
しても、医療現場ではミスは発生すると私
は考えています。当然、多くのインシデン
トが上がっていいだろうと、今年の１月か
ら９月までの輸血に関するインシデント事
例を探してみましたが、たったこの６個し
か報告がありませんでした。当院の電子カ

ルテと輸血システムの連携では、従来の輸
血業務に無い、輸血終了後の認証と、副作
用報告が組み込まれています。この認証漏
れが実は９カ月間で121ありましたが、報
告はたったの２つに留まっています。それ
だけまだ意識が薄いというか、認識不足と
いうのがまだたくさん残っているというの
が、この調査で明らかになりました。

　まとめとして、少なくとも自己点検をす
ることによって、マニュアルや手順書の早
期の整備が必要だと痛感しています。それ
から、インシデントの報告を調べることで、
当院では輸血自体に対する職員の関心度、
注意度がまだまだ不足していると感じてい
ます。今後、こういうことに総合的に取り
組んだ輸血療法委員会の活動を行っていき
たいと思っています。すみません、拙い話
でしたけど終わります。
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一つは、表を見るとＦＦＰとＲＣＣの比率が減ってきていますよね。よく見るとＲＣＣが
結構伸びてきていたので、その比率が下がっています。日本全体でも、ここ３年ぐらい赤
血球や他の製剤の使用量が大体増えていますよね。手術件数が増えてきたので、使用量が
増えてきたのではないかという話もありますが、熊本労災病院でもやはり手術件数が増え
ているのでしょうか？

（佐　藤）
　そうですね。手術件数について、熊本市以南で心臓血管、高エネ外傷等の重傷の手術を
実施しているのは当院のみだと思います。手術件数も多いことながら、先生方が血液製剤
をオーダーする時、経験的な感覚の下指示をされる事例も存在するとおもいます。当然、
手術件数が増えればその分、オーダー単位が増えていくということはあると思います。そ
れから、先ほど言いましたように術式による出血量の想定などが実はまだできていないの
で、そういうことも影響しているのかなと思います。あまり臨床側に直接クレームを言え
ないので、療法委員会としてそういうことに取り組んでいただくような啓蒙が必要かなと
思います。

（質問者）
　それから、ＡＢ型が少し多いというものの、だいぶ廃棄が減ってきているということで
すが、廃棄はほとんどが期限切れでしょうか？
（佐　藤）
　そうです。

（質問者）
　保管に関してですが、病棟やＩＣＵで保管するということはなく、すべて検査室でオー
バーナイトで保存・管理し、出庫されているんでしょうか？

（佐　藤）
　病棟への払出しは、原則１パックしか出しません。病棟に出した以上は、どういう状況
でも使用しないとなったら全部廃棄処分します。非常に厳密に出しません。オペ室の場合
は冷蔵庫があるので、今のところは言われるまま出して、返却にも応じています。という
ことで、検査室の方ですべて管理しています。

（質問者）
　ありがとうございました。
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　人吉総合病院の永井です。「アルブミン
製剤の使用量削減の取り組み」ということ
でお話させていただきます。よろしくお願
いします。

　まずは当院の概要です。当院は、人吉・
球磨の中核医療機関として病床数が274床、
17診療科あります。平成22年の各製剤の使
用量はご覧の通りです。その中で本日はア
ルブミンの製剤についてですので、その部
分だけをピックアップしてお話させていた
だきます。平成22年のアルブミン製剤は、
1671単位でした。アルブミンと赤血球製剤
の比率は、0.82です。

　さかのぼりまして、平成19年の各製剤の
使用量を見てみたいと思います。アルブミ
ン製剤は5093.3単位。この時、アルブミン
と赤血球製剤の比率が2.35です。当院がア

一般講演②「アルブミン製剤の
使用量削減の取り組み」

人吉総合病院　　　　　　　　　　　
臨床検査技師　永　井　香代子　

【座　長】
　その他ございませんでしょうか？　ありがとうございました。次の演題にいきたいと思
います。「アルブミン製剤の使用量削減の取り組み」について、人吉総合病院 臨床検査
技師の永井（香代子）先生、お願いいたします。
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ルブミン製剤の使用量の削減に取り組み始
めましたのは、平成19年です。取り組みの
途中段階での比率が2.35でした。というこ
とは、その前はどれくらいあったのかと言
うと、平成19年の１月から平成20年を振り
返ってみました。

　これは単位数での棒グラフになります。
平成19年の７月・８月に、本格的な取り組
み①アルブミン製剤の使用状況と使用量削
減の目的の周知を行いました。そして、年
明けの平成20年に取り組み②検査室での一
元管理開始と共に25％製剤から20％製剤へ
の変更を行いました。この取り組み①を行
う前は、アルブミンとＲＣＣの比率がどれ
くらいあったのかと言いますと、平成19年６
月の時点で4.22ありました。もう少し前に
さかのぼって、平成18年はこの比率が８近
くありました。当院では、週に１回、全診
療科の先生方が集まってミーティングとい
うか連絡事項などを行う「ドクターズ会」
というものがあります。平成18年・19年当
時は薬剤部の管理でしたので、薬剤部と一緒
に療法委員会の一員として、アルブミンの
使用量が大変多いということを、同会でお
話しました。「とにかく過剰な使い方を控
えてください」ということで届けたのが平
成18年です。それから様子を見ていました

が、４台からなかなか数字が落ちませんで
した。世の中では、アルブミンが過剰に使
われている、減らさなければいけない、と
いわれるようになり、当院でもどうにか削
減をしなければいけないということで、「ド
クターズ会」の中でアルブミンの使用状況
と使用削減の目的の周知についてお話しま
した。

　この時の目的はただ一つ、輸血管理料を
取得するため、ということでお話をしまし
た。この輸血管理料に関しては、各病院さ
まざまな状況がありますので、表に出しづ
らい部分もあるかと思いますが、当院では
アルブミンの使用量さえ抑えれば、あとは
輸血管理料が取得できるところまできてい
たので、その部分にフォーカスを置いてお
話をしました。「そのためには、とにか
く使用量を抑えて、アルブミンとＲＣＣの
比率を２以下にしましょう」とお話しまし
た。「それでは輸血管理料としてどれだけ
の収益があるのか」という質問があり、
「当院では１カ月あたり約10万円、１年間
で約120万円です」というお話をすると、
医師の間からは当然「制約を強いるのに
たった１年間で120万円か」ということを言
われました。その時、私は「金額ではない
んです。中核医療機関としてこれだけの安

2
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全管理をしている、輸血を提供している、
ということを外部的な評価として見てもら
うためには、輸血管理料が一番だと思いま
す」ということを強く訴えました。

　その上で、平成19年の上半期の使用状況
がどういうものかを示しました。これは実
際その時に使ったスライドです。当院では
月平均15～16名ぐらい、その方々に総数と
して何本使ったのか、25％のアルブミン製
剤が何本使われたのか、その使い方は一人
当たり何本なのか、何日間投与されたのか、
というものを出してみました。そうしまし
たら、２月などはお一人で40本も投与して
いる方もいらっしゃる状況で、「これは多
いんですよ、本当に適正な使われ方だった
のでしょうか」ということを投げかけてみ
ました。

　また、こちらの方は、お一人お一人が何

本使って、どれくらいアルブミン値が上昇
したのか見たところ、投与前の値はあるけ
ど投与後の値がないとか、ざっと見たとこ
ろ0.5ぐらいしか上がっていないではない
かと思いました。

　アルブミンを投与する時は計算式で求め
なければいけないことを踏まえ、このよう
な感じで仮に体重50㎏の方に、先ほどの
表でアルブミン値上昇が大体0.5だったの
で0.5あげたいと思った時に、計算式では
25％のアルブミン製剤をたった２本投与す
ればいいことになります、と。もちろんこ
れは机上の計算で、数字的にはこうなりま
す。でも先生方のおっしゃる効果は数字で
はないと。私もそう思います。アルブミン
値だけに限らず、数字だけではないところ
があると思います。例えば尿量が増えたと
か、その他の評価する部分はありますが、
この時はアルブミン値だけについてお話し
たので、このようなスライドでお話した次
第です。そして、先ほどもありましたが、
２本でいいけど、やっぱり先生方は２本を
３日間、合計６本使いたがるんです。

25

/ /
1 12 68 5.6 2/8 3.6 1/5
2 14 125 8.9 3/40 5.4 3/20
3 16 132 8.3 3/22 5.0 2/10
4 21 176 8.4 2/46 5.1 1/14
5 11 74 6.7 2/28 4.1 1/6
6 11 79 7.2 2/20 3.7 1/5

25

day
Alb
g/ day g/

12 81 2 1 2.1 3 31 2 3 2.0 2.4

91 7 2 3 2.7 3.0 14 20 2 3 2.7 3.0

2 3 3.3 2 01 1 3 1.8 

2 3 2.8 6 31 2 3 2.9 3.2

16 0 2 3 3.4 6 74 2 3 2.4 3.5

64 3 2 1 2.2 2.7 6 77 2 3 2.6 2.8

82 8 2 5 1.6 2.1

Alb

• g/

2.5
/

g/

-

50 Alb 0.5 g/

0.5 50 25g

25 50 2
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　そこをどうしようかと思い、高濃度のア
ルブミンは、25％のアルブミン製剤だけで
はないので、それを20％にしましょう、と
いうことにしました。そして、この製剤を
切り替えるタイミングで、それまで薬剤部
での管理だったのを検査室での管理にしま
した。ですので、検査室でアルブミン値を
確認することができますし、先生方は20％
になっても２本の３日間と依頼されて来ら
れますので、その時に２本ずつ２日間投与
した時点で、「先生どうでしょうか？患者
さんの状態はどのように変わられました
か？」というお電話を入れるようにしまし
た。

　そうした取り組み、取り組み①は、一度
「ドクターズ会」で目的を周知させ、計算
方法などをお話した時、25％から20％のア
ルブミン製剤に変えたのが、この取り組み

②になります。12月に高い棒グラフがあり
ますが、ずっと難治性のタンパクの漏出を
されている患者さんの入院があったので、
この時はこういう増加になっています。取
り組み②で、薬剤部から検査室へ管理が変
わりました。そうしましたら、今度は使用
本数で表していますが、これだけにぐっと
減りました。25％を20％に変えただけで
す。コストパフォーマンスはどうだったの
かと見ますと、平成19年度のアルブミン製
剤に使った金額が970万円、薬価計算にな
ります。平成20年度はその４分の１、約
250万円に抑えられました。このような取
り組みを行う上で、問題に感じたことが何
点かありました。

　まずは、エビデンスがないということで
す。先生方からこの疾患の時には大体どの
くらい投与したらいいのか、というお尋ね
は多々ありました。ですが、私が提示でき
るようなものが何もなかったのが現状でし
た。そして、皆さんご存じのように、適正
使用のガイドライン、指針の活用。「これ
に沿って使うようにしてくださいね」と言っ
てもなかなかその通りにいかないのが現状
です。そして、この「…」はアルブミンの
使用に際して“縛り”がない、レセプトで査
定されないということです。「20％のアル
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【座　長】
　フロアから何かございますでしょうか？　アルブミンについては、熊大も含めて大学な
どいろいろなところでかなり問題になっているかと思います。

（質問者２）
　今日は貴重な発表をありがとうございます。今、内場先生の方からもお話がありました
ように、熊本大学でもアルブミンの取り組みで、なかなか減らない状況が続いています。
療法委員会で毎月、診療科別の使用量を報告しますが、なかなか減らない状況です。25％

ブミン製剤を３日間使うまでは許されるん
ですよね」「それは査定とかに引っかから
ないんですよね」というお尋ねがよく来た
んですね。現実、熊本県では何本使っても
レセプトに引っかかることはないんです、
多分。全部通っていると思います。なの
で、いくら検査室で「一度の投与は２本の
３日間までですよ。データを見ながら様子
を見てください。２日で少し上昇が見られ
たり、尿量が増えたのであれば、３日目は
少し間を置いてから投与してみませんか」
と言っても、トータルの本数で見るとさほ
ど変わらないことも多々ありました。他の
病院でも、これからアルブミン製剤の使用
削減に取り組まれると思います。また、熊
本県全体でも取り組んでいかなければいけ
ないと思いますし、これがこれからの課題
になると思います。

　その上で、まずは現状を知る、現状を病
院の各スタッフに示すことが重要だと思い
ます。その後、目的を示さなければいけま
せんが、それは何のためか、とより具体的
に数字として表した方がいいと思います。
そして、何と言っても先生とのコミュニケー
ション、これがとても大切です。払い出す
方としては、使わせたくないという思いが
あっても、先生はお一人の患者さんを良く
したい、治療したいという思いで使われま
す。ですから、先生方の思いにもちゃんと
耳を傾けてお話を聞かれることが大切だと
思います。その中で「これくらい上昇が見
られたらどうでしょうか？」というお互い
に歩み寄る姿勢が必要だと思うので、先生
方とのコミュニケーションがとても重要に
なると思います。ということで、私からの
お話を終わらせていただきます。どれだけ
皆様のこれからの活動のお役に立てるもの
になったかという不安は多々ありますが、
何かの参考になればと思いますので、よろ
しくお願いします。以上です。
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を20％に実施してみましたが、そこ止まりの状況です。１つ伺いたいのは、管理を検査部
に移したことはかなり大きかったのでしょうか？それとも薬剤部と協力して減らすことも
可能だと思われますか？

（永　井）
　薬剤部での管理があっての削減も可能だと思います。とにかくデータなどに目を配る人
がいれば大丈夫かなと思います。安易に３日間の投与を許すのではなく、２日間投与した
ところでどうなのか、と１回チェックを入れる方が、薬剤部でも検査部でもいいのでデー
タを見る方がいるとだいぶ違ってくるのではないかなと思います。それから、質問以外の
ことですが、平成18年にすごく使用量が高かった時には、術前に必ずアルブミンを３コン
マ以上にしないと手術をしない、という科もありました。人吉・球磨はどうしても高齢の
患者さんが多いので、低アルブミンの方が普通ですが、急性ではなく慢性的に低アルブミ
ンの方が入院されていた時、必ずアルブミンを入れ、見かけ上の３コンマをキープさせた
状態での手術もされていたので、本当にエビデンス（根拠）がない状況でしたが、その辺
りは必要ないのではないかとお話したことはありました。ですので、使用状況を把握する
ことは本当に大切なことだと思います。

【座　長】
　他にございませんでしょうか？他の輸血もそうですけど、本当の意味でのエビデンスが
全くないことが問題点ですが、フロアからございませんでしょうか？

（質問者３）
　今日は講演をいただきましてありがとうございます。かなり使用量が減っていたという
ことで講演をお頼みしましたけれども、かなりご苦労されていたようですね。今でも不適
切な使用が時々あって、そういうことも注意されているということですよね？おそらく人
吉総合病院だとドクターの入れ替えがそんなになく、大学のようにそこまで人数も多くな
いので、ずっといる方は大体周知できていると思いますが、新しい先生が入って来た時
は、やはりそういった使い方をされるということでしょうか？

（永　井）
　そうですね。大学の先生方がいらっしゃる前でお話するのも申し訳ないのですが、やは
り大学の科の特色が見受けられます。ですので、ぜひ大学での取り組みを強化していただ
きたいと思います。田舎の病院なので、限られたスタッフの中でコミュニケーションを
とっていかなければいけないのですが、信頼関係の構築ができる前にこちらのことばかり
言ってしまうと、どうしても先生方のプライドを傷つけてしまい、シャットアウトされて
しまいます。そうすると、上手くいくところも上手くいかない部分が見え隠れしますの
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で、何とぞよろしくお願いします。

【座　長】
　ありがとうございました。次の演題にいきたいと思います。次の演題は、国立病院機構 
熊本医療センター 内科医長の武本（重毅）先生です。「Possible ＴＲＡＬＩ：熊本医療
センターの２症例」ですね。よろしくお願いいたします。　

一般講演③「Possible TRALI：
熊本医療センターの２症例」

国立病院機構　熊本医療センター　
内科医長　武　本　重　毅　

　よろしくお願いします。国立病院機構 
熊本医療センターの武本でございます。本
日は熊本大学医学部附属病院の後輩の原田
（正公）先生が救急で経験された症例を通
じて、輸血関連急性肺障害（ＴＲＡＬＩ）
について皆さんと一緒に考えてみたいと思
います。

　まず、これが22年度の投与の副作用を簡
単にまとめたものですが、その中で呼吸苦
が若干見受けられます。しかし、急性肺障
害（ＡＬＩ）やＡＲＤＳ（急性呼吸促迫症
候群）、うっ血性心不全などの合併症があ
りますので、なかなか確定診断というか、
ちゃんとした原因究明まで至らないことが
多いと思います。

3 3
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　そこでまず、輸血関連急性肺障害（ＴＲ
ＡＬＩ）の診断基準です。急性肺障害が見
受けられること、急激な発症、そして低酸
素血症、Pa  （動脈血酸素分圧）とFi  
（吸入酸素濃度）の比が300㎜Hg以下、ま
たはSpO（動脈血酸素飽和度）が90％未満
ということがあります。あと、胸部レント
ゲンで両側肺野の浸潤影が見られる。そし
て心臓に問題がない、つまり左房圧の上昇
など、負荷の所見がないことが大事です。
そして、輸血以前にそういう肺障害がなく、
輸血中あるいは輸血後６時間以内に発症す
ること。そして、時間的に関係あるような
急性肺障害（ＡＬＩ）の他の危険因子がな
ければ確定します。しかし、大抵の場合は
誤嚥や肺炎、溺水、いろんなガスの問題、
重症の敗血症、ショック、多発性の外傷、
熱傷、急性膵炎、心臓の冠動脈バイパス術、
過量の服薬など、救急外来を診察している
病院であれば、こういう何らかの前の危険
因子が存在しますので、どうしてもPossible
ＴＲＡＬＩという診断になってしまいます。

　発症機序について、ひとつは抗体の存在
が言われています。抗ＨＬＡ抗体のclass
Ⅰ、classⅡ、あるいは好中球に対する抗Ｈ
ＮＡ抗体、特に３a、５bの抗体が存在すれ
ば、その疑いが強まります。また、抗体が
陰性であっても、問題は好中球なんです
ね。活性化された好中球が肺に浸潤してい
き、いろんな物質を出すので、顆粒球のプ
ライミングを起こす活性脂質や可溶性Ｃ
Ｄ40リガンド（ｓＣＤ40Ｌ）、これは血
小板や活性化したＴ細胞が血中に出すの
ですが、そういう物質の存在も“Two-Event 
Model”（２段階モデル）と言われます。こ
れはまた後ほど説明します。では、症例を
２例提示します。

　まず症例１例目は、75歳の男性です。意
識障害とコーヒー残渣様の嘔吐で救急搬送
となりました。来られた際に、血圧の低下

(TRALI)

TRALI
a. acute lung injury: ALI

.

. (PaO2/FiO2 ratio 300 mmHg or SpO2<90% on room air)

. X

. ( )
b. ALI
c.  6
d. ALI

Possible TRALI
a. acute lung injury: ALI
b. ALI
c.  6
d. ALI

Towards an understanding of TRALI/Consensus Conference Committee in 
Toronto(2004)

3 3

HLA(human leukocyte antigen) class 
HLA class 
HNA(human neutrophil antigen)-1a(NA-1)
HNA-1b(NA-2)
HNA-2a(NB-2)
NB-2
HNA-3a(5b)

IgA

lysophosphatidylcholine(lyso-PC)
CD40-ligand(CD40L)

Two-Event Model

3

1

75

JCS100 GCS7 BP50/20mmHg HR140bpm RR14/m SpO2 96%(O210 /m)

WBC19700/ Hb4.2g/d Plt30.5 104/
PT14.4sec(62.1%,INR1.27) APTT27.4sec(104.1%) fibrinogen209.9mg/d

FDP2.0 g/m
TP5.4g/d Alb3.0g/d BUN109mg/d Crea2.40mg/d
AST189IU/ ALT107IU/ LDH511IU/ ALP140IU/ GTP41IU/
Na140mEq/ K5.3mEq/ Cl96mEq/ Ca8.9mg/d
Amy48IU/ CPK127IU/ Tbil0.8mg/d s-glu149mg/d CRP0.09mg/d
pH7.260 pO2162mmHg pCO230mmHg HCO313.5mmol/ BE-12.2mmol/ (O210 /m)
lactate18.2mmol/

normal sinus rhythm HR123bpm no significant ST-T change

RCC8 FFP4
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と、Sp  （酸素飽和度）は10ℓのマスクで
ありながら96％、そして消化管出血があっ
たせいだと思いますが、Hb（ヘモグロビ
ン）が4.2g/㎗と著明な貧血が認められま
した。血液ガスは10ℓでp  （動脈血酸素
分圧）は162㎜Hgです。心電図など心臓に
異常は認められませんでした。そこで、貧
血に対してＲＣＣが８単位とＦＦＰが４単
位、そして緊急内視鏡が施行されました。

　まず、これが内視鏡の所見です。この時
は活動性の出血は認められませんでした。
そして肺ですが、先ほどp  は162㎜Hgと
言いましたが、輸血開始から１時間後に67
㎜Hgまで下がりました。輸血前の胸写が
こちらで、輸血２時間後にはこのように両
側に肺浸潤影が認められました。新陰影の
拡大は特に変化はないように思います。

　これがＣＴの所見です。輸血前がこれで、

輸血３時間後はこのように浸潤影が広がっ
ています。

　来院時にすでに呼吸不全がありました。
前胸部のＣＴでは両肺に淡い浸潤影があっ
たため、誤嚥性の肺炎、あるいはコーヒー
残渣様の嘔吐の関係、さらにはショック状
態ですので、ショックに随伴するＡＲＤＳ、
そして著明な貧血があるので高拍出性心不
全などが鑑別として挙がりました。しかし、
輸血後に急速に進行した呼吸不全というこ
とで、やはりＴＲＡＬＩも疑うべきだろう
ということでした。治療は、人工呼吸器管
理をして、抗生剤の投与のみで改善して、
12病日には呼吸器を離脱しています。

　その後、いろいろ検査を進めて、NT-pro
BNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド）が問
題ないので心不全はない、と。抗ＨＬＡ抗
体を見ると、このようにＦＦＰで陽性を確

3
2

GF

1 ABG(10 /m)
pH7.150 pO267mmHg pCO271mmHg
HCO324.7mmol/ BE-4.5mmol/

3

3

3

(pO2162mmHg O210 /m)
CT

#1 (Mendelson’s syndrome)

#2 ARDS

#3

#4 TRALI

12

3

RCC RCC RCC RCC FFP FFP

HLAclass

HLAclass

HLA
FFP HLAclass HLA-B52
FFP HLAclass HLA

HLA
T FFP
B FFP

possible TRALI

NT-proBNP( 125pg/m ) 234 141
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認しています。ＦＦＰの①ではＨＬＡclass
Ⅰ抗体中に患者ＨＬＡ-B52の可能性のある
抗体が認められています。ＨＬＡ交差試験
も陽性でした。そこで、Possible  TRALI
という診断になっています。

　２症例目です。この方は若いですね、22
歳の男性。交通事故で多発性の骨折。この
ように高エネルギー外傷となっています。
実際に診断した時点では骨折がメインで大
きな病原ではありませんが、この外傷の経
過から、その後重篤化するであろうという
ことで、高エネルギー外傷という判断になっ
ています。で、手術を受けています。術中
に輸血して、ＲＣＣが10単位、ＦＦPが８
単位、術後もさらにＲＣＣを４単位追加し
ていますが、術後より呼吸不全を認めてい
ます。この時、サチュレーション（動脈血
酸素飽和度・Sp  ）は10ℓマスクで92％、血
液ガス（p  ）が47㎜Hg、心電図は特に問
題ありませんでした。

　22歳と若いこともありますが、心エコー
（心臓超音波検査）でも特に心臓にも問題
はない。ところが、このように術前・術後
を比べますと、胸写に両側に浸潤影が広が
りました。ただ、この時一つ鑑別しなけれ
ばいけないのがＴＡＣＯ（輸血関連循環過
負荷）と言いまして、輸血過剰による負荷
です。やはりこのように両側に浸潤影が広
がっています。

3

2
22

( )

RCC10 FFP8
RCC4

JCS0 GCS15 BT38.0 BP144/82mmHg HR133bpm RR30/m SpO292%(O210 /m)

WBC13900/ Hb12.4g/d Plt11.9 104/
PT13.7sec(65.8%,INR1.24) APTT29.5sec(91.1%) fibrinogen487.3mg/d

FDP18.0 g/m
FM test(-) ProteinC58.4% AT 69.2% 2PI50.3%
TP4.7g/d Alb2.6g/d BUN17mg/d Crea0.64mg/d
AST220IU/ ALT53IU/ LDH797IU/ ALP131IU/ GTP18IU/
Na143mEq/ K3.8mEq/ Cl111mEq/ Ca7.6mg/d
Amy104IU/ CPK14405IU/ Tbil1.2mg/d s-glu140mg/d CRP17.27mg/d
pH7.390 pO247mmHg pCO2 45mmHg HCO327.2mmol/ BE1.8mmol/ (O210 /m)

normal sinus rhythm no significant ST-T change

3
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overload: TACO)

3

3

#1 

(TACO transfusion associated circulatory overload)

#2 ARDS

#3 ARDS
#4 ( )

#5 TRALI

3 mPSL1g 3
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　鑑別診断ですが、先ほど言いましたよう
に、ＴＡＣＯとうっ血性心不全、つまり輸
血関連の循環過負荷の可能性があります。
ただ心エコーでは、左室壁の運動低下や左
房圧の上昇などの所見はありませんでした。
あと、多発性外傷に随伴するＡＲＤＳとい
う可能性もあります。また、敗血症性のＡ
ＲＤＳ、さらに肺炎というのも鑑別に挙が
りましたが、輸血後に悪化した呼吸不全、
しかも22歳と若い男性に急速に出現した両
側の肺浸潤影ということで、ＴＲＡＬＩを
疑いました。この方の場合は、シベレスタッ
ト（好中球エラスターゼ阻害薬）も投与さ
れていますが、呼吸不全が進行して、３病
日目にmPSL（メチルプレドニゾロン）の
投与を行っています。しかしながら、また
治療が奏功して、７病日には呼吸器離脱・
抜管という経過です。

　この方の場合は、心不全というか心臓へ
の負荷もあったのでしょうが、このように
ペプチドの上昇を認めております。抗体検
査で輸血を調べたら、非常にたくさんの抗
体の陽性が認められました。そこで、診断
はやはりPossible TRALIということにな
りました。

　考察ですが、まず２症例ともに、そこま
で検査をしなければ分からないのですが、
抗白血球抗体が検出されました。症例①で
は６バッグ中２バッグ、症例②では11バッ
グ中５バッグ。このVlaarという方のretro 
spective（後向き）なcohort study（コホー
ト研究）では、特にＩＣＵ患者でＴＲＡＬ
Ｉの疑いがある患者が約５％認められます。
その危険因子としては、心臓手術後や血液
系の悪性腫瘍、大量輸血、敗血症、人工呼
吸器管理などです。APACHEⅡscoreは、
救急の患者さんの重篤度を表すスコアです
が、重症な患者さんほどＴＲＡＬＩを起こ
しやすいのではないか、という報告があり
ました。また、最初の方で申し上げました
ように、“Two-Event Model”というのが
Sillimannらによって報告されています。つ
まり、抗体だけが原因でなく、患者さんの
状態によっては好中球の活性化、プライミ
ングが起こって、内皮細胞活性化、接着分
子の発現が起こり、もともと肺は好中球を
28％ぐらいプールしている場所ですが、さ
らにその遊走が誘導される。そして、輸血
中の抗体や活性化物質の刺激によって、
toxicなmediatorの放出や内皮細胞障害、毛
細血管透過性の亢進などによって急性の肺
障害が起こってくると報告されています。

3

RCC RCC RCC RCC RCC RCC RCC

HLAclass
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NT-proBNP( 125pg/m ) 19 1680

3

2
1 6 2
2 11 5

Vlaar
retrospective cohort study
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つまり、患者の因子と抗白血球抗体、活性
物質の輸注の両者でＴＲＡＬＩが発症す
る、というのが今の考え方です。

　これが先ほどの1つの“Two-Event Model”
を論文から引用したものですが、このよう
に抗体があっても抗体が結合することに
よって好中球が活性され、いろんなevent
（段階）が起きます。けれども、そうでな
くても、もともと肺の中にプーリングされ
ていますので、そこに抗体が来るか、ある
いはいろいろな脂質やｓＣＤ40Ｌなど、そ
ういう物質が加わることで反応が起きて、起
こるということです。

　ある分類がありまして、これも文献から
引っ張ってきたものですが、免疫学的であ
る場合とそうでない場合、主に免疫学的機
序の原因はその輸血中の抗白血球抗体で、
そうであれば健常人でも起こりうる。活性

物質の場合にはそれほど重症ではないと思
います。

　では、実際に日本でどれくらいの割合で
起こっているかということですが、これが
輸血の非溶血性の副作用です。一位が蕁麻
疹、そして発熱、アナフィラキシーショッ
クなどがありますが、呼吸不全、ＴＲＡＬ
Ｉは実は２％しか分かっていない。つまり
いろんな肺の病態等を呈している場合があ
るので、なかなかＴＲＡＬＩという診断ま
で行き着かないのが現状だと思います。

　そこで結語ですが、今回、Poss ib le 
TRALIという診断ができました。かなり
認知されてきているものの、救急領域にお
ける輸血適用患者では、ＡＲＤＳなど肺の
他の病態があるので、そちらの方だと考え
てしまって、輸血した後でも抗体を測った
り、そこまではなかなか精査が進まないの

3

TRALI
70

TRALI

TRALI

Anesthesia 21 Century Vol.10 No.2-31 2008

3

(2010)

TRALI

4 12 2

( )
1/200000
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1/290000
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1/480000
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3

Possible TRALI 2

TRALI
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TRALI
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Antibody mediated TRALI The Two Event Model
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【座　長】
　ありがとうございました。ＴＡＣＯなのかＴＲＡＬＩなのかＡＲＤＳなのか、よく分か
らないような…。ちょっと難しいとは思いますけれども。

（質問者４）
　先生が言われたように、ＴＲＡＬＩは疑わないとなかなか症例的な数が増えていかない
と思いますので、そういった目で見ていくことが重要だと思います。細かいことをちょっ
と質問します。２例目は、血圧が下がっていなかった気がしますが、その辺りはいかがで
しょうか？２例目はさっきおっしゃったＴＡＣＯの可能性もあるのかなと思ったのです
が、やはり血圧は下がったのでしょうか？

（武　本）
　特にそこまでは下がっていません。心エコーでいろいろ詳しく調べてもらいましたが、
そのような所見はありませんでした。ただ、確かに検査データ的には、いつ起こったのか
が問題で、ＴＲＡＬＩの後にそういう状態があってもおかしくないですし、なかなかはっ
きり言えないというところです。

（質問者４）
　うちの大学も、私たちが知らないだけかもしれませんが、そこまで重症になった例がな
く、後で軽症らしいＴＲＡＬＩは経験したんですけど、はっきりしません。今日の特別講
演をお願いしている稲葉先生にコメントをお願いできますでしょうか。稲葉先生はもとも
と麻酔科医で手術をされていたので、２例目みたいな症例も結構多かったのではないかと
思いますが、コメントをいただけるとうれしいです。

（稲　葉）
　神奈川の血液赤十字センターの稲葉です。一点確認したかったのは、今年３月からです
かね、血液センターのmale plasmaという男性由来の血漿だけを供給しているので、この
症例はいつ頃のかというのをちょっと確認したかったのですが。

（武　本）
　それ以前だったと思いますが、すみません、ちょっとはっきりしません。

で、見逃されている可能性があると思われ
ます。また、ＴＲＡＬＩの要因としていろ
いろありましたが、重症患者はＴＲＡＬＩ
を合併する因子の可能性が高いのかもしれ

ません。今後、輸血後の呼吸不全を見た場
合には、ＴＲＡＬＩの可能性を考えていく
必要があると思います。
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（稲　葉）
　我々もそれを気にしていて、白血球抗体はほとんどの献血者の場合が妊娠で発生しま
す。男性由来ということで、これはイギリスが最初に始めたんですが、日本もそれをやろ
うとしたんです。それで、大体できるようになってきたので当初はかなりいけるのではな
いかと思っているんですが、やはり問題はＦＦＰで200㎖由来はちょっと男性だけでは作
れないということが１つです。で、この症例に関してＴＡＣＯかＴＲＡＬＩと言われて
も、これは実際に診ていないのでよく分からないんですが、データ上だけで言うと、ＢＮ
Ｐが跳ね上がっているのでＴＡＣＯの方が気になりますね。白血球抗体もこれだけぞろぞ
ろ出て来ると、確かにＴＲＡＬＩの可能性も高いと言わざるを得ません。中央血液研究所
の岡崎先生という方が診断していると思いますが、彼もPossible TRALIと言わざるを得
なかっただろうと思います。

（武　本）
　ありがとうございました。今のお話を少し補足させていただきます。経産婦の方で、し
かも子どもを複数生んだ方の血液中にいろんなＨＬＡ抗体がたくさんできてしまうことが
知られています。それで、イギリスやデンマークでは、経産婦の方の血液を使わない、陽
性の抗体を使わないようにすることも行われています。実際、造血幹細胞移植の時に慢性
のＧＶＨＤ（移植片対宿主病）が起こりやすいのも、これが原因だと言われています。

【座　長】
　他にございませんでしょうか。なければ、ありがとうございました。最後の演題に参り
たいと思います。熊本県赤十字血液センター 業務課長の東（聖也）さん、お願いします　
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一般講演④「熊本県の血液事業の
現状について」

熊本県赤十字血液センター　　　
業務課長　東　　　聖　也　

　皆さん、こんにちは。私は赤十字血液セ
ンターで献血の推進、献血者の受け入れを
担当しています。今日は「血液事業の現状
について」ということで、題名を出してい
ますが、主に献血者の確保面の話です。検
査製剤関係を期待していた方もいらっしゃ
るかと思いますが、ご了承いただきたいと
思います。それでは早速、始めたいと思い
ます。

　まず、熊本県内の医療機関への供給量の

推移について、血小板製剤は平成19年度に
12万2000単位をピークに年々減少傾向です
が、赤血球製剤は右肩上がりで増えていま
す。血漿製剤は、平成20年度にピークで若
干減少傾向です。ただ、九州管内全体とし
ては、22年度は血小板製剤は前年度に比べ
10％増えていますし、赤血球製剤は５％、
血漿製剤は７％増えています。次に供給量
が増え続けている赤血球製剤には400㎖献
血由来と200㎖献血由来があります。

　400㎖献血由来は、平成17年度は４万
5666本ですが、平成22年度は５万3811本
と、約8000本増えています。この8000本と
いう数字は、血液センターにとっては大変
大きい数字で、移動採血車での確保に換算
すると、献血車約170～180台分の血液の使
用量が増えている状況です。



－ 25 －

2030 20

　200㎖献血由来は年々減少し、200㎖と
400㎖の割合は、400㎖が98.4％を占め、医
療機関では、ほとんど400㎖が使われてい
る状況です。17年度以前について、参考ま
でに出していますが、400㎖の血液は、平
成２年は１万8000本程度で、今では約３
倍に増えています。200㎖献血血液は、６万
2000本が今では非常に減ってきています。
このように200㎖の献血の血液が使われな
くなったことは、今となっては若年層の献
血に非常な課題を抱えています。というの
は、200㎖献血は16歳からできます。400㎖
献血は18歳からですので、若年層の献血に
非常に課題が残っているということです。

　それから、これが年齢別の輸血の使用状
況です。10年前の平成12年ですが、熊本県
では全体使用量の59％を60歳以上の方が使
われていました。平成21年度は、60歳以上

の方が約80％使われています。高齢化とと
もにご年配の方が非常に多く使われている
状況です。

　次に、これは2020年、９年後の日本の人
口ピラミッドですが、今の団塊の世代の60
歳代が70歳代になり、血液の使用量が非常
に増えるであろうと。また、逆に40歳代以
下の献血人口が逆ピラミッドになってお
り、さらに15歳以下も非常に減っていき将
来の血液不足が懸念されているところで
す。

　これは昨年、私どもの日赤本社が新聞に
記事提供をしたものですが、2030年、20年
後には献血者が124万人不足するという推
測を出しています。これは今の血液の使用
量の増加がずっと続いて、あとは人口の増
減を勘案して、124万人不足するであろう
という予測を出していますが、現在、日本
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全国で年間に約530万人のご協力をいただ
いていますが、124万人不足がいかに大きい
かおわかりいただけるかと思います。

　次に、これが熊本県の献血状況です。22
年度は８万4207人にご協力いただきまして、
そのうちの73％、６万1624人が400㎖にご
協力をいただいています。

　それから、これは熊本県の年代別の献血
率です。献血率と言うのは、人口に対する
献血者の割合という率で、この各グラフの
左側が熊本県、中央が九州、右側が全国の
平均です。熊本県の場合は、今のところ献
血率は全国で第5番目です。先だって、テ
レビ番組の「秘密のケンミンＳＨＯＷ」で
熊本県は献血率日本一というご紹介があり
ましたが、現実には全国で第５位です。過
去には熊本県は献血率日本一でした。昭和
54年から平成12年までで、10年ほど前まで

ですが、22年間献血率日本一ということ
で、非常に県民の協力が多いという評価を
得ていました。ただ、先ほど言いましたよ
うに200㎖の血液の使用量が減ってきてい
ますので、そういった意味で200㎖を減ら
して400㎖を増やせば増やすほど献血率も
低くなってくるという状況ですが、医療機
関から必要とされる400㎖の推進と確保を
優先し今のところ全国第５位となっていま
す。ただ、全国第５位だから血液の供給は
安心じゃないかと思われるかもしれません
が、熊本県の人口に対する赤血球製剤の供
給量、使用量は全国で第４番目に多いです
ので、全国第５番目に献血率が良くても安
心はできないという順位です。特に課題と
しては、16～19歳、全国平均が約５％で
す。熊本の場合は3.9％で、若い人の献血
が少ないという課題があります。

　次に、年代別の献血者数です。熊本県
で一番献血者数の多い年代は40歳代です。昨
年、30歳代を越して40歳代が増えており、
50歳代も60歳代も増えています。一方、30
歳代は若干減少傾向ですが、20歳代、10歳
代は年々献血者が減少している状況です。
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　これは、初回献血者の割合、献血者の方
で初めて献血される方が何％いらっしゃる
かというグラフですが、全国・九州平均は
大体10％ですが、熊本県の場合は7.4％で初
めて献血される方が非常に少なく、全国で
ワースト２位になっています。特に、16～
19歳は初回献血率が65％で全国でも高いで
すが、絶対数が少ないですので、絶対数の
初回者を増やす必要があると思っていま
す。

　それから、今年の４月から採血基準の一
部改正され、400㎖献血については、今ま
では男女とも18歳からでしたが、男性に限
り17歳から可能になりました。血色素量が
男性だけ若干上がりました。あと、体重は
女性が50㎏以上、もうちょっと下がってく
れるとありがたいなと思っていますが、献
血者の安全基準ということで法律で定めら

れています。また今までは400㎖献血は18
歳以上でしたので、私どもとしては今まで
は大学生の献血に力を入れていました。

　県内10大学で学生献血推進協議会を組織
していただいて、定例会、学内献血の推進
や研修会など、毎月のようにキャンペーン
をしていただいて、非常に積極的に活動し
ていただいて、大変感謝しているところで
す。

　そして、これが県内の高等学校の献血の
実績の推移です。以前は、80数校のすべて
の高等学校に献血バスを配車し授業中にご
協力いただき、平成10年度は72校、その後
200㎖の使用量の減少とともに、昨年は９
校に留まっており、200㎖献血はゼロで400
㎖のみをお願いしている状況です。
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　そして、これは若年層の献血に関する意
識調査で、厚労省の方で行った献血未経験
者5000人対象のアンケート結果ですが、今
まで献血をしたことがない理由を複数回答
で３つ挙げよ、ということで、一番多かっ
たのが「針を刺すのが痛くて嫌だから」、
次が「何となく不安だから」、その次が「健
康上できないから」、「恐怖心」という順
番で献血をしたことのない方は、「痛い」
「怖い」「不安」と感じている方がかなり
いらっしゃいます。

　これは私たちの血液センターで行ったア
ンケート結果ですが、初回献血、初めて献
血をして、１年以上２回目をしていないと
いう方にアンケートを採りました。先ほど
献血経験のない方は初回の時「怖い」「痛
い」ということでしたので、そこを聞きま
すと、「あまり痛くなかった」が38％、「少

し痛かった」が36％、「全然痛くなかっ
た」が16％と。「少し痛かった」が36％で
すが、針を刺すので当然痛いのは痛いと思
いますが、これが人のためになっていると
思えば我慢できる痛さだと思いますので、
その結果、「少し痛かった」方も93％ぐら
いの方は今後とも献血を協力するという結
果を得ています。ということは、とにかく
献血のご経験のない方に献血の体験をして
いただくと「こんなものか」ということで、
２回、３回とご協力いただくようにするの
が今後の課題かなと思っています。

　これは30年ぐらい前の熊本県の高等学校
での献血です。以前はすべての高等学校で
授業中に年に２回、３回とご協力いただ
き、その結果が先ほど言いましたように、
熊本県では40歳代・50歳代・60歳代の献血
者数は増えています。そういった意味では
高校時代に献血を経験していただいたこと
が大きなことじゃないかなと、これが原点
じゃないかなと思っています。今、県の薬
務衛生課とともに各高等学校を回って、献
血の啓発と献血の実施をお願いしています
が、将来、本県の高等学校献血が写真のよ
うにならないかなあという願望を込めてご
紹介させていただいています。それでは最
後に、皆様方に献血のお願いです。
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【座　長】
　ありがとうございました。１つだけでも聞きたい点ございますか？では、もし質問があ
りましたら血液センターに随時連絡していただくということで、遅くなりましたがこれで
一般講演を終わらせていただきたいと思います。

　これは400㎖の血液の過去３年間の月別
の供給量です。大体、12月になると非常に
血液の使用量が増えています。この横線が
年間の平均供給量ですが、大体12月から１
月、また２月を30日までに直すと4700本に
なり冬場、春先まで非常に血液の使用量は
増えてまいります。反面、献血者の確保に
は大変苦労します。12月になると、世間の
皆様方はもう年末で献血どころの心境では
ないと。それから、寒いということと、風
邪も流行りますし、最悪の場合インフルエ
ンザも流行ります。春先は花粉症とかも流
行りますので、そういった意味で非常に今
からが血液センターにとっては厳しい時期
に入ってまいります。

　献血会場は、下通の献血ルームと長嶺の
日赤、それから移動採血車。詳しくは申し
上げませんが、年末年始も開いています。
１月１日だけは献血をしませんが、他はど
こかでやっていますので、近々年末年始の
日程をホームページに掲載させていただき
ますので、ぜひこの冬場か春先までの間に
皆様方、献血へのご協力をお願いしたいと
思います。

　早口で申し訳ありませんけれども、皆様
にお願いをして説明を終わらせていただき
たいと思います。ありがとうございました。
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　神奈川県赤十字血液センター所長の稲葉
と言います。今日はよろしくお願いいたし
ます。九州大学に長くいましたので、熊本
はすごく馴染みが深く、米村先生の前に副
部長だった山口先生や長崎の上平先生と同

世代で、一緒に輸血をしたグループの一人
です。合同輸血療法委員会というのは、福
岡で平成７年に立ち上げたのが最初でした。
これは結構面白いので、全国に広げたいな
あと思って、国にお金を出してくださいと
お願いしていたら、私が大学を去ることに
なりましたので、その後東京大学の高橋教
授にお願いして、いろんな形でこれをサ
ポートする研究費をとっていただくように
しました。その後、高橋先生のお住まいが
たまたま神奈川の私の家の近くなので、私
もその仲間に入れてほしいということで、
神奈川にも少し東京大学のお金を分けても
らって輸血療法委員会を立ち上げたという

http://y-kana.umin.ne.jp/index.html

基調講演「神奈川県合同輸血
療法委員会の経緯」

神奈川県赤十字血液センター　　
所　長　　稲　葉　頌　一　

【司　会】
　それでは後半を始めたいと思います。基調講演の座長を熊本大学医学部附属病院　輸
血・細胞治療部　副部長　米村（雄士）先生にお願いいたします。
【座　長】
　皆さん、どうもお疲れ様です。では、基調講演をしていただく稲葉頌

しょういち

一先生のご紹介
をしたいと思います。稲葉先生は、昭和48年に九州大学の医学部を卒業後、麻酔科に入局
されました。その後、手術部、麻酔科の助手を経て、昭和54年に輸血部に入られました。
そこからずっと輸血の方をされています。スウェーデンのウプサラ大学、カリフォルニア
大学のアーバイン校へ留学され、帰国後、平成２年に輸血部の副部長、その後集中治療
部も兼任されていましたが、平成16年に退官されまして、現在は神奈川県赤十字血液セン
ターの所長をされています。我々の非常に良き先輩でして、輸血に関して我々も良く教え
ていただいています。神奈川県の合同輸血療法委員会の世話人をされておられるので、今
日はその経験をお聞かせいただきたいということで講演をお願いしました。どうぞよろし
くお願いいたします。
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経緯があり、神奈川県でも比較的スムーズ
にスタートすることができました。今日、
皆さんの手元に資料をお送りした後に気が
付いたのですが、熊本で合同輸血療法委員
会が始まって早速成果が上がっていること
に驚き、スライドで紹介させていただきま
した。

　2005年に、日本輸血学会が厚生労働省の
委託を受けて全国の県別アルブミン使用量
調査を行いましたが、ご覧のように、熊本
県は断トツ日本一でした。

　皆さんもうこの結果はご存じかもしれま
せんが、米村先生に「合同輸血療法委員会
が始まりました」とお聞きした後、このよ
うにアルブミン使用量がいっぺんに下がっ
て、全国平均値まで下がったということで
す。これは合同輸血療法委員会を始められ
た成果ではないかと思います。と言うのは、

我々も全く同じ経験をしているからです。
合同輸血療法委員会で、各医療機関にどの
くらいアルブミンを使ったかの資料を出し
てもらっただけで、みるみるアルブミン使
用量が下がっていきました。今日はその辺
の話をさせていただきたいと思います。国
が少しサポートしてくれましたが、これは
本当にわずかなお金でした。総予算が約
700万円で、１年に10県しかくれませんの
で、今までにもらったのが、ここに書いて
あるように23県です。

　昨日、私の手元に届いた「血液製剤調査
機構だより」の第125巻に、合同輸血療法
委員会の設置状況が載っていたので、コ
ピーして持って来ました。合同輸血療法委
員会を全国に広めようということで、私は
現在、日本輸血学会の合同輸血療法委員会
の委員長をしていますが、実際は何も仕事
はしていません。

2010

E:3
F:1 2
G:
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　ただ様子をみていると、このように国が
少しサポートをしてくれるようになると、
みるみる、と言っていいと思いますが、平
成20年は設置県が26県。次の年に設置を予
定している県が７県ありましたので、21年
は35県ぐらいには増えるかなと思っていた
ら、

今年になって調べてみると、47都道府県の
うち新しく設置したところを含めると41も
出来ている。もう未設置は６県しかない状
況です。これだけ差がつくと、残りの６県
もおそらく近々設置してくれるだろうと思
います。こういう委員会は少しお金が必要
です。そんなに大したお金ではありません
が、大体50～100万円のお金が必要になり
ます。たまたま赤十字がブロック化するこ
とになりましたので、そこで少し予算を取
ろうと考えています。昔のように国も県も
豊かではないので、将来的にはこの輸血療
法委員会をサポートするのは血液センター
でいいのではないかと私は思っています。

　輸血療法がなぜこのように問題が起こる
のか少し考えてみたいと思います。まず、
輸血をすることは、患者さんにとって非常
にリスクが高いというバックグラウンドが
あります。私が大学にいる時、輸血後のカ
プランマイヤーグラフという生存曲線を書
いてみたのですが、輸血後、一年以内に何
と４人に１人が亡くなっていました。です
ので、研修医であろうと誰であろうと、医
者が「あなたは輸血が必要です」と言えば
１年後に生きている可能性は75％。かなり
これは厳しい数字です。それから、適応に
ついては、今から示しますが未だに議論が
尽きません。副作用が非常に多く、「輸血
をしたら良くなるような気がする」という
お医者さんが未だに結構多い。要するに、
「ヘモグロビンが下がっていて、赤血球を
入れたら上がるから酸素運搬が増えるん
だ」という話をしてくれるといいのです
が、輸血をしたらなぜか患者さんが良くな
るような気がする、アルブミンを入れてお
いたら良くなるような気がすると思ってい
る先生が多い。このダイナマイトの絵を書
いてくれたのはニュージーランドの先生で
すが、「輸血はかなりやばいよ」という意
味です。

21 (29)
22 23 (12)

(6)

6
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　これが私が作ったカプランマイヤーで九
州大学の患者さんで行いました。１年経つ
とそれ以降は、患者さんはほとんど横ばい
というか、そう簡単に亡くなりませんが、
１年までの間は非常にリスクが高い。

　赤血球に関しては、３年ぐらい前から特
に「長期保存赤血球が悪いんだ」とアメリ
カが言い出しました。幸い日本は、赤血球
輸血は有効期限が３週間ですので、今古い
血液が悪いというのは、大体３週間あたり
をボーダーにして、欧米は大体６週間が有
効期限なので、それよりも古い血液を使っ
たら予後が悪いと心臓外科の人たちが言っ
ています。これはNOというものが枯渇し
てくるので、輸血したら、血管の緊張度を
少し弱くしてしまい、サーキュレーション
に非常に悪影響を与えるという理論的な根
拠に従っていますが、結論はまだ出ていま

せん。アメリカは、輸血屋さんも元気が良
くて、3000人ぐらいで片方は古い血液、片
方は新しい血液でダブル・ブラインドスタ
ディをやろうと計画をしているそうです。
先週、ＡＡＢＢという学会があったので
行って来ました。やりたがっている方に聞
いてみたら、「進行中だからまだ答えはわ
からない」ということでした。幸い我が国
では、３週間を有効期限にしていますの
で、それほど大きな問題にはならないと思
います。採血後10日以内に赤血球の90％は
使われてしまっていますので、そういう意
味では古い血液で手術に悪影響を与える心
配はしなくていいと思います。

　それから、ＦＦＰの考え方が変わってき
ています。2005年以前は、投与すると術後
の感染症などが起こってかえって良くない
という話が出ていましたが、イラク戦争の
辺りから、外傷外科と言うんでしょうか、
イラク戦争などに参加した軍人のドクター
たちが「赤血球と抱き合わせで使わないと
出血性ショックの患者さんを救えない」と
言い出しました。今は１対１の投与が緊急
の時にはいいんだと、杏林大学の益子先生
という救急の先生がいらっしゃって、「緊
急の時に大出血した人はヘモグロビンが下
がりませんか」と質問をしたら、「私たち
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は抱き合わせで使っているけれども下がら
ない」というお話をされていました。です
から、重傷外傷で大出血するという例外的
な状況ではありますが、経験豊富な臨床医
はＦＦＰをたくさん使うということです。
その根拠としては、凝固系が保持されるか
らだろうと考えています。ですから、ＦＦ
Ｐ大量投与が必要な場合は確かにあるとい
うことです。これは今、フィブリノゲン製
剤というのが、後天性の低フィブリノゲン
血症に使えないという状況があるからでも
あります。ですから、フィブリノゲン製剤
をもう１回作ってほしいという要望が輸血
学会や心臓外科学会などから出ています。
最も適応が高い産科学会は、フィブリノゲ
ン製剤でＣ型肝炎問題が起きていますの
で、まだ学会の総意としてフィブリノゲン
製剤が必要だという話には結びつかないよ
うです。もしそういうことができれば、Ｆ
ＦＰをこんなに大量に使わなくても大丈夫
だと思います。

　血小板に関しては、議論が未だに収まり
がついていません。アメリカ西海岸に、世
界的に有名な血小板の専門家でシュリヒ
ターという女性の研究者がいます。今年
のThe NEW ENGLAND JOURNAL of 
MEDICINEに、血小板の適応は１万／μℓ

がいいのか２万／μℓがいいのか、あるい
は輸注する血小板は、日本でいう10単位か
15単位か20単位かという話を彼女がいろい
ろまとめていて、結局のところ決着がつい
ていません。彼女はあまり使いたくない
ので、血小板は１万／μℓだと昔から言っ
ている方です。血小板が５単位、10単位、
15単位と細かく分かれているのは日本ぐら
いですが、欧米では大体３×1011が基本に
なっていますので、そこのところは皆さん
こだわっていないように思います。

　最もショッキングだったのは、1998年だっ
たと思いますが、2000年の少し前に「アル
ブミンは毒水だ」とイギリスのコクラン研
究所というところから報告されたことです。
ＩＣＵの重症患者さんの予後を検討したら、
アルブミンを使われていた方が悪かったと
いうことで、アルブミンは使わない方がい
いというレポートが出されました。これは
イギリスでは非常に大きな影響があり、イ
ギリスのアルブミン使用は一気に落ち込ん
でしまって、おそらく日本の１／10しか
使っていないと思います。
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　ところが、これは少し不思議なレポート
で、オーストラリアとニュージーランドは
近いし英語圏で言葉も一緒なので、ＩＣＵ
の患者さんについて共同で調査をしたとい
うことでした。最初のレポートは、アルブ
ミンを使った患者さんも生食を使った患者
さんも、ＩＣＵ患者さんに関する限りでは
影響はありませんでしたと。だったらアル
ブミンを使っても構わないでしょうとい
うのが彼らの理屈でした。でもこれは、
ちょっと考えると変な話です。１本１万円
するものと１本500円で済むものを同じ効
果だと言われたら、500円の方でいいと思
うのが普通の感覚だと思います。これを根
拠にアルブミンを使っていいという話をし
ましたが、その５年後に脳外科の患者さん
はそれでも有意差が出て悪いということで
した。だから、頭部外傷がある人は、アル
ブミンを入れると予後が悪いと、もう１回
報告がありました。ですから、アルブミン
に関しては、全体に、使用に関して非常に
否定的な意見が多いわけです。日本の場
合、先ほどお話しがあったように、３ｇな
いと手術しないとか、肝硬変でお腹がパン
パンの人にやったら少し利尿がついて患者
さんが２～３日楽になるから使うと、非常
に優しいと言えば優しいですね。リコンビ

ナントのアルブミン、遺伝子組み換えアル
ブミンというものが一時出ましたが、結果
的にはこれは途中副作用があったことをき
ちんと申告していなかったので、ぽしゃっ
てしまいました。日本が開発したものとし
ては非常に優れたものだったので残念なこ
とです。最も困るのは臨床治験を行った時
に、使った人と使っていない人の有意差が
出せないということです。生命予後に関し
て言うと、使おうと使うまいと変わらない
ということになりますので、適応を新しく
獲得することはなかなか難しい。今のアル
ブミンは、何十年も前にいつの間にかうや
むやに適応が通ってしまっているので、い
くらでも使えますが、いろいろ問題が多い
と思います。

　これは日赤が毎年報告している副作用の
件数ですが、最も多いのが非溶血性の副作
用で、蕁麻疹や呼吸困難などです。我々が
2005年から一生懸命努力して、緑の感染症
はかなり減らすことができています。副作
用の場合、少しデータが古いですが、副作
用で最も多い非溶血は毎年1500人程度発生
していて、そのうちの、毎年40％、約700
人ですが、非常に重篤だったという報告が
病院から上がってきます。ですから、輸血
の重篤な副作用が未だに相当数あるという
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ことです。

　いろいろ合わせると、年間で約1000例、
輸血が原因で非常に重篤な副作用があると
いうことですね。

　それから、輸血のオーダーに関して言う
と、手術成績に非常に自信を持っている
スーパー外科医は輸血が大好きです。1980
年代に肝臓外科で有名な長谷川先生という
方が、肝臓がんの手術をする時は新鮮な血
漿でないと使いたくないということで、ド
ナーさんを病院に呼んで来て、200㏄しか
採らない。それもヘパリン採血をして。
400㏄使うとサムシングが消えてしまうの
で、80㏄ずつ使っていく形で手術をしたこ
とがあります。これがバイブルみたいに
なって、肝臓外科医がみんなＦＦＰを大好
きになってしまいましたが、長谷川先生の
オリジナルで言うとＦＦＰもダメなんです

ね。そうは言っても、普通はＦＦＰしか手
に入らないので、ＦＦＰを使うということ
が日本でずっと行われてきたわけです。だ
んだん手術成績が良くなって来ると、今度
は逆に使わなくても上手くいったというこ
とで、外科医も自信を持って来て、現在は
かなり使用量が減ってきていると思いま
す。一番激しかったのは東京大学で、とに
かく手術開始前からラクテックの代わりに
ＦＦＰが落ちているという状況がありまし
た。普通の病院では、赤血球の使用量は大
学病院規模で年間約１万単位だと思います
が、東京大学ではピーク時には６万単位Ｆ
ＦＰを使っていました。最近少し減って約
２万単位という話を聞きました。ただ、手
術は成功するので、「ＦＦＰをたくさん
使っても、結果が良ければいいじゃない
か」と言われると我々は反論する理由もな
いわけです。けれども、本当にそういうも
のがいいのか、という疑問はどうしても起
きてしまいます。ただ、輸血は結果がすべ
てなので、「俺はこういうやり方でやるん
だ」と主張する多くの方たちと、意見を戦
わせてきちんと理屈の通った輸血をしても
らうのは、輸血専門のドクターからすると
大変な負担だと思います。

　エジンバラで国際輸血学会があった時、
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エジンバラの先生が泣き言を言っていまし
た。彼女はこういうスライドの使い方が非
常に上手で、この猫の絵を出してきました
「医者に適正使用と言っても、猫に言うこ
と聞けと言うようなものだから、そんなエ
ネルギーは私にはないよ」という話をして
くれました。ただ、そうは言っても何かあ
るだろうというのが我々の考え方で、日本
はどこに問題点があるのか考えてみると、

　まず日本の医療は欧米と比べて非常に特
殊です。とにかく保険がすべてカバーして
くれるので、どこでも輸血できる。欧米で
輸血をしてもらおうと思えば、大病院に入
院しないと絶対無理です。日本では、輸血
の80％が、約2000ある200床以上の大病院
で実施されています。残りの9000を超える
診療所のレベルの小規模医療機関で約20％
です。これをどうするかが非常に大きな問
題です。何しろ大病院と個人開業医の病院
に同じ水準を求めてもちょっと無理なので、
そこの安全基準を明確にする必要がありま
す。ただ結局、行政も小規模医療機関での
輸血を認めているわけですので、適正に「高
額の機械を買いなさい」となかなか言えな
いので、医療監視も入りにくい。これは、私
は失敗だったのではないかと思います。
さっきお話にも少しありましたが、アメリ

カでは、マニュアルなどをきちんと厳しく
チェックする「Ｉ＆Ａ」という施設認定制
度をかなり早い時期に導入しました。これ
は我が国では非常に不人気でした。

　今のをグラフにしてみると、たった２％
しか輸血していないように思いますが、こ
こに約4600という病院があります。輸血を
実施する病院数は全国で約１万1000ですが、
例えばアメリカでは約3000だと言われてい
ます。人口が倍の国で約3000ですから、輸
血を実施する病院がアメリカと比べて約10
倍多いのが、非常に大きな日本の特徴です
ね。そうは言っても、日本は大病院に集中
していて、現に200床以上の病院で80％輸
血されている。

　これは神奈川でも全く一緒で、300床以
上の病院で70％、19床以下の病院で２％輸
血が行われています。熊本もどこでも一緒
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だと思います。

　その中で、厚労省は輸血療法の適正化に
ついて繰り返し何度も指針を出しました。
その間、平成15年７月に「安全な血液製剤
の安定供給の確保等に関する法律」という、
輸血としては近代法と言われる法律がやっ
とできました。それまでは、輸血に関して
はライシャワーさんというアメリカの大使
が刺されてしまって、その後肝炎になった
りして、国の恥だということで、閣議決定
で法律を作らず、「輸血は献血にしなさい」
ということを決めただけ、という状況でし
た。やっとこの血液法ができて、適正化を
求める法的な根拠ができました。

　同時に、改訂薬事法で血液製剤をくくる
と。有害なウイルスか無害なウイルスかは
別にして、もともと人が作る血液ですか
ら、ウイルスがほぼ100％入っているわけ

です。けれども、そういうものを薬として
認知していいのかという議論があったわけ
ですが、とりあえず安全性向上のためには
薬にしようということで、薬事法でくくる
ことになりました。ただ、ここに書いてあ
るように、特定生物由来製品として非常に
厳重な監視をすると。そして市販後の調査
もきちんと行うことになっています。我々
血液センターは、国内自給原則のために確
保と安定供給のための努力をしようという
ことになりました。適正使用についてペナ
ルティーはありませんが、法律に「責務」
という言葉で明記されてしまうと、いつの
間にか薬事法で、使った血液は20年記録を
保管することになっています。医療者は自
分がいいと思って輸血したにも関わらず、
もし患者さんが輸血によって５年後に何か
変な病気になった時に、「使わなくても良
かったのではないか」という議論になっ
て、処方したドクターの責任をさかのぼっ
て追求できる仕組みになっています。いつ
の間にか医者やナース、医療関係者はこの
法律で縛られています。ですから、こうい
うことでいじめている部分もあるので、輸
血管理料という形でアメをあげようという
ことになっています。

　残念ながら、学会できちんと「Ｉ＆Ａ」
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を申請して取得したのは、現在まだ全国で
20数施設しかありません。更新準備中、新
規準備中を含めても約50施設。

　こんなことでいいのだろうかということ
で、医療施設は非常に努力しておられる。
先ほどコンピューターシステムの話があり
ましたが、ここまでいっているところはど
のくらいあるのか私はまだ把握していませ
んが、輸血管理料取得というのは、慶応の
半田先生の話では、約1100あると言うこと
です。それから、先ほど熊本労災病院か
らも説明がありましたオーソ社のオート
ビューと言われるような、あるいはゲルス
テーションと言われるような1000万円以上
するような自動検査機器、これは全国で
200以上の病院に入っているということで
す。自己血をしている病院は2000を越えて
います。各医療施設は一生懸命努力してい
ることが分かりました。「Ｉ＆Ａ」はこの
ように魅力が欠けていることを大いに反省
しないといけないなと思っています。

　これは血液センターの資料ですが、ＦＦ
Ｐと赤血球の比率というのは、一応全国レ
ベルでは0.48ということで、かなり管理料
Ⅰを取得しやすい、管理料Ⅱまで取得でき
そうというところまできているのではない
かと思います。

　このアルブミンの自給率の話はこれでい
いと思います。

　今日の本題である合同輸血療法委員会の
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話にいく前に、病院の輸血を管理するため
には、個々の病院で輸血療法委員会を作り
なさいということになっていると思います。
ここでは、①輸血に関するポリシーを決め
て、②輸血に関する病院の政策、というよ
うなものについて決定していいということ
になっています。③マニュアルをきちんと
整備すること、あるいは④安全の副作用、
そういったモニターをきちんとするという
ことになっています。記録の保管とかそう
いうものも「やりなさい」と決める権限を
与えています。⑤輸血の代替治療というも
のについても、ちゃんと病院の中で検討す
る。大体この５つが柱になって病院輸血療
法委員会をやらなくてはいけない。

　輸血療法委員会の組織に関して言うと、
トップは、病院長または副院長という形で、
やっぱり病院の中で発言がちゃんとできる
人にやってもらうと。事務の人たちにも入っ
てもらった方がうまくいくということです。

　これから先は非常にごちゃごちゃしてき
ますが、ガイドラインには輸血療法委員会
で協議する事項が12項目示されています。
この中で12のうちの６項目は、最初の会議
で決めることができます。もちろん、状況
が変われば再度協議ということもあります
が、そんなにいつも協議しなくても一度決
めておけば大体大丈夫ということになると
思います。

　①輸血療法の適応、それから②血液製剤
の選択、③輸血用血液の検査項目、④検査
術式の選択と精度管理、⑤輸血実施時の手
続き、⑩院内採血の基準ですね。輸血管理
料を取得するためには、年間６回以上開催
しないといけませんので、残りの６項目が
協議の対象になるんですね。
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　⑥血液の使用状況を把握しておく、それ
から⑦症例検討をする。⑧副作用の把握を
する。それから⑨ガイドラインを院内で検
討する。⑪自己血輸血についても定期的に
チェックするということが必要になろうか
と思います。それから⑫コンピューターシ
ステムになってしまうと、自動的に記録が
保管される形になると思いますけど、それ
までは文書で保管しておくということが必
要になります。

　輸血の教育というのも委員会の仕事にな
るかと思います。

　ただ、単独の輸血療法委員会だと、その
うちネタが切れてしまって、何をしていい
か分からないということです。療法委員長
を一度経験されたら身に染みると思います
が、「年に６回、何をしよう」となってし
まいますので、他の病院がやっていること
を勉強しよう、というのがいいのではない
かと思います。ということを含めて私はやっ
てみようと考えました。

　合同でやろうとしますと、地方行政は非
常に有力な後ろ盾になってくれます。「こ
ういうことをやりたいな」と言って県がお
墨付きというか添え状と言いますが、病院
長宛てに出してくれると、医療機関の職員
と輸血の担当者たちが何かの会合をやろう
というと非常に集まりやすい。それによっ
てお金はほとんどかからない。手紙の配送
ぐらいは血液センターの事務局でやります
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けれども、県の衛生局長とかそういう名前
で資料を作ってほしいと言われると、最初
に福岡県でやった時に私は驚いたですが、
回収率が80％でした。最近はみんなそんな
に言うことをきかないので、低くはなって
います。熊本県はどれぐらいか分かりませ
んが、かなり高いのではないかと思います。

　まず、良いところは、県単位で合同委員
会を行うということは、それでも大きな県
はなかなか難しいですが、比較的関係者が
集まりやすい。北海道の紀野先生は、さす
がに北海道は一度に集まれないということ
を言っていましたが、あれほど広いところ
は他にないようです。最も面白かったのが、
近隣の同規模の病院と比較することができ
るということです。それから、身内に近い
ところですので、わりと精度の高いアンケー
トが可能です。

　10年以上前に福岡で行った時にびっくり
したのが、福岡は大学病院が４つあるんで
すが、４つの病院で血液の使い方が全然違
う。左のグルーブの大学は、赤血球に対し
てアルブミンをたくさん使っている。その
代わりＦＦＰをあまり使わない。右側のグ
ループは赤血球と同じぐらいアルブミンを
使う。特にFFPの使い方については全然違
うということが分かりました。

　それから、大学病院で血液の廃棄量を調
べてみましたけれども、倍以上違うところ
もあったと。やっぱりこういうのを見せつ
けられると、「何とかしないといけない」
とすぐ思うんですね。ちなみに、最も大き
いところは久留米大学です。佐川先生は久
留米に、次の年から着任されています。病
院全体の冷蔵庫を引っかき回して、血液を
引っ張り出してきたら、あっちからもこっ
ちからもぞろぞろと血液が出てきたので、
「輸血部に一本化します」と決めたら、廃
棄血が１年間で2000万浮いたと言っていま
したね。それぐらいこれは大きいです。私
はそういう幸運に恵まれなかったので、九
州大学はそういう管理は大河内先生がきち
んとしていたので、私がやっても減ったり
しませんでしたけれども。どういう形で組
織作りをしたらいいのかというと、すでに
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熊本も組織が出来ていますけれども、主催
は県にしてもらっていいと思います。血液
センターと県と病院という形でやるのがい
いと思います。

　神奈川は東京から近いのが少しラッキー
で、厚生労働省が必ず顔を出してくれま
す。血液対策課の課長補佐が来るんですけ
れども、そういう人が来てくれると、県の
行政の人たちはあまり来たくないなと思っ
ていたんですが、やっぱり顔を出さないわ
けにはといかない、ということで来てくれ
るようになりました。多分、熊本でやると
いったら、彼らも議会で忙しいのですが、
チャンスがあれば来てくれると思います。

　「世話人会」というものを作りました。
大事なのは、代表世話人にいい人を見つけ
ることです。熊本の場合もいい人が来てやっ
てくれると思いますが、神奈川の場合には

東海大学の加藤教授が非常に熱心に取り組
んでくれています。要するに、今年何をし
ましょう、今年は誰の話を聞きましょう、
ということを決めるわけですが大体３回ぐ
らい集まって「世話人会」をやっています。

　その時にどうしても会議場が必要になり
ますが、県はそういうところを貸してくれ
るということになります。

　実務的なことをするのは血液センターが
適任だと思います。こういう仕事をするの
が本来の仕事ですので、一生懸命取り組ん
でいます。
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　このように、日本輸血細胞治療学会は、
参加者へ研修単位を付与することができま
す。

　これが１年の結構タイトなスケジュール
です。前年度に今年は何を調べようかとい
うスケジュールを作る。それから７月は委
員長だけを集めた会を行って、第２回の世
話人会をします。ちょうど今がアンケート
の集計時期になっています。12月に集まっ
てアンケートを分析して、１月に発表。３
月に次の年の計画を作成するという形をとっ
てきています。

　第１回はお医者さんがあまり出て来なかっ
たのですが、第２回から出て来てくれるよ
うになりました。それから、参加者が約150
人程度になりましたので、安定してきたか
なと思っています。

　輸血療法委員長会議というのも別途開催
しています。これは、輸血管理料を取得す
るためには年間に何回も各医療機関で輸血
療法委員会を開催しないといけませんが、
ネタづくりという話ですね。それから、ド
クターたちを中心に集めていますので、面
白い著明な講師を呼んで来るという形で働
きかけをしています。ちなみに、今年はア
ルブミンについて学会をずっとリードして
きた、昔駒込病院にいた比留間先生に、ア
ルブミンをどうやって適正使用にするかと
いう話をしてもらいました。
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　最初のうちはどうやって実態を把握する
かがメインテーマでしたが、だんだん使用
量を継続的にずっと追跡していくことの重
要性が分かってきました。それに加えて年
度ごとに自己血のこととか、小規模な医療
機関の検査のこととか、どういう病気の人
たちに輸血されているのかを調査するとい
うテーマを一つ作っています。

　調べた結果については、学会の雑誌に報
告することにしています。

　心臓・血管外科では、赤血球やＦＦＰは
そんなに使用量に有意差はありませんが、
アルブミンに関してはかなり有意差が大き
いという調査結果が出ています。

　造血細胞移植に関しては、実施施設が非
常に少ないので、比較的まとまったデータ
が出てきています。

　これに関してはあまり違いはありません
が、γ-グロブリン製剤を使いたがるところ
と使いたがらないところ、それからＣＭＶ
陰性血を使いたがるところと使いたがらな
いところが、意見が対立している状況が分
かりました。大事なのは、せっかくこうい
う調査をしたので、それを記録に残すとい
うことです。

•

•

•

•

•
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　きちんと学会の雑誌に投稿して論文とし
て掲載してもらうことが必要になってきま
す。

　輸血管理料で、我々が最もいい成果を出
したなと思うのが、血漿交換をたくさんや
る施設に関してＦＦＰ／ＲＢＣ比を別途考
えて欲しいという要望を学会を通じて行い
ました。血漿交換分を差し引いたら、ちゃ
んとクリアできているというデータを作っ
て学会から厚生労働省に提出しました。だ
から現在、血漿交換は半分として計算して
いいという補足が付きました。

　これは自己血の実施率で、管理料を取得
している施設の方が自己血はしっかりして
いるということが分かりました。

　小児輸血に関しても、いろんなことを調
べましたが、Hb（ヘモグロビン）の基準は
あまり変わらない。PC（血小板）も大体２万
/μℓだということが分かりました。ただ新
生児は施設によって使い方が違う。神奈川
の場合は、親からの生血を使う病院は、ど
こまで本当か分かりませんが一応ないと。
赤血球の無菌的な分割はできる病院とでき
ない病院があるということでした。これに
関しては、無菌的なチューブ接合装置が約
100万円しますので、なかなか簡単ではあ
りません。血液センターでやってあげたい
のですが、薬事法がからみますので今すぐ
センターでやることはできないと。

548

129

I 8
5
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　これが最も気にかかっているのですが、
わずか２％の小規模な医療機関というのは、
ほとんど赤血球しか使わないのですが、検
査体制が非常に不十分であるということで
す。

　ほとんど「のせガラス法」で、患者さん
の血液と赤血球と混ぜてクロスマッチをし
ているという状況で、これは輸血検査につ
いて少し勉強した人間だと「結構怖いな」
という気になりますが、昭和30年代の輸血
法はみんなこうでしたから、そんなものか
なという状況ですね。そして、３／４は看
護師さんとドクターが交差適合試験（クロ
スマッチ）をしているということでした。
今後、どうやっていけばいいのかを検討し
ないといけません。

　それから、ＩＣＤ-10コードで、輸血を受
ける患者さんにアンケートをしてみたので
すが、これが結構手間暇かかるので、２週
間に期限を切って、その間の血液使用につ
いて報告をしてもらいました。

　驚いたことに、２週間しか調べていない
にもかかわらず１年に換算すると、赤血球
が年間供給量の109％、血漿が89％、血小
板が106％と大体マッチした数値が出てく
るんですね。これはちょっと驚きました。
ですから、２週間調べるとほぼ大丈夫だと
いうことになります。
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　神奈川県のＩＣＤ-10分類別血液使用割合
を調べると、新生物と血液疾患で約半分使っ
ています。次が、消化器系の疾患です。循
環器系の疾患が相当大きなウエイトを占め
るのかなと思っていましたが、循環器系と
消化器系は似たような割合ということにな
ります。

　新生物と血液疾患で２／３を占めていま
す。

　こういう会に華を持たせるためには、演
者が必要になりますが、厚生労働省が非常
に熱心で、課長補佐が大体来てくれて、適
正使用についての国の考え方を話してくれ
ます。ただ最近、コロコロと課長補佐が代
わって、平成18年と20年の間にはもう一人
本当は入っていますが、これは書き漏らし
です。毎年変わられるのは少し困るので、
やりづらいです。

　演者に関しては、佐川先生や半田先生、
牧野先生といった方々にお願いして現在の
状況をいろいろ聴かせていただいています。

　だから、合同輸血療法委員会を実施する
ことで、輸血管理料の取得と輸血療法委員
会の設置に関しての整備が非常に進みまし
た。昨年、300床以上の病院では100％、委
員会が設置されていました。管理料Ⅰ、管
理料Ⅱについては、平成18年、19年と比べ
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て平成21年は約２割増えていますね。300
床以上の56病院の中では取得しましたと。

　最も驚いたのが赤い線ですが、神奈川で
は40の医療機関が５年間連続で使用量を報
告してくれました。わずか40ですが、その
40で約７割の血液製剤の使用量です。熊本
の赤十字の方も最近、赤血球の種類が増え
ているという話がありましたが、驚いたこ
とに、ＡＬＢ（アルブミン）だけはこうい
うデータを集計してみると、急減している
んですね。これが今のところ最大の成果で
す。特に努力していることでもありません。
毎年把握することはやっていますが、最初
の2004年に比べると、今年は25％ＡＬＢが
減少しています。どうしてかよく分かりま
せんが、自分の病院がＡＬＢをどのくらい
使っているのか毎年きちんと報告する。そ
れだけです。赤血球、血小板、ＦＦＰにつ
いては増えたり減ったりしていますが、Ａ
ＬＢに関しては、確実に減ってきていると
いうことです。

　こういう風にきちんと集計をして、後は
きっちり論文を掲載することが必要だろう
と思います。ですから、熊本も今日のよう
に良い報告がいっぱい出ましたから、これ
は米村先生に窓口になっていただいた方が
いいと思いますが、後にしっかり資料とし
て残していけばと思います。

　今までは現状把握、相互比較が一番のテー
マでしたが、今後は、病院の輸血療法委員
会にこういうところを改善してほしいと、
少し介入していきたいなと思います。ただ、
それぞれの医療機関の輸血療法委員会にも、
本年度は輸血管理料を取得するためには、
「血液使用量はこのぐらいに設定しましょ
う」という予算案を作ったらどうかという
ことを考えています。目標ができないとな
かなか動きませんので、そういう形でやっ
ていった方がいいと思います。それから現
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在、我々輸血学会でアンケート調査を毎年
実施していますが、これは現場には非常に
大きな負担になっていますので、合同輸血
療法委員会と連動して、同じアンケートを
２度も３度もやらないで、１度でやれるよ
うに考えたいなと思っています。私は血液
センターの人間なので、最も気になってい

るのは、最近血液の使用量がどんどん増え
てきていることです。これをきちんとした
使用実態を把握できれば我々の事業計画の
参考になりますので、そういう資料としても
使っていただきたいなと思います。ちょっ
と雑
ざっぱく

な話になりましたが、こんな感じで
本日は終わらせていただきたいと思います。

【座　長】
　輸血療法を守るためのデータ等をいろいろ示していただき、また合同輸血療法委員会の
内容ですね、我々がまだ実施していないところも幾つかあったと思いますので、非常に参
考になったと思います。皆様何かご質問等ありますでしょうか？　

（質問者）
　話題になっていることですが、団塊の世代の先生方が、高齢者の65歳以上になられる日
がまもなくやって来ます。また、全国で３人に１人ががんで亡くなるという状況になって
くると思います。今後５年、10年たって、最も輸血に関して変化するのはどういうことで
しょうか。どういうことが必要で、どういうことが予測されるとお考えでしょうか？

（稲　葉）
　昨年から、厚生労働省に赤十字の方たちが将来予測というのを提出しました。それが新
聞に載ってちょっと騒ぎになっていますが、実はあの話は1990年頃に東京大学の高橋先生
方が一度、予測をしたことがあるんですね。そうすると2010年に、その頃からすると20年
後に、30％供給が不足するというデータが出ていました。ですので、すごく心配していま
したが、帳尻が合って特に不足もしていないということですから、何とかなるかなと個人
的には思っています。献血を啓蒙していくためには、将来的には不足する可能性もあると
いう認識でいいのではないかと思います。今、先生がおっしゃったように、５年後、10年
後の近未来に我々が手術ができないとか、そういう心配は全く必要ないと思っています。

【座　長】
　他に何かご質問はありますでしょうか？先ほど言われたように、福岡は17年ぐらいです
よね。

（稲　葉）
　そうですね。
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【座　長】
　神奈川は何年ぐらいですか？

（稲　葉）
　私が平成17年に赴任しました。

【座　長】
　では６年ぐらいですね。前回は佐川先生に講演をお願いしまして、佐川先生もずっと福
岡でされていましたが、福岡と神奈川では内容的には違いがありますか？

（稲　葉）
　全然違います。私が福岡で始めた頃は、まだ「一元管理をしましょう」とか「病院に廃
棄血があるのでこれを気にしましょう」とか、そういう話がメインだったんですね。です
から、ほとんど大きな病院では電子カルテとかコンピューター管理とか自動化機械とか、
導入されているのが神奈川でした。そういう中で最も違ったのはアルブミンの使用量でし
たね。ある大学病院が突出して多かったのですが、「こんなにアルブミンの使用量が多い
のはうちだけですよ」というのを病院長に示したそうです。そうして、病院長が外科に
「これはいかんな」と言った途端にガタッと減ったということがありました。ですので、
そういう強権的な部分で、少し是正が進むというのは昔からあまり変わりませんね。

【座　長】
　先生が最初の方にスライドで出されたように、熊本県も平成10数年から昨年まで、アル
ブミンの使用量がずっと全国でトップに近い状況でした。昨年の３月に合同輸血療法委員
会を立ち上げたばかりですが、それでもすでに15番目ぐらいまで減りました。熊本県が一
気に下がっていったので、私も先週、シンポジウムなどに参加したのですが、これも合同
療法委員会のお陰だろうと思います。まだやるべきことはいっぱいあって、輸血も探せば
いろんなテーマがいっぱいありますので、一つ一つやっていかなければいけないかなと
思っています。アルブミンはある程度のところまで減りましたが、今後、いろんな安全面
などについて教育的なことはありますでしょうか。

（稲　葉）
　教育的なことで私の方から皆さんにお願いしたいことは特にありませんが、私の立場で
は未設置のところに何とか活動したいなということと、先生方がこのような委員会をずっ
と続けられるような資金的なサポートを、できれば血液センターの方で何とかできればと
思います。後は、それぞれの施設でいろんなことをやっていただければと思います。神奈
川は、心臓外科と消化器外科と血液内科の使用量を、５年前に調べたので今年もう一度実
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施しようとしているところです。

【座　長】
　いろんな輸血関係のアンケート調査が行われていますが、さっき先生が言われましたよ
うに、県の調査だと正確なデータが取りやすいと思いますので、私たちも今後そういった
ところに焦点を当てながら取り組んでいきたいと思います。他に何か質問はございません
か？はい、では今日はお忙しいところお越しいただきまして、本当にありがとうございま
した。

閉　　会
【司　会】
　それでは、最後に熊本大学医学部附属病院　院長　猪股（裕紀洋）先生に閉会のご挨拶
をいただきます。

　「閉会の挨拶」
熊本大学医学部附属病院　院長　　猪股　裕紀洋　

　皆さん、長時間おつかれさまでした。開催場所としてひと言ご挨拶を申し上げます。本
日、一般演題の先生方には非常に貴重な情報を提供いただきました。それから、基調講演
で稲葉先生には本当に有意義な教育的なことも含めて教えていただきました。大変ありが
とうございました。私はたまたま病院長という立場ですが、移植外科の外科医で肝臓移植
をしておりますので、当院内でも県内でもそうですが、おそらく最もアルブミンを使用す
る科だと思います。ですから、輸血関係の委員会に出てくるのは、非常に肩身の狭いとこ
ろでございます（会場笑い）。けれども、先ほどの話にありましたように、熊本のアルブ
ミンの使用量が全国トップから、あそこまで下がったと聞きました。昨年、その前から当
院内でも先生たちを含めていろんな動きがございまして、私自身の科の中でも、抑制とい
う方向に働いてきた一つの成果ではないかなと思います。
　この合同輸血療法委員会が、今後も県内全体のそれぞれの病院が集まって、このよう
に輸血療法の適正化について、がんでも“医療の均てん化”とよく言われますけれど、そう
いったことを目指していろんな意味で動いていただけたらと思います。たまたま今朝、熊
本市が行っている災害訓練がありました。当院でも60人ぐらいの模擬患者さんが押し寄せ
るという設定で、トリアージのトレーニングがありましたが、開放骨折や骨盤骨折などの
想定の患者さんがたくさん30分間に20人ぐらい来るという、実際にはあり得ないような引
き受け方をしたわけですが、こういうことが県内の広域で起こった場合、どうやって輸血
を確保するかということも、時期も時期ですので、広域ならではのこの委員会で考えてい
く必要があるのかなと、災害訓練に立ち会いながら、午後のこの委員会について考えてい
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たところでした。どうぞ今後も継続的に精力的な活動をしていただきますようにお願い申
し上げたいと思います。本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。

【司　会】
　以上を持ちまして、「第３回熊本県合同輸血療法委員会」を閉会いたします。ありがと
うございました。





参　　考　　資　　料
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第１回熊本県合同輸血療法委員会

日　時：平成22年３月13日㈯　14：00～16：15　　　　　　　　　　　　
場　所：熊本大学医学部附属病院　医学総合研究棟３Ｆ　301講義室

14：00～14：30　　　　　　　　　　　　　　
　１．開会の挨拶　熊本県赤十字血液センター　所　長　早野　俊一　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　２．設立経緯の説明　熊本大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部　副部長　米村　雄士

　３．要綱の説明　熊本県健康福祉部　薬務衛生課　　　　主　幹　大川　正晃　　　　
　　　　

14：30～15：15
　４．一般講演
　　     座長　国立病院機構 熊本医療センター　　内科医長　　武本　重毅

　　　　①「当院におけるアルブミン製剤使用の現状」　　
　　　　　　　ＮＴＴ西日本九州病院　　血液免疫内科部長　下村　泰三
　　　　②「管内の国立病院機構における輸血の現状」　　　　
　　　　　　　国立病院機構熊本医療センター　　臨床検査技師長　久田　正直
　　　　③「輸血関連総合アンケート調査結果からみた熊本県輸血療法の実態」　　　
　　　　　　　熊本大学医学部附属病院　　輸血・細胞治療部　助教　内場　光浩

休憩　15分

15：30～16：10
　５．基調講演
　　      座長　NTT西日本九州病院　　内科診療部長　鈴島　仁
　　
　　　　①「輸血に関する総合アンケート調査報告と熊本県における献血の現状」
　　　　　　　熊本県健康福祉部　薬務衛生課　　主　幹　大川　正晃　
　　　　②「熊本大学病院輸血療法委員会の活動とその成果について」
　　　　　　　熊本大学医学部附属病院　輸血･細胞治療部　　副部長　米村　雄士　
16：10～16：15
　６.　閉会の辞　　国立感染症研究所　　客員研究員　山口　一成





２．設立経緯の説明

＜資　料＞
　厚生労働省医薬食品局血液対策課長　（薬食血発第0606001号）
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薬食血発第  0606001  号
平 成 1 7 年 ６ 月 ６ 日

都道府県衛生主管部（局）長　殿

厚生労働省医薬食品局血液対策課長　　

血液製剤の適正使用推進に係る先進事例等調査結果及び具体的強化方策の
提示等について

　貴職におかれては、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に基づく「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15年５月19日
厚生労働省告示第207号）」等を踏まえて、血液製剤の適正使用に係る院内体制の整備等
について医療機関に働き掛けていただいていることと存じます。
　厚生労働省は、適正使用推進の一環として、「血液製剤の平均的使用量について」の発
出（平成16年12月）等、各種取組を行っているところですが、院内体制の整備に係る取組
を強化する手法として、標記調査を行ってきたところです。
　標記については、平成17年２月から３月にかけて、平成11年と平成15年の新鮮凍結血漿
の使用量削減割合の多い県及び少ない県について、該当する県、血液センター及び医療機
関の協力のもとにヒアリング調査を実施し、別添のとおり、その調査結果を取りまとめま
したので、貴都道府県の適正使用の推進において参考にするよう情報提供いたします。
　また、当該調査結果を踏まえて、下記に具体的強化方策を提示しましたので、貴管下医
療機関に周知徹底するとともに、貴職が中心となり血液センター及び輸血医療を行う医療
機関と調整しながら、積極的に活用するよう願います。
　まお、レセプト審査等における使用指針の活用については、既に保険局医療課長等から
地方社会保険事務局長等へ通知しており、また、医学教育の中での血液製剤の適正使用に
係る医学教育の充実については、文部科学省高等教育局医学教育課長から全国医科大学及
び医学部へ通知しましたので御了知願います（別紙）。

記

１　合同輸血療法委員会の設置（平成16年３月時点で18都府県のみ設置）
　 　各医療機関の輸血責任医師、担当の臨床検査技師、薬剤師、輸血療法委員会委員長、
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管理者が参画し、他医療機関と血液製剤の使用量・状況を比較・評価するなどして、適
正使用を推進する上での課題を明確化し、解消を図る。
　⑴　主催者
　　　都道府県（ただし、血液センター、医療機関の協力が不可欠）
　⑵　参画委員
　　 　輸血医療について指導的立場のとれる医療機関（５～10医療機関程度）※の輸血責
任医師、担当の臨床検査技師、薬剤師、輸血療法委員会委員長等

　　 　なお、上述の委員会の開催でも一定以上の効果がみられない場合は、別途、医療機
関管理者が集まる場を設けることにより、適正使用に係る各種取組が一層強化された
県も存在するので参考にされたい。

　　※　例えば、血液センターからの供給量の70％になる上位機関。
　⑶　討議されるべき議題
　　ア 　医療機関ごとの血液製剤（主として、赤血球製剤、新鮮凍結血漿、アルブミン製

剤、血小板製剤）の使用量・状況の比較検討及び使用指針に基づいた評価
　　イ　各種指針等を用いた適正使用に関する勉強会
　　ウ　各医療機関における課題の整理・検討（近況報告を含む）
　　エ　輸血医療に関する相互査察の実施※

　　　　※　日本輸血学会のＩ＆Ａ委員会の協力も念頭に置くこと。
　　オ　県内及び他県の使用状況と全国的な傾向の把握（血液センターや県の情報提供）
　⑷　開催頻度
　　　数回／年

２　各医療機関における輸血療法委員会の設置及び定期的開催の推進
　⑴　委員長
　　　医療機関管理者又は外科系医師（麻酔科医を含む）が望ましい。
　　　ただし、外科系医師の場合は、議事内容を管理者出席の委員会等で報告すること。
　　　※ 　委員長は現時点では、血液内科医や臨床検査医である場合が多いが、医療機関

管理者（院長又は副院長）や輸血が必要な症例及び使用量の多い外科医又は術中
管理者である麻酔科医が委員長になることにより適応外科使用量、廃棄量が減少
した医療機関が多くみられた。

　⑵　参画委員
　　 　輸血が必要な症例の多い診療科の責任者は必ず参画させること（代理でも差し支え
ないこと）。

　⑶　討議されるべき議題
　　ア 　血液製剤（主として赤血球製剤、新鮮凍結血漿、アルブミン製剤、血小板製剤）

の使用状況について診療科ごとの比較を行うこと。また管理者の指示のもと、毎
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月、診療科ごとの発注量、使用量、廃棄量等を各診療科の長に配布し、診療科内に
掲示すること（診療科ごとが難しい場合は、病棟ごとで実施）

　　イ 　製剤ごとに月次、年次の使用量の比較・分析を行うとともに、「血液製剤の平均
的使用量について」（平成16年12月27日付け薬食発第1227001号貴職あて厚生労働
省医薬食品局長通知）を活用するなどし、他医療機関と比較検討及び評価するこ
と。

　　ウ 　各種指針の遵守状況について、各科から報告・検討するとともに、当該医療機関
での解決が難しい場合は、合同輸血療法委員会又は「採血時の欧州滞在歴に関する
問診の強化及び血液製剤の適正使用の推進について」（平成17年４月21日付け薬食
発第0421003号㈳日本医師会長等あて厚生労働省医薬食品局長通知）における別紙
連絡先に照会すること

　　エ　輸血実施症例の検討と使用指針に基づいた評価を行うこと
　　オ　必要に応じて、保険診療での査定状況も症例ごとに検討すること
　⑷　開催頻度
　　　１～２回／２ヶ月　程度

３　各医療機関における輸血部門の設置、一元管理の徹底、担当技師の配置等の推進
　⑴ 　医療機関管理者は、少なくとも200床以上の医療機関においては、臨床検査科
（部）を中心とした輸血部門を設置するとともに、担当技師を専任※とし、極力複数
名配置するよう努めること。

　　 　なお、専門性を考慮し、責任医師、輸血療法委員会委員長及び担当技師の異動は最
小限とすること。

　　※ 　専任とは、検査技師数を純増するということではなく、業務の専門性に鑑み、輸
血部門について統一して管理できる者を配置するという趣旨であって、現在ロー
テーションや兼任で対応している場合は、院内にいる検査技師の業務分担を見直す
ことが望まれるものであること。

　⑵ 　責任医師及び担当技師は、日本輸血学会の輸血認定医又は認定輸血検査技師の資格
取得のほか、それに代わるものとして関連図書※の熟読や講習会の参加など輸血医療
の適正な実施に係る学習及び研究に励み、専門的な知識の修得のほか、輸血を必要と
する症例の多い診療科の医師等と日頃から話し合い、理解し合うよう努めること。

　　 　この際、各種指針等を用いた勉強会（講師の招聘を含む）の活用も効果的であるこ
と。

　　※　「改訂版　日本輸血学会　認定医制度指定カリキュラム」等
　⑶ 　医療機関管理者は、当該部門の責任医師及び担当技師が科学的な根拠に基づいて指
摘する輸血医療に関する発言等を尊重するよう、院内でのコンセンサスの確保に努め
ること。
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　　 　なお、担当技師等については、院内の症例検討会にも必ず出席させ、発言の機会を
設けること。

　⑷ 　少なくとも300床以上の医療機関又は救急救命センターを有する医療機関にあって
は、専任の担当技師を少なくとも複数名配置するとともに、輸血部門の業務時間を延
長し、できるだけ24時間体制とし、緊急時に適正な量を提供するよう努めること。

　⑸ 　担当技師は、手術室、病棟、ＩＣＵ等からの血液発注量が各種指針に準拠せず、多
かった場合などは、責任医師及び輸血療法委員会委員長（必要に応じて技師長）と協
議すること。その結果を踏まえ、責任医師又は担当技師は、主治医に使用量が多いこ
とを指摘し、十分な協議のもと理解し合うとともに、改善を促すこと。

　　　なお、緊急時等血液製剤の迅速な提供が必要な場合は、事後に行うこと。
　⑹ 　アルブミン製剤等血漿分画製剤の管理も輸血部門で行うことが望ましいが、やむを
得ず薬剤部門で管理する場合は使用状況等を輸血療法委員会に報告し、輸血療法委員
会が評価するとともに、使用者への指摘やデータ管理は輸血部門と共有すること。

４　輸血業務の効率的実施の推進
　 　血液を無駄にせず、また、輸血業務を効率的に行う手法として、「輸血療法の実施に
関する指針」に記載してある血液型不規則抗体スクリーニング法（Ｔ＆Ｓ：タイプアン
ドスクリーン）及び最大手術血液準備量を積極的に採用すること。
　　※ 　なお、Ｔ＆Ｓについては、待機的手術だけでなく、すべての輸血例を対象とし

ている医療機関もあるので参考にすること（高松純樹：輸血管理．日輸血会誌，
Vol.44  No.４：532-535，1998.）。



３．要綱の説明

熊本県合同輸血療法委員会準備委員会の開催
１．開催日　平成21年11月25日㈬　
２．場　所　熊本県赤十字血液センター　
３．出席者　熊本県医師会、熊本大学医学部附属病院、
　　　　　　国立病院機構熊本医療センター
　　　　　　熊本市民病院、済生会熊本病院、熊本赤十字病院、
　　　　　　ＮＴＴ西日本九州病院
　　　　　　熊本県健康福祉部薬務衛生課、熊本県赤十字血液センター
　　　　　　　　以上各関係機関の代表者
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熊本県合同輸血療法委員会要綱

第一章　総則
　（名　称）
　　第一条　本会は、「熊本県合同輸血療法委員会」と称する。
　（構　成）
　　第二条　本会は、次に掲げる者によって構成する。
　　　　　⑴　熊本県内医療機関の輸血療法委員長、輸血責任医師及び輸血業務担当者等
　　　　　⑵　熊本県健康福祉部薬務衛生課職員
　　　　　⑶　熊本県赤十字血液センター職員
　　　　　⑷　その他必要と認められる者
　（役　員）
　　第三条　本会役員として、代表世話人、世話人及び顧問を置く。
　　　　１　世話人は、主として揚げる者とする。
　　　　　⑴　熊本県内医療機関の輸血療法委員長、輸血責任医師及び輸血業務担当者
　　　　　⑵　熊本県健康福祉部薬務衛生課職員
　　　　　⑶　熊本県赤十字血液センター職員
　　　　　⑷　その他必要と認められる者
　　　　２ 　代表世話人は、世話人の互選により定め、会を代表し、必要に応じ会議を招

集する。
　　　　３　顧問は、本会運営に必要な助言を得るため、世話人の推薦により定める。
　　　　４　議長は、出席者の互選により決定する。

第二章　目的及び事業
　（目　的）
　　第四条　 本会は、熊本県内における適正かつ安全な輸血療法の向上を目指すものとす

る。
　（事　業）
　　第五条　本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
　　　　　⑴　世話人会の開催
　　　　　⑵　熊本県合同輸血療法委員会の開催
　　　　　⑶　その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第三章　運営等
　（運　営）
　　第六条　本会の運営は、世話人会により決定する。
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　（会の開催）
　　第七条　世話人会は、年一回以上開催する。
　　第八条　熊本県合同輸血療法委員会は、年一回以上開催する。
　　第九条 　代表世話人は、第二条に定める者のほか、意見等を聞くために必要があると

認められる者を会議に出席させることができる。
　（事務局）
　　第十条 　本会の事務を処理するため、熊本県赤十字血液センター学術・品質情報課に

事務局を置く。
　（その他）
　　第十一条 　本要綱に定めるものの変更等については、世話人会において協議し定め

る。
　　第十二条 　本要綱にさだめるもののほか、必要な事項は世話人会において協議し、別

に定める。

　　　附則　この要綱は、平成21年11月25日から施行する。
　　　附則　この要綱は、平成22年４月１日から施行する。



５．基　調　講　演

①「輸血に関する総合アンケート調査報告と熊本県における献血の現状」
　　熊本県健康福祉部　薬務衛生課　主幹　大川　正晃

②「熊本大学病院輸血療法委員会の活動とその成果について」
　　熊本大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部　副部長　米村　雄士





39

40 50

15 7

－ 73 －



400mL
200mL

10 20

16 17 200mL

20

400mL
17

69
65 69 60 65

400mL 4

0.5g/dL

－ 74 －



－ 75 －



－ 76 －



－ 77 －



－ 78 －



2010.03.13.

(g)

H20H20

H20H20

20 12 g 4
7600

/ =5.3

2.0
500

7000
20 3g/dl

20 1400
3500

－ 79 －



H20H20 H20H20

H20H20 H20H20

－ 80 －



2004 2005 2006 2007 2008

23 16 20 11 19

48 33 32 20 32

2.1 2.1 1.6 1.8 1.7

16
1 FFP

2

3

16

1

2

3

17
1 FFP

2 FFP

3
4 FFP
5
6 FFP

17

－ 81 －



18

1

FFP

2

FFP

3

4

5

FFP

6

18

1 17
2
3
4

5

6

19
1

2

3

4

5

6

19

1 18

2 FFP

3

4

5

6

－ 82 －



20

1
2

6

3
4
5
6 ICU

20

1 19

2

3

4

5

6

21

1

2

3

ABO/Rh

4 25% 20%

5

21

1 20

2

3

4

5

－ 83 －



: =4 :327

2010 11 23

: =11 :1410

: =5 :100

1 2010 12

58
2010 5 28 30

17

2010 9 22

24
2011 3 11 12

2
2010 10 23 ? ?

－ 84 －



平成22年度
第２回熊本県合同輸血療法委員会

日　時　　平成22年10月16日㈯　14：00～16：30
場　所　　熊本大学医学部附属病院　医学総合研究棟　301講義室
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第２回熊本県合同輸血療法委員会プログラム

日　時：平成22年10月16日㈯　14：00～16：30　　　　　　　　　　　　
場　所：熊本大学医学部附属病院　医学総合研究棟３Ｆ　301講義室

14：00～14：15　　　　　　　　　　　　　　
　１．開会の挨拶　　熊本県健康福祉部　薬務衛生課　　課長　内田　英男　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
14：00～15：15
　２．一般講演
　　　　座長　熊本大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部　　助教　内場　光浩

　　　　①「遠隔地医療機関における緊急輸血の現状と課題」　　
　　　　　　　人吉総合病院　　臨床検査技師　永井　香代子
　　　　②「済生会熊本病院における緊急輸血体制とその現状」　　　　
　　　　　　　済生会熊本病院　　臨床検査技師　古田　幸子
　　　　③「熊本市民病院の輸血状況と問題点」　　　
　　　　　　　熊本市民病院　　血液内科診療部長　津田　弘之
　　　　④「熊本県における輸血副作用報告の現状」　　　
　　　　　　　熊本県赤十字血液センター　　学術一係長　続　隆文

休憩　15分

15：30～16：20
　３．基調講演
　　      座長　熊本大学医学部附属病院　　輸血・細胞治療部　副部長　米村　雄士
　　
　　　　「福岡県における合同輸血療法委員会13年の軌跡」
　　　　　　　久留米大学病院　臨床検査部　　教授　佐川　公矯　

16：20～16：30
　４.　閉会の辞　　国立感染症研究所　　客員研究員　山口　一成





２．一　般　講　演
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　「福岡県における合同輸血療法委員会13年の軌跡」
　　久留米大学病院　臨床検査部　　教授　佐川　公矯
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