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発刊にあたって

　2012年10月27日㈯に開催された第４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51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
県医師会、保健所及び熊本県赤十字血液センターの担当者を含めて合計119名で、これま
でで最も多くの参加人数でした。
　今回の合同輸血療法委員会のテーマを「血液製剤適正使用に向けての熊本県合同輸血療
法委員会の取り組み」としました。熊本県が赤血球、血小板、免疫グロブリン製剤の使用
量は全国の平均並であったにもかかわらず、最近までアルブミン製剤使用量は全国トップ
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、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。このような
合同輸血療法委員会の場で、輸血に関するデータや情報を共有し、様々なテーマで議論す
ることで、多くの施設が適正で安全な輸血を達成しようとしています。
　この第４回熊本県合同輸血療法委員会においては、例年通り４題の研究報告と１題の基
調講演を行いました。そして新企画として、各病院の輸血療法で悩んでいる点をあらかじ
め提出してもらい、その点に関してアンケートやいくつかの病院に問い合わせた結果を発
表し、討論致しました。
１．一般講演
　①「当院にて成功したアルブミン適正使用の取り組み」

　　　国立病院機構　熊本医療センター　臨床検査技師　下川　里美
　②「当院における緊急輸血の現状」

　　　熊本赤十字病院　臨床検査技師　川口　謙一
　③「看護師からみた当院の輸血安全対策」

　　　熊本大学医学部附属病院　　副看護師長　認定臨床輸血看護師　井上　有子
　④「血液センターの血液配送の現状について」

　　　熊本県赤十字血液センター　供給一係長　早川　和男
２．各医療機関の輸血療法向上にむけての討論
　①　輸血前後の検査について
　②　透析時のアルブミン投与について
３．基調講演
  　「輸血製剤の使用状況とそれに影響を与える因子について」

   　東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　　教授　河原和夫　先生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年2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４回熊本県合同輸血療法委員会」議事録
日　時：平成24年10月27日㈯　14時～16時30分
場　所：熊本大学医学部　医学総合研究棟３Ｆ　安全講習室

開　　会
【司　会】
　それでは、ただ今より、「第４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・今村（均）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　今村　　均　

　薬務衛生課の今村でございます。皆様方には、熊本県の血液事業の推進につきまして、
格別のご理解とご協力をいただいております。厚く御礼を申し上げます。さて、本日の委
員会は、県内における適切かつ安全な輸血療法の向上を目指すことを目的に、平成22年３
月に第１回の委員会が開催され、今回で４回目を迎えます。輸血療法委員会を設置してい
る県内の医療機関を中心に、血液製剤の情報等の交換を行ってまいりました。本委員会を
発足後、全国上位であったアルブミン製剤の使用量が激減するなどの成果が出ておりま
す。輸血に関するデータや情報を共有することの重要性を改めて感じています。ところ
で、熊本県の献血事業は、献血協力団体や多くの県民の皆様のご理解・ご協力のもと、
昨年度は約８万3000人の方に献血をいただき、県内の医療に必要な輸血用血液を確保する
ことができました。しかしながら、少子高齢化により、献血可能人口の減少に加え、若年
層献血者の減少が全国的に問題となってきており、熊本県においても同様の傾向にありま
す。一方、高齢者社会の進展が、他の都道府県よりも早く進んでいる熊本県では、高齢者
のがんや循環器系疾患等への医療に要する血液の量は、今後ますます増加することが予想
され、輸血医療の安心・安全を確保していく上で大きな課題となっております。県として
も「愛の血液助け合い運動」など各種のキャンペーンをはじめ、広報活動等を実施するこ
とにより、高校生など若年層への協力のお願いなどに、これまで以上に推進していく所存
でございますが、皆様方におかれましても、なお一層の血液製剤の適正使用の推進にご理
解とご協力をよろしくお願いしたいと思っています。今年度の委員会は５名の先生方のご
講演に加え、各医療機関の輸血療法向上に向けての討論ということで、情報交換を行う時
間も設けています。せっかくの機会ですので、活発な議論をお願いしたいと思います。最
後になりますが、本日の委員会が適切かつ安全な輸血療法の向上につながる、有意義な会
となりますよう期待しまして開会の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお
願いいたします。
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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。一般講演の座長を国立感染症研究所
　客員研究員　山口一成先生にお願い致します。

【座　　長】
　皆様こんにちは。今日は、一般講演として演題が４題ございます。これから１時間使っ
て一般講演という形でやりたいと思います。４題ですので、１演題あたり15分。12～13分
講演していただいて、２～３分のディスカッションということにしたいと思います。この
後、アンケートをもとにした討論、それから基調講演がございますので、時間厳守でお願
いいたします。
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一般講演①「当院にて成功した
アルブミン適正使用の取組」

国立病院機構　熊本医療センター　　　　　　
臨床検査技師　下　川　里　美　

　国立病院機構熊本医療センター臨床検査
科の下川と申します。
　私は熊本に来て２年目になります。熊本
の事も輸血もまだまだ勉強不足な所が多々
ありますが、よろしくお願いいたします。
本日は、当院にて成功したアルブミン適正
使用の取り組みについて発表したいと思い
ます。

　まず、当院の紹介を致します。当院は病
床数550床で23科の診療科があります。

　救命救急センターでは年間8,000台を超
す救急車の受け入れを行っており、重症患
者も多く搬送されてきます。
　また血液内科では全国で有数の移植施設
として造血幹細胞移植を年間約40症例行っ
ています。
　血液製剤の使用量は熊本県で一番多く使
用しています。

　次に平成23年度の輸血用血液製剤使用量
をお示しします。
　赤血球製剤は13,455単位で血液内科が
一番多く使用しています。自己血は268単
位、新鮮凍結血漿は3,785単位、濃厚血小
板は33,510単位となっています。
　アルブミンの使用量は高張アルブミンが
15,812単位、等張アルブミンが1,783単位で
合計17,595単位となっています。
　これらのことよりRCC/Alb比、RCC/
FFP比を見てみると、それぞれ1.4と0.28と
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なり輸血管理料Ⅰを取得出来ています。
　平成24年度より、診療報酬の改定によ
り、輸血管理料が増点されました。輸血管
理料Ⅰの取得で220点、プラス輸血適正使
用加算120点で合計340点取れるようになり
ました。

　では実際にアルブミン使用数を減らすた
めに行った当院の取り組みを紹介します。
まず一つ目が輸血療法委員会、二つ目が院
内輸血研修会の開催です。
　輸血療法委員会での取り組みは、①毎月
のアルブミン使用状況の確認、②使用量の
多かった診療科への注意喚起、③輸血療法
委員長主導による適正使用の推進です。
　院内輸血研修会では、全職員を対象に年
１回、同じ内容を３回行い、アルブミンの
適正使用の推進を呼びかけました。

　では、具体的にそれぞれの取り組みにつ

いてお話したいと思います。
　まず一つ目の輸血療法委員会での取り組
みです。

　当院の輸血療法委員会では、アルブミン
を含む血液製剤の使用状況、廃棄血の有
無、現在問題となっている内容の話し合い
などを行っています。
　これが、実際に輸血療法委員会で使用し
ているアルブミン使用状況の資料です。字
が小さくて申し訳ありません。
　診療科ごとに毎月の使用量を数値とグラ
フで見ています。また、高張アルブミン、
等張アルブミン、総アルブミン使用量を前
年、前々年と比較し、数値とグラフで表し
ています。
　その月の使用量が多かった診療科には、
診療科部長に輸血管理室より、患者名とア
ルブミン使用数、オーダーされた先生のリ
ストを渡し、下の先生方に注意喚起をして
頂いています。
　このような取り組みで、先生方に適正使
用の再認識をして頂き、アルブミン使用数
の上昇を防ぐ事が出来ています。
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　また、輸血療法委員委員長が積極的に適
正使用を呼びかけている事もアルブミンの
使用量を減らした一因であると思います。
　輸血療法委員長は、
１ ．世界の中でも日本はアルブミン使用量
が多い事、また国内でも熊本県が多い事
を説明し、現状を分かってもらう
２．適正使用を呼びかける
３ ．査定委員会を通じ主治医に直接「保険
上こうなっていますから適正に使用して
下さい」と指導を行う
４ ．適正使用が守られれば、輸血管理料Ⅰ
が取得できる
５． 他病院での成功事例を渡し、適正使用
をしてもらう

　これらの事を、何回も繰り返し行うこと
で、真剣に取り組ませたそうです。
　又、血液製剤は、善意で献血して頂いた
貴重なもので、資源に限りがあるので大切
に使用しなければならない事を強調してあ
りました。

　これらのことを受けて、救命救急科で
は、救命部長を中心に、適正使用の徹底
を行い、救命時の初療の取り決めとして
Alb2.0ｇ/㎗以下としています。
　又、アルブミンと利尿剤の併用、使用期
間を２週間連続投与から１週間、３日へと
短縮を行っています。
　消化器内科では、難治性腹膜症（肝硬変
やがん性腹膜炎）の患者に腹水濾過濃縮再
静注（CART）を行い、Albの使用数を減
らしています。

　次に、院内輸血研修会での取り組みを紹
介したいと思います。

Alb 2.0g/

2 1 3

CART

2
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　院内輸血研修会の講義内容は
１ ．日本及び熊本県におけるアルブミン製
剤使用量について
２ ．疾患・病態別のアルブミン製剤の使用
指針
３ ．当院におけるアルブミンの使用状況で
す。

　これが、実際に使用したスライドです
が、単なる血清アルブミン濃度の維持を目
的に使用しない血清アルブミン濃度が４
ｇ/㎗以上では合成能が抑性されることが
ある肝硬変などではアルブミンを投与して
も血管外に露出することがあるなどといっ
た内容を中心に講義を行いました。

　そのまとめとして、アルブミン製剤の適
正使用を行い、国内自給を達成するように
つとめなければならない高張アルブミンと
等張アルブミンの使い分けを行うアルブミ
ン使用対象患者に、使用期間などについて
もう一度検討して頂く事を伝えています。
　輸血研修会での効果はすぐには現れませ
んが、毎年繰り返し行うことで、医師だけ
ではなく看護師や他の職員もアルブミン製
剤を正しく使用しなければならないという
認識をもって頂けていると思います。

　最後に、2007年度～2011年度の当院のア
ルブミン使用量とRCC/Alb比の推移をお
示しします。2008年度と比べると、2011年
度は一万単位以上減っています。今年度
も、2011年度よりさらに減っており、今後
とも輸血療法委員会を中心に適正使用の呼
び掛けを行っていきたいと思います。

22

RCC/Alb
2007 2011

22
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　まとめです。アルブミン適正使用の成功
のポイントとして輸血療法委員会の活用、

輸血療法委員会委員長による直接指導、院
内輸血研修会による職員の意識改革、これ
らのことにより医師が適正使用を遵守して
いることだと思われます。
　血液製剤を多く使用する診療科が先頭に
立ち、適正使用を呼びかけている事が当院
のアルブミン使用数を減らしている一番の
要因です。
　今後ともアルブミンの適正使用に取り組
み、努力していきたいと思います。
　ご静聴ありがとうございました。

【座　長】
　どうもありがとうございました。大変な努力でアルブミンの使用量が急激に減っている
ということですが、皆さんからご質問やコメントはございますか。これだけ急激に減って
いますが、診療科からもっと使いたいという要望等はないのでしょうか。

（演　者）
　それは全くありません。血液製剤のオーダーは輸血管理室で受けていますが、多くても
１日２本連続とか、１日おきに３回といったオーダーでされておりますので、無茶なオー
ダーをする方もいらっしゃらないですし、「使いたい」という声も特に挙がっていませ
ん。

【座　長】
　そうすると、かなり今までは不適正使用だったということでしょうか。特にこれといっ
て問題はなく、減少しているということは、非常に良いことだと思いますが、何か皆さん
からコメントはありませんか。

（質問者）
　熊本機能病院の中山と申します。適正使用が減少したのが周術期に関する受注も含めて
ですが、そういうもので製剤が減ったのか、それとも内科系の治療で減ったのかを教えて
いただけますか。

（演　者）
　等張アルブミンと高張アルブミンを合計したものを表しているのですが、等張アルブミ
ンも高張アルブミンも両方減っています。
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（質問者）
　呼びかけによって、外科系も内科系も同程度に減ったということでしょうか。

（演　者）
　はい、そうです。

（質問者）
　ありがとうございました。

【座　長】
　熊本県は、全国的にアルブミンの使用はどの程度だったのでしょうか。

（米村氏）
　10数番目です。

【座　長】
　使用している方から数えて10番目ですか？

（米村氏）
　はい。

【座　長】
　今でも一番使用していて問題ありと考えられるのは、消化器内科と外科的出血でしょう
か。

（鈴島氏）　
　これを見て単純に思ったのですが、確かに外科があまり減っていないですね。明らかに
頑張っているのが消化器科と救命救急部ですね。そうすると例えば、輸血委員会に入るメ
ンバーで、あまり減っていない科の幹部の先生を例えば輸血委員会に入れるとか、そうい
う工夫はされているんでしょうか。

（演　者）
　使用している診療科の先生方は、全員出席されています。外科では、毎月変動します
が、多い場合は、輸血管理室から使った患者さんの名前やどのくらい使っているか、オー
ダーされた先生などの情報を診療科の部長の先生にお渡しして、その先生が下の先生に減
少させるように呼びかけを行っています。
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（鈴島氏）
　ここに書いてある全部の科の先生は全員、輸血委員会に入られているんですか？　たく
さんいらっしゃるなあと思って。

（演　者）
　ほぼ全員です。

（鈴島氏）
　すごいですね。ありがとうございました。

【座　長】
　他にございませんか。

（質問者）
　熊本市民病院の前田と申します。アルブミンの管理などは検査の方で一括して保管・管
理しているということでしょうか。

（演　者）
　はい。アルブミン製剤は輸血管理室で一元管理しています。

（質問者）
　今までは薬局が管理している形だったと思うのですが、当院でも管理料を取るんだった
ら検査室でという形になるので、どんなご苦労などがあったのかなと思いまして。

（演者代理）
　熊本医療センターの永田です。薬局から検査科で管理する時に一番難しいのが、薬剤科
の方も「本来は輸血管理室で管理してもらいたい」という気持ちもあると思うんですよ
ね。一番苦労するところは、どのように製剤を管理するかということで、それぞれの製剤
にコード番号を割り付けるなど、前準備が必要になると思うので、そういったシステムを
導入できるかどうかというのが一つ、大事なことだと思います。それから、アルブミンを
病棟に置かせないということを病院内で周知することが大切だと思います。当院の場合
は、オペ室や救命などに取り置くことはなく、その都度検査科から払い出すという運用を
しています。そういった取り決めがきちんとできることを前提に、検査室で一元管理した
らいいのではないかと思います。
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【座　長】
　　他にございますか。

（質問者）
　熊本大学病院の福吉です。当院ではまだアルブミンの管理を薬剤部が行っています。例
えば、アルブミンだけが検査室に管理されるのか、その他のグロブリンや凝固因子製剤な
どはまだ薬剤部で管理しているのかをお聞きしたいです。なぜかというと、アルブミンだ
けが移動してしまうと、薬剤部に取りに行く分と検査部に取りに行く分ということで、看
護師さんたちの負担もあるのかなと思うのですが、国立の方はアルブミンだけでしょう
か。

（演　者）
　はい。アルブミン製剤だけ輸血管理室で管理しています。

（質問者）
　その他の製剤に関する同意書などは一緒でしょうか。

（演　者）
　他のグロブリンなどですよね、一緒です。

（質問者）
　同意書の管理というのは、アルブミンの同意書とグロブリンの同意書というのは、どな
たがチェックされるのでしょうか。同意書の管理が複雑になるのかなと思うのですが。

（演者代理　永田氏）
　ご指摘にありましたように、確かに同意書の管理が大変になると思います。今はアルブ
ミン製剤とグロブリン製剤が同じ同意書になっているのですが、とりあえず同意書の改訂
時にアルブミンと血液製剤をセットにした同意書と、グロブリン製剤とは別にした同意書
を作成しようと検討中です。

【座　長】
　どうもありがとうございました。
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一般講演②「当院における
緊急輸血の現状」

熊本赤十字病院　　　　　　　　　　　
臨床検査技師　川　口　謙　一　

　熊本赤十字病院検査部の川口です。本日
は熊本赤十字病院における緊急輸血の現状
について少しお話させていただきます。ど
うぞ、よろしくお願いします。

　赤十字病院の概要からです。当院は内
科・消化器内科・外科・整形外科・心臓血
管外科・小児科などからなる総合病院であ
り、県内で数少ない第３次救急医療を持つ
病院の１つです。
　病床数は490床。特徴としては救命救急

センターや災害拠点病院・小児救急医療拠
点病院・臨床研修病院。今年１月から運航
が開始されたドクターヘリの基地病院とし
ての役割を果たしています。
　また、５月にはこども医療センター・新
救命救急センターがオープンし、これまで
以上に小児医療・救急医療に力を注いでい
ます。

　では、早速、本題に入ります。輸血予定
の患者の血液型についてです。
　原則、患者の血液型が２回以上異なる検
体で確認されていない場合は輸血製剤の出
庫はしません。昨年、救急外来にて、本来
の患者とは異なる患者のカルテを開き、採
血オーダを誤って立て、採血された事例が
発生しました。輸血するまでには至りませ
んでしたが、緊急で院内の輸血療法委員会
を開きました。これまで以上に「同時採血
を行わない！」「異なるタイミングで採血
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された２検体で血液型検査を行う」ことを
徹底するように決めました。
　ただし、例外もあります。血液型の検査
結果が出るまで待てないほど緊急で輸血が
必要な患者の場合、それから小児科など採
血が困難な患者の場合です。

　まずは緊急で輸血が必要な場合です。二
つに分けました。血液型が確定する前に輸
血が必要な場合はRCCはO（+）で対応。
FFP・PCはAB（+）で対応します。血液型
確定後、クロスマッチが終わる前に輸血が
必要な場合はRCC・FFP・PCすべて同型
で対応します。ただし、院内に備蓄してあ
る同型の製剤が不足し、なおかつ血液セ
ンターからの補充が間に合わない場合、先
程と同様にRCCはO（+）、FFP・PCはAB 
（+）で対応します。
　次に採血困難な患者の場合ですが、小児
科など新生児は少量の採血でも大人の何倍
もの負担になるので、状況によっては採血
が一度しかできないことがあります。この
ような場合は主治医の判断で血液型検査１
回のみで同型を準備します。ただし、原則
はあくまで前のスライドで示した通り、２
回以上異なるタイミングでの検体により血
液型を確認します。

　当院では重症多発外傷など大量出血が予
想される患者がドクターヘリや救急車で搬
送されてくる場合、事前に「コードレッ
ド」というアナウンスが院内に流れます。
この全館放送により、搬入前に外科や整形
の関係医師が召集されます。搬送されてか
らの治療方針を話し合ったり、迅速に治療
が開始できるようにしています。
　輸血検査では、輸血製剤の在庫が不足し
ている場合、事前に発注をかけるなど対応
しています。医師からは輸血検査の在庫数
の確認や輸血の方針などの連絡や相談があ
り、緊急時の異型輸血に関する知識や理解
もある程度得られています。
　また、知識を得てもらうために救急外来
やオペ室で勉強会を開催したり、毎月行わ
れる「症例検討会」で各科と共に振り返り、
次に活かせるよう問題点を共通理解するよ
うにしています。重症多発外傷に対する診
療体制を整備し、今後の外傷治療効果が向
上するように日々精進しています。

+ +

Dr.



－ 13 －

　このスライドは院内の標準備蓄数を示し
たものです。RCC－LR ２単位O（+）を多め
に備蓄しているのは緊急輸血に対応するた
めです。AB（+）は使用する患者が少ないた
め、２パックにしています。しかし、これ
でも年に何度か製剤の期限切れを起こして
しまうことがあります。血小板製剤、RCC
－LRの１単位などは院内在庫はありませ
ん。

　これは血液型確定前にRCC－LR  O（+）
を輸血した件数です。平成23年度に増加が
見られますが、これは１月から運航開始
となったドクターヘリの影響が考えられま
す。平成24年度は８月末時点で14件なので
年度末には34件程度になる予想です。
　輸血検査として忙しくはなりますが、ド
クターヘリにより救命できる可能性のある
患者が増えたと考えています。

　２つほど症例を提示したいと思います。
症例１、66歳　男性　輸血歴なし。車同士
の正面衝突事故にて当院救急外来へ搬送さ
れました。ショックバイタルにて血液型の
結果が出る前にRCC－LR O（+）を10単位出
庫いたしました。10単位を投与中に血液型
がO（－）と判明し、救急外来へ連絡。担当
医と話し合いの結果、血液センターから製
剤が届くまではO（+）で対応。届き次第、O（－） 
へ切り替える。血液センターから取り寄せ
たO（－）８単位でも足りない場合、再度O（－）
へ切り替えて対応。FFPはO（+）で対応す
る方針となりました。外傷性気胸及び開放
性腸間膜損傷でオペ後、３週間で退院さ
れ、輸血１カ月後の不規則抗体スクリーニ
ング検査で抗体は検出されませんでした。

　

　症例２です。80歳の男性、血液型はＢ型
RhD陽性、輸血歴はありませんでした。胸

(( ))
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部大動脈瘤破裂による手術のために手術準
備血にてRCC－LRとFFP－LR B（+）を８
単位ずつ用意しました。しかし、術中に予
想以上の出血があり、追加でオーダーがあ
るもB（+）の製剤は院内備蓄数が少なく、
血液センターへ連絡し至急届けてもらうよ
うお願いしました。製剤が届くまで待てな
いと手術室から連絡があり、Ｏ型を未クロ
スで出庫しました。その後も出血がひどく
輸血は続きましたが、結果、死亡退院とな
りました。

　２つの症例を提示させていただきました
が、助かるかどうかわからない患者が数多
く搬送されてきます。助かる見込みが少し
でもあるなら、積極的に治療は行われます
ので、輸血はもちろん出ます。しかし、
結果的に亡くなられる患者もいて、FFPを
溶かしている途中で亡くなってしまったと
か、投与するつもりでベッドサイドに準備
していたが亡くなられて使用しなかったな
ど、当院での廃血理由の５割から６割がこ
のような事例です。
　輸血製剤を管理する立場としては少しで
も廃血を減らしたいと考え、救急外来や手
術室・ICUなど緊急で輸血を行う可能性が
ある場所に輸血製剤専用冷蔵庫を設置しま
した。この冷蔵庫はあくまで輸血検査から

出庫したRCCを使用するまで一時的に保存
するためのものです。
　それから、救急外来における血液型不明
時のRCC－LR O（+）のオーダは１回につき
６単位までとしました。ほとんどの症例が
６単位輸血している間に血液型が判明する
からです。これにより今年度のRCC廃血数
は減少傾向にあるようです。

　今後の展望としてはまず、これまで以上
に緊急輸血時に安全でスピーディーな対応
ができるようにすることです。外傷診療は
時間との戦いです。輸血の可能性がある患
者は血液型検査２回と不規則抗体スクリー
ニングを徹底します。徹底することで将来
的に全件T&Sやコンピュータクロスマッ
チをスムーズに導入できるようにと考えて
います。
　それから廃血を減らすことです。全件
T&Sおよびコンピュータクロスマッチを
導入することにより製剤を必要時に必要な
分だけ出庫し、手術準備血などを減らし、
過剰出庫を防止したいと考えています。
　いずれにせよ、院内の職員がより一層、
輸血に関する知識を持っていただく必要が
あると思います。これからも医師や看護師
をはじめ、他の職員に対して院内の輸血療
法委員会を通して情報発信したり、勉強会

5 6
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1 ( 100 0.5 )
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を開催したりして知識の向上を目指したい
と思っています。

　今回はこのような機会を与えていただ
き、誠にありがとうございました。以上、
ご静聴ありがとうございました。

【座　長】
　どうもありがとうございました。さすがに日赤病院は緊急輸血が多いということでし
た。それから、血液型が判明する前に緊急に輸血しないといけない症例が最近20～30例
あったということでした。特に、こういった事例で問題が起こったことはないと認識して
よろしいでしょうか。

（演　者）
　はい、特に問題は起こっていないと思います。

【座　長】
　はい。何かご質問やコメントはございませんか。

（米村氏）
　熊本大学の米村です。今日はありがとうございました。通常の輸血の場合は血液型の検
査を２回以上行いますが、緊急の場合は除くと書いてあります。例えばＯ型の輸血をする
前に採血して、その後もう１回血液型検査で採血するという感じで２回されるのか、１回
の採血でダブルチェックされるのか、実際のところを教えていただけますでしょうか。

（演　者）
　２回目の血液型検査の採血のタイミングでしょうか。

（質問者）
　そうですね、緊急の場合の。
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（演　者）
　はい。本来は時間を置いてから採血した方がいいと思いますが、緊急の患者さんが運ば
れてくる場合、１回目は必ず輸血前に採血すると思いますが、こちらとしては10分後でも
５分後でもいいので、２回目の血液型検査をしてほしいとお願いしています。その２回目
の血液型で、クロスマッチなどを行うようにしています。あと、輸血後に血液型が判明す
ると、表裏不一致などの問題が起こりますので、こちらの希望としては、輸血前に２回目
の血液型を検査してもらうようにお願いしています。

（米村氏）
　そのタイミングが合わない場合もあるとは思いますが、基本的には２回されているとい
うことですね。ありがとうございました。

【座　長】
　他にございますか。

（質問者）
　熊本医療センターの永田と言います。先ほどサテライトとして救急外来とオペ室ICUに
冷蔵庫を配置したとおっしゃいましたが、冷凍庫は入れられていないのでしょうか。

（演　者）
　基本、冷凍庫は置いていませんが、ICU病棟には置いています。それは輸血療法委員会
を通してではなく、事前にICUが設置したものです。

（質問者）
　例えば救命にFFPを持って行った場合、返品の基準があるかどうかを教えていただけま
すでしょうか。RCCの場合は多分冷蔵庫に入れられてある一定の管理がされていると思い
ますが、FFPを持って行って、もしなくなった場合、何らかの返品基準があるのか教えて
いただきたいです。

（演　者）
　それを迷っているのですが、凍結血漿を一旦払い出したら、返品不可ということにして
います。で、使わなかったら廃血という形をとっています。どんなに冷凍庫に入っていよ
うが一切返納はできないという取り組みになっています。

【座　長】
　他にありませんか。もちろん、緊急輸血の場合にＯ型を使うというのは了解ということ
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ですが、だからといっていろんな検査をせずに安易にＯ型を使うというのは禁止されてい
るということですよね。他にございませんか。ありがとうございました。

一般講演③「看護師からみた
当院の輸血安全対策」

熊本大学医学部附属病院　　　　　　　　　　　　　　　
副看護師長　認定臨床輸血看護師　井　上　有　子　

　熊本大学病院の井上有子です。これから
熊本大学病院の輸血の安全対策の紹介と看
護師の視点からのお話をさせていただきま
す。

はじめに
　不適合輸血は 全国的に減少傾向にあり、
各施設の安全な輸血への取り組みが順調に

行われていることが伺われます。
　当院では、医療情報システムの変更後、
輸血は、 オーダーから払い出し、照合確認、
実施入力、副作用記入までパソコンや携帯
端末を用いて行うようになり、輸血の手順
が統一化されました。
　また、マニュアルを用いながらスタッフ
へ輸血に関する指導を行っています。
　当院の輸血システムや輸血に関する教育
を振り返り、安全対策上の利点や、問題点、
今後の課題を報告します。

　本日の講演はこのような内容で行います。
特に当院のシステムを報告し、その問題点
と課題についてお話します。
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　まず最初に、過誤輸血の実態です。過誤
輸血に関する資料をいくつかご紹介します
が、これらは全て全国の施設のデータにな
ります。
　この表にあるように、最初に調査された
５年間の過誤輸血の件数とその後の５年間
の件数では極端な減少がみられますが、そ
の後は年間10件程度と少ないためかあまり
変化はありません

　過誤輸血の原因として多いのは患者や製
剤バックのとり違い、血液型確認ミスや判
定ミス、血液型の入力ミスなどです。

　過誤輸血に関与した職種としては、輸血
に関連する、医師、看護師、検査技師とも
に関与がみられますが特に看護師が関与し
た過誤輸血が多いという結果になっていま
す。

　過誤輸血の発生状況として、この表のよ
うに時間外や緊急時の輸血の過誤が多く、
全体の輸血に対する時間外や緊急時の輸血
の使用割合が少ないことを踏まえると時間
外や緊急時に過誤輸血が起こる頻度が高い
といえます。
　これらの資料から、全国的に過誤輸血は
以前と比べ減少傾向にはありますが、患者
や製剤バックのとり違い、血液型確認ミス
や判定ミス、血液型の入力ミスなどが原因
で、特に時間外や緊急時の輸血において依
然発生しているということがいえます。
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2.2.

　次に２．当院における輸血の実際と手順
について順番にお話します。
　まず①血液型の登録です。
　医師が緊急と通常を選択してオーダーし、
血液型判定用のスピッツに採血します。こ
の時、緊急時以外は24時間以上間隔をあけ
て２回採血し、血液型を判定します。
　次に②輸血の指示です。
　医師が、患者の状態から輸血が必要と決
定したら、同意書を取得し、パソコンの輸
血オーダー画面で血液製剤のオーダーをし
ます。

　次に③血液製剤の出庫です。
　交差試験で適合した製剤に対して、適合
シールが発行され製剤と一緒に払い出され
ます。製剤は、診療科のスタッフが輸血管
理室で受領します。輸血管理室スタッフと
診療科のスタッフが、パソコン上の血液

製剤照合メニューで患者IDと血液製剤の
バーコード情報を照合確認し、輸血出庫伝
票でも確認します。
　診療科へ持ち帰った後使用するまでは、
適正温度で保管し、血小板製剤は室温で振
とう保管します。

　次に④輸血の準備です。
　まず、製剤を保管庫から取り出し、色調
に問題がないか不純物や混濁がないか外観
を確認します。製剤に異常がないことを確
認したら、パソコンか携帯端末上で照合確
認をします。
　照合確認は必ず２人のスタッフで行いま
す。この時医師同士、医師と看護師、また
は看護師同士でするのかは各部署によって
異なります。

　これらの写真が照合画面と２人でのダブ
ルチェックの写真になります。左上の写真

ID

ID
Lot
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の画面で“輸血”の“照合”をクリックすると右
上の写真の画面が表示されます。この画面
上に、患者IDと照合者IDを入力し、製剤
番号、Lot番号、有効期限の順にバーコー
ドリーダーで読み取ります。
　その内容が医師がオーダーした内容と
あっていれば、画面上に大きく○が表示さ
れ、○を確認してから、右下の写真のよう
に２人のスタッフで一つ一つ指さし呼称し
ながら確認し、照合します。そして、血液
製剤それぞれ専用の輸血セットを取り付け
準備します。
　製剤に貼られているLot番号シールは輸
血出庫伝票に貼りつけます。

　次に⑤輸血の実施です。
　輸血を実施する時には、投与する患者の
ベッドサイドにパソコンか携帯端末をもっ
ていき、再度照合確認を行います。
　左下の画面から“実施照合”ボタンをク
リックすると、右下の画面になります。
　ここに実施者IDを入力し、後は準備照
合と同じ手順で順に入力し、○が表示され
たら、一つ一つの項目を指さし呼称して最
終的に確認し、患者に投与します。
　投与開始したら“実施登録ボタンを押し、
実施情報を電子カルテ上に入力します。

　輸血開始後５分間はベッドサイドに付き
添い、輸血投与による急性反応がないか確
認します。そして15分経過した時点で再度
様子を確認します。
　その後も適宜観察を続けます。それぞれ
の患者の様子はパソコン上の看護記録のテ
ンプレートを使用して記載し、登録します。

　左上の写真が輸血の記録に関するテンプ
レートです。ここで“輸血開始時”“開始
５分間”“開始後15分後”をそれぞれ選び
各項目を入力します。
　輸血のテンプレートに添って入力すると
右の写真のようにSOAP記録の“Ｏ情報”の
ところに記録されます。

ID Lot 

10 15 1ml/
5ml/

5
15

5 15
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6

　次に⑥輸血終了時についてです。
　輸血終了時は、輸血終了時のテンプレー
トを使用し各項目を入力します。入力する
と真ん中の写真のようにSOAP記録の“Ｏ
情報”として記録されます。
　また輸血終了時と輸血後６時間程度まで
副作用の出現がないか確認し、輸血出庫伝
票に副作用の有無を記載し、輸血管理室に
提出します。

　次に異常出現時の対応についてです。輸
血の副作用出現時には、直ちに輸血を中止
し適切な処置をします。
　またパソコン上と輸血出庫伝票に副作用
情報について記録し、対象製剤を輸血管理
室へ返却します。

　異常出現時のパソコン入力は前述したテ
ンプレートを用いての入力と、カルテの輸
血の項目から実施詳細入力と２ケ所にしま
す。左の写真がテンプレートの画面でここ
で、“副作用出現時”を選び各項目を入
力します。記録するとSOAP記録の“Ｏ情
報”のところに記録されます。
　真ん中の画面がカルテの“輸血”の画面
で、ここで、入力する輸血の項目を選んで
副作用症状について入力すると、右の写真
のように記録されます。副作用について入
力すると真ん中の画面にあるように項目に
感嘆符が表示され、あとから確認しやすく
なります。
　以上が院内の輸血の手順になります。

　ここで院内で使用している、輸血マニュ
アルについて説明します。
　右上の写真が当院の輸血マニュアルです。

54

Q A

“ ”
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全54ページで、職員が携帯できるようポケッ
トサイズになっています
　ここに表示している全14項目にわたって
詳細が書かれており、緊急時の輸血につい
ても記載されています。

　次に院内のシステムの利点と問題点につ
いてお話します。
　利点については　まず一つ目に医療情報
システムの変更後、バーコードリーダーを
用いて患者IDと血液製剤のバーコード情
報を照合し、また記録もテンプレートを使
用して入力するようになりました。このこ
とで、照合がより正確にできるようになっ
たこと、また記録が簡易に、タイムリーに
できるようになったことで記録時間が短縮
されたことが一番の利点として挙げられま
す。
　また、医療情報システムが整備された後
も併用して輸血出庫伝票を使用しています。
作業が重複するという面もありますが、こ
れによってパソコンに不具合が生じたとき
も対応でき、副作用に関する情報が漏れな
く収集できるという点で、当院の現在のシ
ステムの利点であると考えています。

　院内のシステムの問題点はまず輸血に関
するSOAP記録と、カルテの“輸血”のタ
ブが連動していないということが挙げられ
ます。先ほど話したように、副作用出現時
は同じ内容の記録をSOAP記録と“輸血”
の項目と２ケ所にしなければなりません。
　SOAP記録には副作用時の詳細情報を
記入できますが、記録上製剤のLot番号は
“輸血”の項目の記録にしか反映されませ
ん。そのため副作用の詳細と製剤の詳細に
ついて確認する時にはSOAP記録とカルテ
の“輸血”の項目と２ケ所から情報をとる
必要があります。
　このように現システムでは記録の重複が
生じ、情報収集の効率も低下します。この
ことが一つ目の問題点として挙げられます。
　次に、当院では医療情報システムが整備
されたことや、輸血マニュアルの活用で、
輸血の手順が整備され、緊急時輸血の対応
についても手順化されました。しかし、緊
急時の輸血の対応については十分に機能し
ているか、安全面で問題がないか、スムー
ズにできるかなどの評価がされていません。
このことは現在の輸血のシステム上の問題
であり、今後の課題であると考えます。

“ ”

“ ”
2

“ ”
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4. 4. 

　次に④安全な輸血のための教育について
です。当院では輸血に関して
●全職員に対して輸血マニュアルの配布
●輸血用血液製剤の取り扱いについて周知
●輸血に関する講演会の開催
●インシデントの周知
　を通して教育を行っています。

　次に看護師の教育についてです。看護師
は、輸血の手順の準備・実施を担当してお
り、安全な輸血の最終段階を担っていると
いえます。輸血に関する指導は各部署ごと
に、プリセプターを中心にして指導してい
ます。
　この時輸血マニュアルをもとにして、ま
た５Ｒ確認やダブルチェックの徹底に関し
ては院内の注射与薬プロセスマニュアルを
基にして指導しています。また院内である
輸血に関する講演会へ参加したり、輸血に

関するインシデントを周知し、安全な輸血
が実施できるよう取り組んでいます。

　最後に⑤輸血教育の問題点と今後の課題
です。
　輸血は移植の一種と考えられており、さ
まざまな副作用や合併症を起こす可能性が
あります。そのため、輸血を行う上ではよ
り専門的な知識が必要です。院内ではス
タッフへの輸血に関する教育は前述したよ
うに行っていますが、院内全体として輸血
のより実践的な内容での教育は少ない状況
にあります。また現在の輸血マニュアルに
は、看護師が実践する手順の詳細について
はあまり記載がありません。
　“安全な輸血”の最終段階を担う看護師
が、より専門的な知識を習得し、安全な輸
血ができるようにする必要があります。
　そのために院内で輸血に関する実践的な
内容での勉強会の開催や、輸血マニュアル
に看護師の立場で準備・照合、実施など詳
細に手順を記載するよう改定するなど輸血
に特化した教育を強化することが今後の課
題であると考えます。
　以上で発表を終わります。ご清聴ありが
とうございました。

5. 

5R
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【座　長】
　どうもありがとうございました。ご質問やコメントはございませんか。過誤輸血に関与
した医師や看護師、検査技師が結構多いと書いてありますが、事務的なミスというのはこ
ういう時は上がってこないのでしょうか。輸血をオーダーしてどこかでミスがあるとか。
全部IT化されているので間違いようがないかもしれませんが。

（演者代理　米村氏）
　事務的なミスは、実際の払い出しなどは技師さんがしているので、技師さんの発注ミス
とかそういう方に入っています。ですので技師さんの項目には、単に血液型の交差試験な
どだけではなく、そういうものまで含まれています。

【座　長】
　分かりました。他にございませんか。

（質問者）
　天草中央病院の民本と言います。テンプレートを使ってされているということですが、
他の部署でその患者さんのカルテを開いている時は、多分開けないのではないかと思いま
すが。

（演　者）
　カルテに関しては全部共通しているので、その患者さんのカルテを開けばどのスタッフ
でも見ることができます。

（質問者）
　重複して開けるということですか。

（演　者）
　もう一度お願いできますか。

（質問者）
　例えば、ドクターがその患者さんのカルテを開いていると、他の方は同時に開けないの
ではないでしょうか。ですので、タイムリーに記録ができるというのが難しいのではない
でしょうか。当院でもそれをずっと考えていて、テンプレートをしようかと試みました
が、開きっぱなしの状態がずっと続いていて使えないということがあったので、当院では
別の方針に変更しました。テンプレートの場合、例えば複数パックあった時にはその複数
ごと追加されていくということでしょうか。
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（演　者）
　その製剤ごとにしています。

（質問者）
　ですよね。そうすると、さっき話に出ていましたように、ロットがいくつも出てきます
ので、その点がどうなのかなと思いました。例えば、２パック目、３パック目と、どの
パックで副作用が出たかとか、そういうことも管理できるのかなということを教えていた
だけますか。

（演　者）
　質問ありがとうございました。当院の現システムでは、確かにロット番号を見る項目
と、テンプレートから記入した記録を見るところが異なっているので、どのロット番号の
製剤で副作用が生じたかを見るためには、両方の画面を開かないといけないので、今回も
提示しましたように情報収集に時間がかかることは現在の問題点として考えています。

【座　長】
　他にございますか。これはIT化して、過誤輸血は非常に減ったと認識してよろしいん
でしょうか。

（演　者）
　電子カルテ化だけに限らず、安全な輸血のための教育の実施なども過誤輸血の減少につ
ながっていると思います。院内では電子カルテ化したことで、特に看護師の実践的な面か
ら言うと、以前は声に出して照合していましたが、パソコンになってからは、照合する
バーコードやスタッフの番号などが合っていなければ×が表示されますので、そういう意
味では過誤輸血の減少や安全な輸血の向上につながっていると思います。

（質問者）
　熊本機能病院の中山と言います。ちょっと教えていただきたいのですが、最後の照合で
×が出た時に、本当に間違っているのか、例えば、何らかのシステム上の不具合で出たの
かということを検証するために、紙伝票の検査結果も一緒に出していると思いますが、こ
れはシステム上の不具合なのか分かりにくいと思います。紙伝票の方が確かに正しいと
思って進める時の手順を教えていただきたいです。あともう一つ、時間外や緊急など一刻
を争う輸血の時に、この手順だと負担にならないのか、ストレスにならないのかというこ
とを教えていただけますでしょか。
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（演　者）
　質問ありがとうございます。まず、システム上に×が表示される時は投与するオーダー
と実際に患者さんのバーコードが異なっているなどと、照合画面での何らかのミスや手違
いで起こることがあります。現段階ではパソコン上のシステムの不具合で×が表示された
ことはありませんが、電気なので不具合が生じる可能性もあると思います。その時は、紙
伝票も使っているので、２人のスタッフで一つ一つ項目を確認して、パソコンよりもより
徹底して安全にできるようにという工夫を行っています。

（質問者）
　あと、ものすごく急ぐ時にこの手順がやる人の負担というか圧迫にならないのかについ
てはいかがでしょうか。もちろん、安全のためには全部これで行うのがいいとは思いますが。

（演　者）
　現在、私が所属しているのが消化器外科ですので、緊急外来で来られた方などに比べる
と、緊急を要する輸血というのが少ないと思います。ですので、具体的なことが言えない
のですが、実際に救急の方からお話を聞くと、一つ一つ入力するのに時間がかかったりな
ど、そういう意味では不都合な点もあると思うので、現段階での緊急時の輸血に関してど
ういった問題があるかとかどういうところが使いにくいかということは、今後洗い出して
いって、このシステムで本当にいいのかというのを評価していく必要があると考えています。

（質問者）
　現在は、緊急外来でもすべてこのシステムで行うというわけではないんでしょうか。

（演者代理）
　熊大の輸血部の福吉です。当院の緊急外来は、外傷の患者さんがそれほど来られないと
いうことがありますので、緊急外来で大量輸血をした症例があまりありません。ただ最
近、手術部で大量輸血が増えていまして、この前も100パックぐらい出た症例がありまし
た。その時は、後から麻酔科の先生から「これは全部やらないとダメですよね」という話
があったそうです。その時は全部されたらしいのですが、やっぱり大変だったというお話
は聞きました。割と手術部は実施前に、輸血部から持って来た製剤の１回目の照合をまず
されるという話です。また、使う時には実施をされるらしいですけど、大変だったという
話は聞きました。なので、発表された井上さんから提案もありましたので、緊急時の輸血
のシステムの問題点は、今後考えないといけないと思っています。

【座　長】
　では最後にコメントをお願いします。



－ 27 －

（米村氏）
　先ほど端末が不具合なときの話ですけれども、機械の調子がおかしいのを無視したら
あったという事例が全国的にあったようです。ですが、機械が悪い時のために当院では紙
伝票も行っています。実際にPDA端末をしているんですが、おそらく紙伝票でもチェッ
クしているので、当院の場合はPDA端末が３人目と考えていいと思います。ですので、
目で確認する一方でPDA端末というトリプルチェックという形で実施しています。それ
が安心感につながっていると思います。

【座　長】
　はい、どうもありがとうございました。

　皆様、こんにちは。
　皆様には、日頃から血液事業への格別の
ご理解とご協力を賜りありがとうございま
す。私は、熊本県赤十字血液センターの早
川と申します。よろしくお願いいたします。
　本日は、この貴重なお時間を頂いて、私
たち供給課の体制や業務内容及び熊本県の
供給の概要をお伝えし、限られた配送スタッ

フでの血液配送が、安全かつ迅速にできる
よう、各医療機関の皆様方に改めてのご理
解とご協力をいただける場になればと存じ
ます。

　それでは、本題に入らせていただきます
が、まずは供給課の体制についてご説明い
たします。
　血液センターの職員数は109名ですが、

一般講演④「血液センターの
血液配送の現状について」

熊本県赤十字血液センター　　　　　　　　　　　
供給一係長　早　川　和　男　

1

2
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その内供給課は、課長を筆頭に係長２名、
係員15名の合計18名で構成されています。
　副作用や輸血にかかる技術的なお問い合
わせ窓口になっている学術・品質情報課は、
３名体制となっております。

　供給課は、年中無休の交代勤務で対応し
ておりますので、振替休日の兼ね合いで平
日は15～16名程になります。その内、医療
機関からの受注作業、出庫作業を行う職員
や製造所である九州センターとの血液の在
庫調整等の職員が４名程必要ですので、実
際の配送人員は11名程となります。夜間に
ついては３名で、庁舎管理を兼ねた宿直者
１名と配送要員２名体制となっております。
　１年間に血液をお届けする医療機関数は
約400件で、通常の配送ルートは概ね10ルー
トとなっております。
　定期配送便につきましては、午前10時、
午後２時、夕方出発の３便となっております。

　供給課の主な業務内容ですが、血液製剤
の保管及び配送の他に、②にありますとお
り移動採血でいただいた献血血液の回収も
行っております。
　遠いところでは往復６時間かかる天草に
も回収に行っており、回収は１年間で約
1,200回にのぼります。

　続きまして、血液製剤の保管ですけれど
も、当センターも医薬品販売業者になりま
すので、薬事法に基づき保管を行っており
ますが、献血者からいただいた血液を安全
に医療機関にお届けするために、こちらに
ありますとおり、より厳しい条件下で保管
管理を行っております。

　

　こちらが、実際の当センターの血液製剤
の保管庫ですけれども、こちらは赤血球製
剤の保管庫で概ね600本保存しております。

4

6

3
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7

　次に、こちらは、血漿製剤の保管庫とな
りますが、概ね500本保存しております。

　こちらは血小板製剤の保管庫で振とう保
存となっておりますが、血小板製剤の期限
は４日間と短く、需要に見合った計画的な
採血を行っておりますので、在庫数といた
しましては予約数＋αとなっております。
血小板の確保が、曜日によっては非常に厳
しくなっておりますので、ぜひ予約へのご
協力をお願いいたします。

　こちらが、血漿分画製剤の保管庫となり
ます。

　続きまして、熊本県内の血液製剤の供給
状況についてご説明いたします。
　まず、赤血球製剤ですけれども、グラフ
にありますとおり、ここ５年間は、ほぼ横
ばい状態が続いております。

　こちらは、平成23年度の都道府県別の赤
血球製剤の使用状況ですが、人口千人当た
りの使用本数は、熊本県は全国５位で、九
州では最多となっております。

8

10

11

9



－ 30 －

　次に、血漿製剤ですが、輸血療法委員会
でのアナウンスや、各医療機関での使用適
正化が進み、年々減少傾向にあります。
　　　　　　　　

　都道府県別の使用状況で見てみますと、
熊本県は全国15位で、全国平均と同数となっ
ております。

　最後に血小板製剤の使用状況ですが、こ
ちらは若干減少傾向となっております。

　都道府県別で見てみますと、熊本県は全
国30位で、全国平均を下回る使用量となっ
ております。
　以上、供給状況の概要をご説明させてい
ただきました。

　続きまして、医療機関から発注をいただ
いてから、血液製剤を出庫するまでの流れ
を簡単にご説明いたします。

　まず、FAXまたは電話により、医療機

13
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18

関から注文をお受けします。

　次に、発注書をもとに、医療機関名、製
剤名、本数等の情報をシステム入力いたし
ます。

　次に、血液製剤の外観確認を行い、納品
入力を行います。

　その後、２人で照合確認及び梱包を行い、
最終検品を行ったあと県内全域の医療機関
へ配送いたします。

　つぎに、冒頭お話いたしました配送ルー
トですが、主に熊本市内は【産業道路ルー
ト】と【東バイパスルート】の２ルート、
郡部８ルートの計10ルートとなっておりま
す。

　ここに、待機車とありますが、これは、
血液センターから遠く、比較的需要が多い
３地域に１台ずつ、赤血球製剤と血漿製剤
を車両に積載し、平日に限りですが、それ
ぞれのエリアの医療機関の需要に対して迅
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速に対応できるよう、待機しております。
　ただし、血小板製剤は積載しておりませ
んので、こちらの地域へは血液センターか
らの直配となります。
　また、東は阿蘇・小国方面、北は荒尾・
玉名方面、南は八代はもとより人吉・多良
木方面、水俣方面とかなり広範囲に製品の
供給を必要としますので、状況次第でバス
やタクシーなどの交通機関を利用する場合
もありますが、こちらは年一回以上の教育
訓練を実施するとともに、契約をとりかわ
した交通機関にお願いしています。

　続きまして、血液配送にかかる問題点と
しまして、①緊急走行要請の増加②定期配
送の徹底③配送時の駐車スペースの確保の
３点が挙げられます。

　まず、緊急走行の要請についてですが、
ここ数年、緊急走行の要請が非常に伸びて

おります。
　「外来患者さんを待たせたくない」等の
緊急性のない要請が多く、本来の緊急走行
の要請に応えることができない事例が発生
しています。
　また、緊急走行で道路を走ってますと、
本来、道路交通法では、緊急車両が接近し
てきた場合には、一般車両は道路左側に寄っ
て一時停止が義務付けられていますが、現
状は道路を塞ぐように急ブレーキを掛けて
道路中央に止まる車や、停止した車を追い
越そうとする車に緊急車両が追突しそうに
なるなど、他者を巻き込んだ２次的・３次
的被害の危険性が非常に高くなっておりま
す。
　当然、患者さんの命を左右するような手
術中や出血中の場合の緊急走行は、全力で
少しでも早くお届けできるよう対応いたし
ますが、定期便出発後は配送担当者に限り
があり、命を左右する場合の緊急配送要員
確保のためにも、定期便配送へのご協力を
お願いいたします。

　２点目に、定期配送へのご協力について
ですが、出発間際や出発直後の発注があり
ますと、出庫作業に時間が掛かるため、他
の医療機関への配送の遅れの要因となりま
すので、締切時間の厳守をお願いいたしま
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す。
　出発時間は表にありますとおり、10時、
14時、15：40～となっておりますので、出
来ましたら、出発時間10分前にはご注文を
よろしくお願いいたします。
　なお、荒尾・玉名、八代・水俣、人吉地
域への待機車につきましては、出発が早く
なっておりますので、9：30までにご注文
をお願いいたします。

　３点目の駐車スペース確保のご協力につ
いてですが、配送における一時的な駐車に
おいて、建物近辺の駐車許可のご協力をお

願いしていますが、医療機関によっては、
患者さん用の駐車スペースも満車で駐車に
時間を要するため、他の医療機関への配送
遅れの要因となっています。
　血液をお届けする一時的な駐車にご協力
いただき、建物近辺の駐車許可をいただき
ますよう、施設管理をされている責任者の
方に事情をお話しいただければ幸いです。
　以上、限られた時間での説明でしたので、
十分お伝えできたかどうか分かりませんが、
配送にかかる状況をお話しさせていただき
ました。　
　私たち供給課職員は、善意の献血から造
られた血液製剤を、いかに安全かつ安定的
に、また正確迅速に医療機関へお届けする
ため、日々努力しているところであります
が、医療機関の皆様のご協力がなくては、
成り立ちませんので、今後とも引き続き皆
様のご理解とご協力をお願いいたします。
　ご清聴ありがとうございました。

27

【座　長】
　どうもありがとうございました。せっかくの機会ですので、血液センターに聞いておき
たいことがありましたらお願いします。郡部での待機車というのはどこで待機しているの
ですか？

（演　者）
　それぞれの地域に、例えば荒尾・玉名地域でしたら病院の近くに待機させていただい
て、すぐお持ちできるように体制を取っています。

【座　長】
　そうすると、熊本県内でいうと、注文してから一番遠方で平日どれくらいかかるので
しょうか。
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（演　者）
　阿蘇方面が一番遠くて、１時間30分ぐらいかかる場合があります。

【座　長】
　交通機関だけで言うと、天草が一番遠いと思いますが、いかがでしょうか。

（演　者）
　天草は供給委託をしていますので、そちらから出庫しています。

【座　長】
　他にどなたかいらっしゃいませんか。

（質問者）
　詳しくありがとうございました。いつもお世話になっています。熊本地域医療センター
の山崎といいます。夜間帯は３名ということで、配送の方が２人ですよね。当院で一度問
題になったことがあるのですが、夜間タクシーの方に血液を依頼されると、タクシーには
サイレンがないので、もし事故で渋滞に巻き込まれた時、血液が遅れることが絶対ないと
はいえないと思いますが、病院にはギリギリしか置いていないので在庫がない時もありま
す。そういう時の課題があると思うのですが、全国的にはそういう問題提起はないので
しょうか。当院でもドクターから「タクシーが持って来たってどういうこと？」と指摘が
ありまして。一応日赤さんからは文書で詳しい説明をいただいたのですが、ただ輸血とい
うことを考えた時に、サイレンを使えないタクシーを利用するということが、本当にそれ
でいいのかなと思いまして。そういう問題はなかったのでしょうか。

（演　者）
　かなり難しい問題でありまして、全国の血液センターでそれぞれ違う人数体制をとって
います。例えば熊本でも、依頼が０件の日もあればかなり多い日もありまして、２人体制
であれば何とかできるだろうという体制で行っています。今後集計等を行い、夜間帯のタ
クシーの使用量などを確認して、やっぱり足りないということであれば、組織のことは私
の方から即答はできませんが、また改めて検討させていただきたいと思います。申し訳あ
りません。

【座　長】
　タクシーが血液を運ぶこと自体は、問題はないんですよね。
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（演　者）
　タクシー会社から陸運局に救援事業の許可を提出しており、タクシーと年１回教育訓練
を実施するということで許可を得ています。先ほどおっしゃったように、緊急走行で走れ
ないという問題点がございますので、今後の課題とさせていただきたいと思います。

【座　長】
　よろしいでしょうか。他にございますか。それではこれで一般講演を終了したいと思い
ます。どうもありがとうございました。
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【座　　長】
　皆様、こんにちは。くまもと森都総合病院の鈴島です。本日は合同輸血療法委員会で初
めての企画ですが、県内のかなりの数の施設にご参加いただいております。各施設の輸血
療法委員会で日頃困っていることがあるのではないかということで、事前にアンケートを
させていただきました。それで今回、皆様方とディスカッションできればと思い、こうい
う時間をいただいております。今回、２つの施設から質問をいただきましたので、ぜひ皆
様に意見をお聞きしたいと考えています。それでは、最初の討論内容です。くまもと森都
総合病院の検査技師の山本さんから、輸血前後の検査に関して実際どうしているのかとい
う質問をいただきましたので、山本さんの方から簡単に説明をお願いいたします。

【山　　本】
　くまもと森都総合病院の山本です。当院では血液内科メインの輸血を行っています。治
療が始まりますと、どれが前でどれが後だったのか分からなくなるような輸血で、前の検
査、後の検査がなかなかやりにくい。前は輸血前に行いますが、後の方は現在なかなかで
きていない状況です。毎月１回、１カ月前から血清ストックを必ず行いますが、後の検査
は完全にできずに血清ストックで終わっている状況です。それに伴って、検査前後の請求
に関してですが、レセプト上で追加技術などを入れて請求されているのか、検査現場で血
清ストックをどのようにされているのかなど、皆さんにいろいろお聞きしてみたいと思っ
ています。当院の場合、血清ストックはまだクロスの余りの血清を保存しているという状
況で、完全に別の採血がPCRに対応できるようなストックではありませんので、そのあた
りも悩んでいます。こういう機会ですので、そのあたりも含めて教えていただければと思
います。

【座　　長】
　ありがとうございました。この件に関しては、事前に全施設にお願いして、各施設でど
んなものを使っているのかアンケートを採らせていただきましたので、現状についてお話
ししたいと思います。

各医療機関の
輸血療法向上にむけての討論

くまもと森都総合病院　　　　　　　　　　　
内科診療部長　鈴　島　　　仁　
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　まず、「１．輸血患者の検体保管につい
て」です。ほとんどのケースで輸血前のみ
を保管しているということで、輸血前後に
保管している施設は県内で４施設しかあり
ません。施設名を出させていただいて申し
訳ないですが、輸血前後にきちんと保管さ
れているのは、Ａ病院、Ｂ病院、Ｃ病院、
Ｄ病院の４施設だけでした。ほとんどの施
設が輸血前だけだろうと私も予想はしてい
ましたが、こういう状況でした。
　「２．保管方法について」は、先ほど山
本さんが言われたように、本当は専用容器
で保管したいところですが、実際は専用容
器で保管されているのは９施設で、ほとん
どは交差用検体の残りを保管しているとい
う現状です。

　一番問題の「３．輸血前後の感染症検査
について」です。前後とも実施している施

設は７施設しかなく、前のみ実施という施
設が多いようです。そのほか、手術前のみ
実施など施設によって結構バラバラになっ
ています。さっき言いましたように、前後
とも実施が７施設ありましたが、実際はな
かなかできていないのが現状だと思いま
す。

　それから「４．検査体制」です。検査体
制がシステム化されているか、または医師
に任せているかを聞いてみたところ、約半
分の施設がシステム化しているとお答えい
ただいています。

　肝心の「５．輸血前感染症検査」です。
実際に指針通りできているかというと、ほ
とんどの施設がHBs抗原＋HCV抗体でし
た。実際にガイドライン通り行っている施
設は、Ｅ病院、Ｆ病院、Ｇ病院ですね。そ
れからＨ病院、Ｉ病院もきちんとされて
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いました。保険などは大丈夫かなと気に
なっているので、後でお聞きしたいと思い
ます。

　一番難しい「６．輸血後の感染症検査」
です。これも、一番多いのはHBs抗原と
HCV抗体だけ検査するという結果になっ
ています。指針通り行っている施設も前項
目とほぼ同じで７施設しかありませんでし
た。輸血前に実施している施設が大体輸血
後も実施しているということです。

　次に、「７．患者さんへの輸血後の感染
症の案内について」です。先ほど山本さん
が言われたように、主治医から伝えたりな
どなかなか難しいところですが、一番多い
のは同意書での案内で、ハガキによる案内
というのは７％しかありませんでした。ハ
ガキで案内されているのは、Ａ病院、Ｊ病
院ですね。なかなか難しいようです。

　では、最後の「８、頻回輸血患者の検査
実施間隔」です。先ほど山本さんが言われ
たように、頻回輸血というのは非常に難し
いですが、定期的にきちんと実施している
施設も７施設ありました。実際は実施して
いない施設が多く、不定期で実施している
施設もありますが、なかなか統一できてい
ないようです。どれがいいのか分からない
ので、実施されている施設から後ほどご意
見を伺いたいと思います。結論がバラバラ
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ですが、アンケートは以上です。熊本県赤
十字血液センターの方から、ガイドライン
について説明をお願いいたします。

【血液センター】
　熊本県赤十字血液センターの續です。血液センターからどうだとはあまり言えません
が、厚生労働省の方からガイドラインが出ていますので、血液センターではガイドライン
に沿って医療機関に確認しているのが現状です。皆さんのお手元に、平成24年３月改訂版
という最新のガイドラインがあるかと思います。この中で、輸血前後については、実施し
ている施設は実施後にも輸血前後の検体を確保することが望ましい、というのが大きな変
更点かと思います。血液センターでは、患者様の輸血の感染の有無を確認する前後検査が
もし発生した場合、各医療機関に血液製剤の情報提供をお願いしていますが、全国的に後
検査はなかなか実施されていないのが現状です。先ほど鈴島先生の話にもあったように、
保険の問題、また院内でのいろいろなコストの問題などがあると思います。前後検体をい
かに確保するか、検査しなくても検体をとっておくことは可能だと思いますので、ガイド
ラインに沿ってそういう点にご注意いただければと思います。以上です。

【座　　長】
　保険について確認したところ、社保は５項目の検査は輸血前ということを明記すれば、
ガイドライン通りの検査は通しますというお話をいただいています。ただ、国保の方は確
認できていません。社保に関しては、そういう検査をした場合はきちんとレセプトに記入
してくださいということで許可をいただいています。ではこの件に関して、困っていると
かこんな工夫しているなど、ご意見がありましたらどこの施設でも結構ですのでお聞かせ
ください。皆さんお困りではないかと思っていましたが、いかがでしょうか。例えば、ス
トックにしても２年間保存が必要ですが、当然それに対して費用が発生しますので、各病
院で考えなくてはいけないと思うのですが。ないようでしたら熊本大学病院の方から何か
ありませんか。

【熊本大学病院】
　大学ではPCRができる専用のスピッツでストックしています。輸血前の検査はある程度
ドクターの裁量に任せていますし、輸血後の検査では同意書と、さらに退院時に「３カ月

N=36



－ 40 －

後にしてください」という用紙をお渡ししていますが、もっと積極的には行っていませ
ん。患者さんに感染症の可能性があるということをよく知らせることと、輸血前に必ず採
血しておくことが最低限のポイントだと思いますので、それだけは守っています。現実的
には、輸血前と輸血後にきちんと検査を行うと医療費が相当かかるので、そこまで必要か
どうかはなかなか判断が難しいと思います。

【座　　長】
　輸血後の患者さんにはハガキでお知らせしていても、システムにはちゃんと？

【大学病院】
　入院患者さんが退院する時に書面で。

【座　　長】
　輸血療法委員会が主導で？

【大学病院】
　輸血療法委員会としてやっています。

【座　　長】
　はい、山口先生。

【山口先生】
　厚生労働省の「血液事業部会」の委員をしていますが、この問題が出てきた時から携
わっていて、ガイドラインの作成にも携わりました。まず背景を考えると、10年近く前は
輸血後の感染症が非常に多いことが問題になっていました。それが血液製剤由来なのか、
院内感染なのか、あるいは治療による再活性化なのか、特に肝炎ウイルスなどの場合はそ
うですが、そのどれなのかということは分からなかったですね。従って、輸血後にきちん
と検査すれば早期発見できるということで、こういうガイドラインになりました。ただ、
数年前に「これは現場との解離があり、厳しすぎる」と思い、私と高橋委員長は検体保管
でいいのではないかと主張してきましたが、きちんと検査をしなければいけないという意
見が多く、今まできました。ただ、平成24年の改訂では、とにかく検体保管は是非してく
ださいというニュアンスに変わりました。それ以外については、特に先ほどの３番目の理
由ですね、Ｂ型肝炎などもかなり再活性化が起こっています。現在は、免疫抑制剤や生物
製剤などを使いますので、血液製剤からの感染はないのではないか、という考え方が予想
以上に強くなってきています。けれども、検体保管だけは最低限行うということを汲み
取っていただいて、弾力的にされたらいいのではないかと思います。保険のことは、厚生
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労働省の中の保険局と健康局の血液対策課で、きちんとしたすり合わせができていないと
思っていますが、それはぜひ河原先生に聞いていただければと思います。

【河原先生】
　このガイドラインは、私が厚生労働省にいた1999年に初めて作ったものです。当時の小
泉厚生大臣が「横文字を使ったらだめだよ」ということで、ガイドラインではなく指針と
なっています。ガイドラインの定義を厚生労働省の人が分かっていないのかなと思うの
が、ガイドラインはリコメンデーションなんですね。この通りやらないとなれば、これは
ダイレクションです。アメリカでは、ガイドラインに従った医療は、全体の約50％～95％
です。ガイドラインから逸脱した医療がいっぱいあります。ですので私は、もう少し幅を
持って解釈した方がいいのではないかと思っています。保険の審査にしても、あまりに違
いがあったらいけませんが、ガイドライン通りではなく、都道府県によってある程度幅が
あってもいいのではないかと思います。その辺りも保険局と医薬局のすり合わせができて
いないように思います。それから一番怖いのは、このガイドラインが裁判規範だというこ
とです。このガイドライン通りにやっていないから、医療がおかしいから有罪だとか。ガ
イドラインという言葉が日本で間違って理解されているので怖いと思います。

【座　　長】
　ありがとうございました。なかなか結論が出ませんが、先ほど言われたように検体の保
管だけは最低限していただきたいと思います。この輸血前検査に関しては、どこまでやる
かというのは本当に難しい問題だと思います。一つだけ、Ｋ病院さんに質問です。HIV抗
体も検査されていますが、これは保険は使われているのでしょうか？

【Ｋ病院】
　はい。

【座　　長】
　輸血前にHIV抗体の検査も保険でされているということですね。ありがとうございまし
た。それを聞きたかったものですから。この件に関してはよろしいでしょうか。結論が出
なくて申し訳ありませんが、皆さん方がこうやっているというのが何となく分かっていた
だければと思いましたので、この件に関してはこれで終わりにさせていただきます。もう
一つ提案をいただいています。これはどちらかというと専門的な話になりますが、「透析
の病院では透析に使う時のアルブミンをどのように投与していますか？」と、Ｌクリニッ
クの方からご質問をいただきました。今日来られていますでしょうか？　簡単にお話しし
ていただけますでしょうか。
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【Ｌクリニック】
　Ｌクリニックの検査技師です。ご質問させていただいた内容ですが、当院は透析施設で
して、輸血をされる患者様も主に透析をされている患者様です。透析中にアルブミン製剤
を使用する場合、脱血側と返血側のどちらから投与するのが良いでしょうか？　現在当院
では脱血側の方から投与しておりますが、院内からアルブミンの膜について考えなくても
いいのかという声が上がったので、他の方はどのようにされているか聞いてみたいと思
い、質問させていただきました。

【座　　長】
　はい、ありがとうございました。それでは、透析の病院の方にお答えいただけると大変
助かります。どなたかいらっしゃいますか？　いらっしゃらないようですので、米村先生
の方から分かる範囲でお願いいたします。

【米村先生】
　専門外ですが、２つの病院にお聞きしたところ、アルブミンは膜の吸着が考えられるの
で、２つの病院とも返血側の方でされているということでした。赤血球に関してはどうか
と聞いてみたところ、１つの病院は脱血側からということでした。もう１つの病院は返血
側からということで、その辺りは決まりはなさそうでした。２つの病院だけですので、
はっきり分からなくてすみません。

【座　　長】
　これでよろしかったでしょうか。他の病院で「こうした方がいいですよ」という提案が
ございましたら、また後で教えてもらえますでしょうか。では、今日は以上２つの演題を
させていただきました。特になければこれで終わりにさせていただきたいと思います。ど
うもありがとうございました。
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　米村先生、ご紹介ありがとうございまし
た。それからこのような場を頂戴したこと
に対して、関係者の皆様に深くお礼を申し
上げます。本日は、ここにありますように
「血液製剤の使用状況とそれに影響を与え
る因子について」というテーマでお話した
いと思います。アルブミンが話の中心にな
りますが、アルブミンを含めて、血液製剤
を取り巻く問題、使用量に影響を与えてい

る問題について広くお話したいと思いま
す。私事になりますが、東京医科歯科大学
に身を置きながら、一方で日本赤十字社の
本社の血液事業の経営委員を拝命しており
ますので、その立場でもお話し申し上げま
す。
　現在、この輸血療法委員会は、１県ぐら
いまだ未設置かもしれませんが、ほぼすべ
ての各都道府県に設立されました。これに

基調講演「輸血製剤の使用状況と
それに影響を与える因子について」

東京医科歯科大学大学院　　　　　　　　　　
医歯学総合研究科　教授　河　原　和　夫　

【座　　長】
　熊本大学医学部附属病院の米村です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。基調講
演に入る前に、皆様のお手元に「輸血療法の指針」の改訂版がございますので、よく読ん
で参考にされてください。それからもう一つ、輸血学会の８月号に載っている「輸血過誤
の現状と対策」という私が書いた総説で、毎年皆さんに来ています輸血アンケート調査の
最近のまとめです。先ほど井上さんから「看護師からみた当院の輸血安全対策」というお
話がありましたが、どういった場合にミスが起きるのかを書いていますので、ぜひご参考
にされてください。
　それでは、基調講演を始めたいと思います。今日は河原和夫先生に基調講演をお願いい
たしました。河原先生のプロフィールをご紹介いたしますと、昭和55年に神戸大学部の法
学部を卒業と同時に、長崎大学の医学部に入学され、昭和61年に長崎大学を卒業。厚生省
の健康政策局計画課に入られまして、その後国立病院医療センター（現国立国際医療研究
センター）の情報企画課長などを経て、最終的には平成10年９月に厚生労働省の医薬安全
局血液対策課で課長補佐、これは輸血の関係で我々がお世話になっているところですが、
平成12年の４月に現在の東京医科歯科大学大学院の政策科学分野の教授になられ、現在13
年目ということです。先ほどアルブミンの話がありましたが、本日はアルブミンを含めた
「血液製剤の使用状況とそれに影響を与える因子について」ということで講演をお願いし
ています。先生、よろしくお願いいたします。
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ついては血液製剤の適正使用を進める観
点、あるいは輸血医療の安全性を向上させ
る観点から、非常に重要な役割が期待され
ています。日赤本社でも、この会議を運営
するにあたって、相応なる支援をしていこ
うと言っています。もちろん、財政的な支
援も含めてですので、ぜひ今後発展してい
ただきたいと思っています。それからもう
１点、輸血療法委員会の会議はどうしても
薬の観点になってしまいますが、来年４月
に医療計画が改定されるので、各都道府県
で現在その作業が行われています。その中
に、血液製剤の項目があります。血液製剤
について、各都道府県がどう記載している
かというと、献血者の確保とだけしか書い
ていない都道府県も結構あります。一歩進
んで献血者の確保と適正使用推進まで書い
ているところもあります。さらに踏み込ん
で、合同輸血療法委員会の設置や強化まで
書いていただくと、薬の問題を離れて、医
療法に基づいた医療計画の規律内容にもな
りますので、よりこの会議が強化されると
思います。ですので、もし医療計画に関係
ある方がいらっしゃれば、熊本県の医療計
画も来年４月の実施に向けて改訂作業中で
すので、血液製剤については、献血者の確
保、プラス適正使用、プラス合同輸血療法
委員会の設置や機能強化、などを盛り込ん
でいただけると、薬事上の観点以上に医療
法上の観点も出て来るので、より医療の中
での位置づけが強化されると考えていま
す。

　それでは、本論の方に移りたいと思いま
す。少し法律関係の話を出しましたが、日
本の血液事業は、血漿分画事業を含めて２
つの法律があります。１つは、ご承知と思
いますが薬事法。これは、薬全般の法律で
す。もう１つは、血液法です。これは名称
を省略していますが、正式名は「安全な血
液製剤の安定供給の確保等に関する法律」
ですね。適正使用の問題は、安定供給の確
保等の中に含まれています。

24 10 27
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　血液法の中には、国内自給や安定供給の
確保、適正使用などが基本理念として含ま
れているのです。薬事法の中には、生物由
来製品、特に血液製剤は特定生物由来製品
なので、使用記録の保管などが強化されて
います。市販後の対策の充実強化、いわゆ
る市販後調査などが、血液法と薬事法の２
つを土台にして血液製剤の安全対策や安定
供給などが論じられているわけです。実際
の輸血の現場では、血液製剤等の生物由来
製品を使用する際のインフォームド・コン
セント（説明と同意）があります。これは
薬事法に基づくものですが、現在は義務規
定ではなく努力規定になっています。日本
の医療関係の法体系の中で、インフォーム
ド・コンセントが取り入れられたのは、平
成９年ごろの改正医療法です。あくまで、
それも努力規定です。次に、先ほど述べま
した薬事法の中で生物製剤を使う場合のイ
ンフォームド・コンセントが規定されてい
ます。今までハードの部分、構造設備や人
員配置の問題しか規定していなかった医療
法や薬事法の中で、初めてソフト的な部分
が入ってきたという意義は大きいと思いま
す。努力規定ですので、医療現場ではなか
なか実施されていないのが実態だと思いま
すが、法体系としてはこういう形になって

います。

　まとめになりますが、血液法は、安全性
の確保と安定供給、それから公正の確保、
透明性の向上が法目的ですね。薬事法は、
さっき言いましたように市販後対策や安全
性に関すること。その両輪で成り立ってい
ます。繰り返しになりますので端折ります
が、もう１つどういう特徴があるかという
と、血液法は国家の絡みが非常に強い。た
とえば血液法第九条の中に、「厚生労働大
臣は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を定める
ものとする」ということが書かれています
ので、すべて厚生労働大臣の裁量にありま
す。

　スライドでは赤で書いている「六．血液
製剤の安全性の向上に関する事項」。これ
は非常に政治介入を招きやすい規定で、３

I.C.

5

6
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年前の民主党のマニフェストの中に、新型
インフルエンザ対策がありました。その中
に、血液製剤の不活化（輸血用血液製剤の
ウイルス低減化）が入っていたのですね。
おそらくロビー活動だと思いますが。こう
いう厚生労働大臣に一括した権限を持たせ
ているということは、この部分は非常に政
治介入により動きやすい項目になるという
ことです。

　次に「需給計画」。これは、使う方と確
保する方。これも輸入量の設定からすべて
厚生労働大臣が毎年需給計画を立てるわけ
です。「三．当該年度に確保されるべき原
料血漿の量の目標」とありますが、例えば
現在、国内の献血の原料血漿は95万リッ
トルです。数年前は100万リットルだった
り、105万リットルだったり、国のオー
ダーが毎年変わるのですね。足りないから
105万リットル集めろ、と言っていたのに
翌年は95万リットルでいいと言われると、
今までせっかく集めた献血者に対して断ら
ざるを得ない。ですので、日赤の事業に
とって非常に経営方針が立てにくい因子が
混じっているのです。

　そういう需給計画に基づいて、都道府県
や市町村などの現場レベルで、あるいは日
本赤十字社を巻き込んで、「献血推進計
画」を立てていくわけですね。その中で、
現場レベル、都道府県レベルでどれくらい
の目標量を確保するのか。原料血漿が95万
リットル必要だと国が言ったら割り振りし
ていくわけです。それに従って、献血バス
を走行させ、献血ルームを開館しているわ
けです。ちなみに、東日本大震災が発災
したとき、福岡の献血ルームは７時間待ち
だったそうですが、それでも帰らずに待ち
続けた善意の献血者がいらっしゃったので
採血を行ったそうです。ルームによって
は、例えば17時までの開館時間を16時まで
にするなど、東日本大震災の直後は献血
ルームなどのオープン時間をかなり調整し
ました。血液は生ものですから、殺到する
と廃棄せざるを得ないので、阪神淡路大震
災の時は非常に困りましたが、今回の東日
本大震災の時にはルームの開館時間バスの
運行時間を調整して、需給調整を行いまし
た。ちなみに、ニューヨークの貿易セン
タービルが崩落した９．11事件の時は、
ニューヨーク赤十字はかなりの献血者の血
液を廃棄したのですね。献血者が行列を
作っても断れずに、裏ではかなり廃棄して

7

8
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いました。生ものであること、献血者の善
意であることの両立が非常時に困難になっ
た一つの事例です。

　次に、「採血業務の事業計画」です。採
血を計画的に行うわけです。この辺りは同
じですので端折りますが、要するに、国家
管理的な経済的な色彩が非常に強い中で、
血液事業は成り立っているのです。

　アメリカ合衆国はどうかと言うと、今日
もこれからちょっと話題にしたいと思いま
すが、アメリカの赤十字は、輸血用血液製
剤は作っていますが、余った原料血漿は、
バクスター社などに売っています。スライ
ドはウィスコンシン州にあるバクスター社
の採血所（採漿所）です。採血所兼トレー
ニングセンターです。ウィスコンシン州の
同センターがある町の人口は、約５万～10
万人です。ニューヨークやロサンゼルスな
どの大都市にはないのですよ。住民の感染
リスクが高いので、アメリカの採血所は人
口約５万～10万人の農村地帯に立地してい
ます。農業に従事している住民は、なかな
か現金収入が入らない。同センターで売血
すると、１回5,000円もらえます。週２回
まで売血できる。だから、１か月に４万円
もらえるわけですよ。農家の人にとっては

9

11
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現金収入として非常にありがたいわけで
す。同社にとっても、人口約５万～10万人
の町で農業をしていて真面目だから、感染
症のリスクも低いだろうということで立地
しているのです。こうしたところで採血さ
れた血液がいろいろ加工されて日本にも
入って来ているのです。

　今のは売血の例ですが、1975年のWHO
勧告で、自分の国で必要な血液は、自分の
国で献血を推進して確保しましょうという
ことが決議されています。また2010年にも
同様の決議がされているのですね。この決
議には日本の働きかけもかなりあった反
面、日本が一番血液を輸入しているのでは
ないかと冷ややかな目でも見られていたそ
うです。日本はこの２つの決議は倫理的
に基づいたことで報道されていますが、
WHOの委員会でも献血・非献血の定義や
血液製剤の定義をめぐってかなり激論が
あったそうです。必ずしも穏便な議論でこ
ういう勧告が出ていないのですね。世界的
にはアメリカやヨーロッパの企業が売血を
していて、それが産業として成り立ってい
ます。献血と国内自給は相反するので、国
際的にかなり激論がありました。そんな中
で、日本の血液事業は献血による国内自給
が叫ばれ展開されています。

　「血液製剤の使用状況」を見ていきます。
平成19年ごろから、あらゆる製剤の使用量
が上がってきています。赤十字では採血量
や製造量を予測しないといけないのです
が、この予測式がなかなか上手く立てられ
ない。現在も委員会を作ってやっています
が、過去の実績で線を引いていってもずれ
てくるし、なかなか予測が上手くいかない。

　赤血球は、平成19年を境に伸びてきてい
ます。

1975 WHO WHA28.72

2010 WHO WHA63.12
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　同じく血小板も、平成19年までは漸減傾
向にありましたが、平成19年を境に増えて
きています。

　血漿（FFP）に関しても、同じように平
成19年を境に増えてきています。これがな
ぜかという仮説があります。後ほどアルブ
ミンも出てきますが、DPC（診断群分類
別包括制度）に移行した病院が増えたので
はないかとか、手術件数が病院の経営上か
なり増えたのではないかとか、いろいろ仮
説があります。あるいは、今まで適正使
用、適正使用と言われて、かなり圧力がか
けられてきた中で限界を迎えた反動ではと
言う人もいますが、実態はまだ分かりませ
ん。どのような因子が関与しているのかと
いう実態は特定できませんが、DPCや手
術件数の増加など、いろいろな要因が絡ん
でいると思います。

　アルブミンは、今から20年～30年前には
世界の生産量の３分の１を日本が使用して
いました。吸血鬼と国際的に非難を受け、
それから適正使用がどんどん進んでいきま
した。昔と比べればかなり減ってきていま
す。こちらは、少し古いですが、2006年に
アルブミン製剤をどれくらい使っているか
というデータです。赤血球は、日本が人口
1,000人あたり22.7単位で米国、フランス、
英国、ドイツより少なくなっています。血
漿は、アメリカよりちょっと少ないくらい
です。血漿対赤血球の比は、日本が0.47、
アメリカが0.29。アルブミンは日本が41単
位で、アメリカが110単位と、アメリカの
方が多くなっています。ただ、フランスが
13単位、英国が８単位、ドイツが９単位と
いうことを見れば、まだまだ日本は多い。
このグラフは血液製剤調査機構のHPから
引用していますので、少しデータが古いで
すが、HPで見ることが出来ます。赤血球
製剤が他の国より安く、血漿（FFP）が高
いという日本の特徴がこのデータにも表れ
ているのかもしれません。日赤の主たる収
入源は血小板製剤です。

　このスライドは2009年の「都道府県別ア
ルブミン製剤使用量」ですが、熊本県が全
国で一番多いですね。３年前は熊本県の一
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番使用量が多かったのです。その後どう変
化したかについては、後のスライドで出て
来ます。

　これも2009年ですが「都道府県別新鮮凍
結血漿使用量」も熊本県は全国で７番目に
多いという状況でした。現在、日本では国
内自給を目指していますが、日本でどれが
自給できるのでしょうか。

　アンチトロンビンⅢやハプトグロビン、
トロンビン…などはずっと100％自給され
ていて、血液凝固第Ⅸ因子なども97％と高
い自給率です。けれども、組織接着剤が
45％など、後は非常に自給率が下がってい
ます。２％や０％などもあり、これらの製
剤は当然輸入になります。これらの製剤も
すべて100％自給しようとすると、なかな
か大変なことで不可能に近いと思います。

　これは少し見方を変えた虎の門病院の牧
野茂義先生のグラフです。こういう形です
が、内容はさっきと同じです。上の方は
100％自給している、下の方の特殊な製剤
は自給されていない。

　遺伝子組み換えなどでカバーしています
が、それでもまだ自給されていないものが
あります。

　「アルブミン製剤の国内自給率」を見て
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みると、2007年に63％、2010年に58％と下
がってきています。これは、一つに外国の
アルブミン製剤の方が安いという内外価格
差があります。それから、円高の恩恵を
受けた割引が大きい。また、もう一つの
理由は、DPC（診断群分類別包括制度）
を導入している病院はなるべく安い物にし
ようという動機が働いて、国内産より海外
メーカーのものを使うということです。厚
生労働省の中では血液対策課は「国内自給
を目指しましょう」と言い、別のところで
は「DPCを普及させましょう」と言って
います。厚生労働省内で政策のすり合わせ
がされていないのです。その結果、日本の
アルブミン製剤の自給率はなかなか100％
に届かない。むしろ減ってきている状況で
す。

　「アルブミン製剤の供給状況と国内自給
率」を見ると、国内自給率はどんどん伸び
て62.8％までいった後、下がってきていま
す。最新のデータでは56％ぐらいです。供
給量は、適正使用が進んでどんどん減って
きました。国内血漿由来のこの部分ですよ
ね、それが大体６割前後になっています。
これは平成19年とあまり変わっていないで
すね。輸血用製剤に関しては平成19年が一
つのピークになっています。

　それから、「アルブミン製剤の国内自給
率の低下の要因」は、さっき申し上げたよ
うに、内外価格差やDPC（診断群分類別
包括制度）導入施設の増加、平成19年を境
にした使用量自体の増加です。もしイン
フォームド・コンセントを徹底すれば、患
者は当然献血由来で採血国日本というもの
を選択すると思います。経営の問題とイン
フォームド・コンセントが複雑に絡み合っ
ています。それから、選定に関しては価格
の問題がやはり影響するという医療機関が
多々あると思います。

　それから「国産と海外アルブミン製剤の
価格差」です。これも虎の門病院の牧野先
生からいただいたスライドですが、国内、
海外の５％アルブミン製剤でこれだけ価格
差があります。25％アルブミン製剤でも差
があるので、病院の経営上、海外のものを

DPC

2008

5% 25%

1507 1779

22 4 1
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選ぶ病院が出てきています。５％アルブミ
ン製剤で１本当たり平均1,507円、25％ア
ルブミン製剤で1,779円という価格差が明
らかに影響していると思います。

　これは、「血液製剤価格の比較」です。
白血球除去赤血球、新鮮凍結血漿、血小板
の表ですが、赤血球は、日本はアメリカ
と同じぐらいの価格です。新鮮凍結血漿
（FFP）が高いですね。

　フランスと比較すると、白血球除去赤血
球は日本では１万6,338円、フランスでは
２万1,418円ですが、これはまだ為替で換
算して金額を揃えただけですので、これが
実際どれくらいの経済負担になるのか為替
を揃えただけでは判断できません。そのた
め現在、購買力評価というものを使って計
算しようとしているところです。少し見に
くいですが、フランスでは、新鮮凍結血漿

（FFP）が１リットル当たり５万168円。
成分由来原料血漿は１リットル当たり１万
2,804円、全血由来原料血漿は7,915円。日
本では、原料血漿が１リットルあたり１万
1,150円に対して、新鮮凍結血漿（FFP）
は７万3,788円。原料血漿はフランスと大
体同じですが、新鮮凍結血漿の価格は差が
出てきています。各国でこういう価格差が
あります。繰り返しになりますが、日本の
輸血用血液製剤は、赤血球が比較的安く、
新鮮凍結血漿が高いという構造になってい
ます。

　次に「20％アルブミン製剤の薬価の推移」
です。薬価はどんどん減少しているのと、
円高による値引きができることで、海外の
メーカーが非常に優位な状況にあります。

　「アルブミン製剤の国内製品と輸入製品
に関する品質比較」については、現場で使
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Na mg/ml 2.0 2.8 3.1 3.4

Cl mg/ml 0.1 2.1 2.3 3.4
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われている先生方が一番詳しいと思います
が、海外製品と国産製品でどれだけ品質に
違いがあるかを牧野先生が調べられていま
す。海外製品は混入蛋白質が多いのではな
いかという違いがあります。これは血液製
剤の表示ですね、特定由来成分で献血由
来、採血国日本。本当はこういう情報をも
とにインフォームド・コンセントを取らな
いといけません。

　これは、地元の化血研のアルブミンで
す。これにも献血由来、採血国日本と書か
れています。

　バイエル薬品の写真は持ってきていませ
んが、バイエル薬品の添付文書（非献血）
に、「献血または非献血の区別は製剤の安
全性の優劣を示すものではありません」と
書かれています。また、厚生労働省の医薬
局が平成15年に出した通知にも「安全性の

優劣を示すものではない」と書かれていま
す。これが後々どういう影響を及ぼすか
ということについては、TPP（環太平洋
パートナーシップ）とも絡んでくるので後
ほどお話します。献血を推奨しようとして
いますが、では効能はどうかというと、違
いがないと添付文書に明記されているわけ
です。

　これは、「赤十字血液センターに報告さ
れた血漿分画製剤の投与による副作用」で
す。当然、赤十字アルブミン20％では感染
症の報告はありません。

　日赤ポリグロビンN５％でもこういう報
告があります。

( ) 25“ ”

( 15 5 15 0515020

1

2 15 7 30
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　それから、「DPC導入病院数とアルブ
ミン国内自給率」です。導入病院がどんど
ん増えてきましたが、その頃から自給率が
下がってきています。これが関係している
のかどうか、本当はもっと厳密に検証する
必要がありますが、DPC（診断群分類別
包括制度）による経営や国内外の価格差に
より、自給率に影響してきているのではな
いかと推測されます。

　それから、「DPC導入の有無によるア
ルブミン自給率の差異」です。300床未満
で、DPC（診断群分類別包括制度）導入
のところは自給率が下がっています。同じ
く300～499床、500床以上も下がっていま
す。おそらく有意差を出せば明確に表れる
と思います。

　医療機関等に対して出されるガイドライ
ンの影響力ですが、わが国ではあまり影響
を及ぼしていないのではないでしょうか。
私が厚生労働省にいた時、イギリスでコク
ランレポートというものが出されました。
非常にクリティカルな状況でアルブミンを
使った時、かえって死亡率が高かったとい
う報告がイギリスの大衆紙サンにまで書か
れたのです。当時、イギリスでコクランレ
ポートが発表された直後のアルブミン使用
量は通常の約40％にまで落ち込みました。
日本ではちょうど同じ時期に、全国の血液
製剤の使用状況調査が行われました。実際
に調べると、コクランレポートとは何の関
係ありません。使用量が全然変わっていな
いということで、こういうガイドラインが
どこで効果があるのか見えないわけです
ね。政策を誘導する意味では、むしろお金
が絡む診療報酬の方が効果的です。喘息な
どの治療に関してはガイドラインがかなり
役立って、重症率が減ったり生存率が伸び
たりしていますが、疾患によっては、ガイ
ドラインが出されることで減ってくること
もあります。使用量に関してはガイドライ
ンの有効性をもう一度検証しないといけな
いと思います。むしろDPC（診断群分類
別包括制度）などお金が絡むような政策の
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方が、この使用量を上下させる要因として
大きいと思います。

　これは2010年の「アルブミン使用量の多
い順（全国）」。さっきの１年後のデータ
です。熊本は2009年には全国で一番でした
が、2010年には10数位まで順位を下げてい
ます。かなり１年で成果が出て、大体平均
値まで下がったわけです。そういう意味で
は、皆さん非常に努力されたと思います。

　次に、日本赤十字社血液事業本部の平成
22年度輸血用血液製剤需要予測特別委員会
（最終報告）を見ていきたいと思います。

　「１．診療報酬明細書（レセプト分析）
の分析について」です。先ほどの日赤の血
液事業の問題は、どれくらいの使用量があ
るかを予測しないと経営ができません。世
間ではこんな会社ないですよ。予測もろく
に立てられずに戦略を立てろと言っている
のと同じです。本社内でも委員会を設置し
ていろいろ試してみましたが、レセプトを
使った場合も、主疾患が記録として残るの
で、輸血が必要となった疾患名が把握でき
ないので、輸血の実態が分かりません。で
すので、レセプトを使った使用量予測も困
難なのです。

　「２．供給上位の医療機関別供給状態に
ついて」ですが、上位100位～500位の医療
機関が、全国の血液製剤をかなり使ってい
るわけです。上位300位以上であれば、何
らかの関係が出そうなので、現在それを検

2010
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1
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(1)
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討中です。

　それから、「３．輸血医療における実態
の把握」です。虎ノ門病院の牧野先生の研
究では、１患者あたりの血液使用量は減少
傾向にありますが、１病床あたりの血液使
用量が増加しています。これは病床の利用
率が上がったためかもしれません。つま
り、在院日数が短くなると、必然的に病床
の利用率が上がるからです。ですので、１
人あたりは減少していますが、１病室あた
りの使用量は増加しているという実態があ
ります。

　血液製剤の使用量は平成19年ごろから逆
転に転じています。特に、輸血用血液製剤
の使用量が増えています。

　次に、「製剤別年間供給量の推移」です。
こういう形で平成19年を境に、輸血用血液
製剤の供給や使用が増えてきています。

　次に「アルブミン製剤投与患者」につい
てです。DPC（診断群分類別包括制度）
を見れば、アルブミンに関してはいろいろ
な適応例が指針でも決められています。投
与患者割合が最も多かったのが、弁膜症、
次いで肝・肝内胆管の悪性腫瘍、非破裂性
大動脈瘤、腸骨動脈瘤です。DPC（診断
群分類別包括制度）を分析すれば、こうい
う結果が出てきます。
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　また、アルブミンを含めた分画製剤は、
国内では４社、日赤の血漿分画部門とベネ
シスが統合したので、現在は国内３社で
作っています。もちろん海外メーカーから
も輸入していますが、厚生労働省の血漿分
画製剤の供給のあり方に関する検討会の中
間報告で国内メーカーを統合して「経営効
率を上げましょう」という提言が出された
からです。それで今年10月１日から、日本
赤十字社血漿分画事業部門と株式会社ベネ
シスが統合して、「一般社団法人　日本血
液製剤機構（JBPO）」がスタートしまし
た。

　「血漿分画製剤の国内市場」を見ると、
日赤の売り上げは約100億円という市場で
す。国内３社合わせて約692億円です。平
成12年と平成19年の伸び率を比較すると、
自給率の減少と同じくむしろシェアを下げ

ています。これに対して、海外メーカーが
シェアを伸ばしています。それはやっぱり
内外価格差と円高による値引き、それから
DPC（診断群分類別包括制度）の問題が
出ています。

　スライドの「内・外資血漿分画事業の比
較」を見ると、日本は30万リットルに対し、
海外は100万リットル以上と生産スケール
が全然違います。

　さらに具体的に「血漿分画製剤製造企業
の規模」を見ていくと、Ａ社・日赤、Ｂ
社・ベネシス、Ｙ社・例えば化血研、Ｚ
社・日本製薬がそれぞれ30万リットル。合
わせても120万リットルです。これに対し
海外メーカーは、Ａ社だけで530万リット
ルです。さらに上位の企業が統合して、経
営規模を拡大しようとしています。日本は
４社合わせてもせいぜい120万リットル。
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国内自給のマーケットも限られています。
そんな中で厚生労働省は「統合して経営効
率を上げましょう」と言う。私はこの提言
は非常に無責任だと思います。統合するこ
とによって生産能力や製造効率が本当に向
上するのかということを、この委員会は
もっと証拠を出して科学的根拠に基づいて
言わないといけないと思います。日本と海
外では生産規模自体が違うのに、厚生労働
省はそうなるのではないかという願望か何
か知りませんが、感覚で言っているとしか
思えないわけです。

　それから、これは免疫グロブリンの自給
率です。免疫グロブリンは94％国内自給し
ています。他の国は、たとえばオーストリ
アは輸出に回していますね、同国の自給率
は224％です。チェコは477％です。100％
を越えている国は、売血事業も入って輸出
に回していると考えていいと思います。免
疫グロブリンがほぼ自給されているのに対
し、アルブミンは現在約56％です。遺伝子
組み換えのアルブミンなどは置いといて、
アルブミンを国内自給しようとすれば、
もっと原料血漿を採らないといけない。そ
うすれば、免疫グロブリンが余ってきま
す。連産品構造と言って、免疫グロブリン
を作れば、アルブミンも同時にできます。

連鎖反応みたいな形で、クリオ製剤や凝固
因子製剤もできます。例えば、すべて同時
に国内自給を100％にするのは無理なので
す。どの製剤をターゲットにするかによっ
て、集める原料血漿の量が変わってくるわ
けです。それが血液事業の難しいところで
す。ですから、もし国内自給しようとすれ
ば、免疫グロブリンにターゲットを置いて
100％達成しようとして、その状況ではア
ルブミンが６割しか国内自給できなかった
ら、後の４割は遺伝子組み換えのアルブミ
ンでカバーするなどしないと無理なのです
ね。ですから、他の国もそうです。アメリ
カが日本に輸出しているのは、余っている
からです。どうしても連産品構造で連鎖的
に作られて余ってくるので、それを輸出に
回しているという状況です。だから、非常
に苦しいのは、国家管理的に自給計画が立
てられて原料血漿を95万リットル集めろと
言われて集めると、免疫グロブリンはほぼ
自給できるけど、アルブミンはまだできて
いないのです。それでアルブミンを集める
と、免疫グロブリンが大幅に余ってくる。
本来は輸出に回さないといけないのです
が、それは許されていないわけです。です
ので、問題点としては、アルブミンの自給
率がいろいろな影響で減少していること
と、それから分画製剤の工場は、日赤とベ
ネシスが統合しても60万リットルですよ。
今４社ありますが、利益率がどれくらい
かというと、約3.5％です。病院に例える
と、国公立病院の昨年の利益率が、補助金
があって１％ですよ。500床以上の病院の
利益率が約１％。良くて約３％、非常に良
いところで約５％。利益率が３％ある病院
でも、新しい医療機器などの投資はなかな

Self-Sufficiency: Key Assumption and Outcome

Country

Population
(million)

Plasma for
Fractionation
Liters(1,000)

IVIG/Subcu.
Kilograms(Market
Data)

Plasma
Volume
required
Liters(1,000)
3g/L

Degree of Self-
sufficiency
Percent
3g/L

Argentina 41,200 105 288 96 110%
Austria 8,344 470 630 210 224%
Brazil 192,500 150 1,020 340 44%
Canada 33,700 250 3,807 1,269 20%
China 1,324,700 3,200 10,000 3,333 96%
Czech Republic 10,429 350 220 73 477%
France 59,400 1,020 4,323 1,441 71%
Germany 82,360 2,600 2,690 897 290%
Greece 11,200 30 610 203 15%
Hungary 10,130 80 95 32 253%
India 1,149,300 60 680 227 26%
Italy 58,100 690 3,015 1,005 69%
Japan 127,500 1,040 3,302 1,101 94%
Norway 4,769 55 124 41 133%
Poland 38,500 190 430 143 133%
Russia 141,800 240 540 180 133%
Spain 39,300 340 2,445 815 42%
Sweden 9,221 150 505 168 89%
Switzerland 7,600 90 370 123 73%
United States 306,700 20,300 37,025 12,342 164%

Source: PPTA, Marketing Research Bureau (MRB) 
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かできないわけです。だから分画事業も、
利益率が約３％で新しい事業を導入して、
投資して、新工場を作って世界の企業と張
り合うことは非常に難しいわけです。

　「血漿分画事業の問題点」としては、薬
価の恒常的下落傾向、DPC包括評価制度
の普及・総価山買いの慣行、遺伝子組み換
えアルブミン供給の停滞などがあり、４社
を１社に統合しただけではなかなか大変
であるということがお分かりいただける
と思います。それから、TPP（環太平洋
パートナーシップ）のことを述べました
が、関税がゼロになれば農業がつぶれるな
どという議論がありますね。それからもう
一つは、日本の皆保険をアメリカが潰そう
としているという主張もあります。たぶん
アメリカは日本の皆保険を潰そうとしない
でしょう。それは、韓国とアメリカが結ん
だ米韓FTA（米韓自由貿易協定）を見て
も、韓国の医療制度を残すということで合
意しているからです。TPPの交渉内容は
日本が参加していないから情報がなかなか
入ってきませんが、現在「日米経済調和対
話」というものがあって、日本とアメリカ
がそれぞれ問題点を出し合っています。そ
の中に血液製剤のことが出ています。

　国内自給や表示（採血国日本、献血や非
献血など）などがアメリカの関心事項に
なっています。TPPの交渉に日本がもし
参加すれば、当然アメリカは「日米経済調
和対話」の問題を出してきます。例えば
TPP（環太平洋パートナーシップ）で交
渉する時、「日米経済調和対話」でも俎上
に上がっていますが、血液製剤を名指しし
てくると思われます。ですから、必然的に
議論に上がります。私はTPPの賛成・反
対はここでは言いませんが、TPPは資本
の自由移動や投資協定など全部で21分野あ
ります。関税だけではないのですね。です
から、総合的に判断して、国益に叶ってい
たら結んでもいいし、叶っていなかったら
結ぶべきではないと思います。農業や皆保
険だけを取り上げて判断するのは危険だと
思います。

21 59%

30 40 L

4

DPC

UNITED STATES-JAPAN ECONOMIC HARMONIZATION INITITAIVE
2011 2 
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　ただ、血液製剤が交渉の矢面に立ってく
る状況にはあります。

　そして、血漿分画製剤などが作られてい
る日本血液製剤機構の千歳工場は、血漿分
画製剤の製造に適した地です。豊かな伏流
水、北海道の広大な敷地、それから物流拠
点としての立地。気温が低いことは、エネ
ルギーを消費しないということです。こう
した条件が揃っているのですね。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/1/0127_01.html
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　「輸血管理料」については先生方が詳し
いと思うので割愛していきますが、安全な
血液製剤を安定供給しようという趣旨で、
診療報酬などの中に入れられて、実際にお
金をつけて政策を誘導していこうという例
ですね。

　「輸血管理料の取得別の血液使用状況」
を見ていきますと、赤血球製剤（RBC）
は輸血管理料ありです。ありの方が多いわ
けです。血小板製剤も輸血管理料ありの方
が非常に多いですが、血漿製剤（FFP）は
輸血管理料なしの使用量の方が多い。血漿
製剤（FFP）と赤血球（RBC）の比は、
当然ですが輸血管理料を取っていないとこ
ろが高くなっています。それからアルブ
ミン製剤（Alb）も同じです。アルブミン
（Alb）と赤血球（RBC）の比率も、とっ
ていないところは当然高くなっています。

　次に「病床数別の血液製剤使用状況」を
見ると、病床数が多くなれば使用量はそれ
ぞれ増えています。これは、病床数が多く
なると医療機能が高度化するためです。
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　「輸血管理体制の整備状況」が、この５
年間でどれくらい進んだかですが、輸血業
務の一元管理は47.2％から71.2％まで整備
状況が進んでいます。全体的に見ると、整
備状況は進んでいます。輸血学会の調査の
報告ですが、全体的に輸血管理体制は整備
されてきています。

　それから「施設規模別の輸血管理体制の
比較」です。輸血業務の一元管理、輸血責
任医師の任命、輸血担当検査技師の任命な
どについても、病床別に見るとそれぞれ伸
びてきていますね。

　「輸血管理体制の整備状況（都道府県
別）」を見ると、一元管理、輸血責任医師
の任命、輸血責任技師の配置、24時間体
制、輸血療法委員会の設置を都道府県別に
見ると、熊本県はまだこれから発展が期待
されるところだと思います。

　次に、2010年の「都道府県別の輸血管理
料取得率」です。熊本県は下からの方が早
いですか、平均にはまだ届いていないです
ね。
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　これは「施設におけるアルブミン製剤の
採用状況」です。20％アルブミン製剤や
25％アルブミン製剤は、国産を使用してい
る施設が多いわけです。

　「アルブミン製剤採用を決定している部
門」ですが、採用の決定で最も多いのは薬
剤委員会。輸血部門は、大きい病院では増
えてきていますが、まだ少ない状況です。

　「輸血時のインフォームド・コンセン

ト」は、先ほどの例にもありましたが、献
血・非献血の表示や原産採血国表示など
が、TPPの問題などで出て来る可能性は
十分にあります。特に、日本やアメリカな
どの採血国、献血・非献血という表示は、
こういうところに該当します。アメリカ
は、こういう基準が非関税障壁ではないか
と言っているわけです。

ICIC
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3.
4.

5. (
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8.
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　それから、血液製剤の安全性です。これ
は千歳の工場ですが、こういう形ですべて
厳密に管理されています。ですから、安全
性は３つのＢ型およびＣ型肝炎、HIVの感
染はまず考えられないと思います。

　

　以上です。
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【座　長】
　ありがとうございました。せっかくの機会ですので、質問はございませんか。幅広いお
話をしていただいて、知らないことも結構あったのではないか思いますが、TPPの話から
血漿の各製剤がどのようになっているかという話までしていただきました。はいどうぞ、
内場先生。

（質問者１）
　凝固因子を連産品として考えると結構な金額になっています。しかし来年くらいから第
Ⅸ因子はロングアクティングなものが出てくるでしょうし、また第Ⅷ因子もリコンビナン
トに切り替わり血漿分画製剤の使用は減ってくるだろうと思われます。その一方で、フィ
ブリノゲン製剤の方は、一部の輸血の人たちが使え使えと言い出していて、その一方でラ
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インはできていないし、収益率も5.3％しかないということで、これが逆に不必要なライ
ンがあって、フィブリノゲンのラインができていない状況で、供給体制が価格に影響する
ということはないのでしょうか？ 

【河原先生】
　それは当然出てくると思います。それともう一つ、日赤の千歳の血漿分画製剤部門とベ
ネシスを統合した利点の一つは、Ⅷ因子に関しては両方できていますが、ベネシスはフィ
ブリノゲン製剤を持っているので、うまく特許を組み合わせて効率的にできるのではない
かと少し期待しているのですけどね。いずれにしても、生産規模が非常に小さく、企業の
経営としては非常に大変で、それが価格などに影響してくるのは当然考えられます。

（質問者１）
　実際に適用がない症例にフィブリノゲン製剤をがんがん使い出しているような気配が
あって、熊本の場合、やめるように言っているのですが、実際に本当に必要な無フィブリ
ノゲン血症の人たちに数年前に供給できないという事件が起こりましたが、それは何とか
なりそうなのでしょうか。

【河原先生】
　連産品構造なので難しいですね。繰り返しますが、何に重きを置くかによって全然違う
ので、もしすべて自給しようとすれば、献血者が足りないですよね。それで、血液製剤が
たくさん余ってしまいます。その辺りは何が何でも国内自給だ、献血だというのは難しい
ので、輸入のことも考えていかなければいけないと思います。地元の化血研にお願いした
いのは、企業規模を拡大したいので、機会があればぜひ参加をよろしくお願いします。

【座　　長】
　他に何かございませんでしょうか。

（質問者２）
　基本は国内自給というのは正しいと思いますが、一方で今のような状況では、日本の血
液製剤を輸出するという発想は日赤にあるのでしょうか？

【河原先生】
　それはタブーでしょうね。ただ、日赤の血漿分画製剤部門が別会社になったので、むし
ろ議論しやすいと思います。日赤はもう作っていないので…。ただ、血漿分画製剤はまだ
日赤のブランドで売っていますけどね。
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（質問者２）
　では日本の血液製剤メーカーは、輸出に全く熱心じゃないのですか。

【河原先生】
　今は血液製剤は貿易管理令の対象品目ですね。それを緩めていただいて、例えば製造規
模を拡大するためだったら、東南アジアの原料血漿を日本でアウトソーシングして精製し
て返すという方法もあります。そうすれば、120万リットルが500万リットルになる可能性
もありますが、実際アジア諸国を調べてみたら、そこまでまだ余裕がないのですよ。まだ
検査の段階で、検査レベルを上げたいということです。それからもう一つ、シンガポール
のベンチャー企業が非常に小さなコンテナぐらいの大きさの分画の製造キットを開発しま
した。フィリピンはそれを導入しようとしています。ですので、アメリカなどから特許を
買って、日本で分画することは非常にコストが高いのです。ベンチャー企業を採用しなく
ても、例えば日本またはアメリカのバクスター社に分画の精製を依頼するとしたら、アジ
アの国は日本より安いアメリカにいくと思うのですよね。ですので、根本的に血液製剤の
血液事業の国家戦略をどこかで議論しないといけないのですが、がんじがらめになってい
て、自給の問題や献血の問題、自給計画など、国家管理が強くて上手く展開できない状況
だと思います。

【座　　長】
　ほかに何かございませんか。では私の方から１つだけ。最後のスライドで、都道府県別
の「輸血管理体制の整備状況」と「輸血管理料取得率」というのがありました。熊本県は
どちらも下から４～５番目だったと思いますが、この２つは比例しているのでしょうか。
管理体制の整備状況で下位の県は、管理料取得率でも下位だったのですよね。熊本県はア
ルブミンの使用も多いですし、これらに直結するのでしょうか。熊本県も少しずつアルブ
ミンは減ってきていますから、今から少しずつ順位が上がっていくのかなと思いますが、
そういったことでこのグラフを出されているということでよろしいでしょうか。

【河原先生】
　はい。そういうことと、もう一つは何県かの合同輸血療法委員会に出席しましたが、非
常に当たり障りのない話で、議論をしないような県もあります。だから、今日の熊本県の
場合は、一般講演を含めて踏み込んだ議論をしておられると思いますので、ぜひ論点を突
き詰めて解決策を模索するように議論を進めていただければいいのではないかと思いま
す。

【座　　長】
　ありがとうございました。この会に意味があることが良く分かった気がいたします。他
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に何かございませんか。今日は河原先生の基調講演と、４人の方の一般講演、そして輸血
療法の向上に向けてということで鈴島先生にも音頭をとっていただきました。今日は本当
に雨で天気が悪い中、皆さんに集まっていただきどうも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　

　本日はお休みの日にも関わらず、多くの方に第４回熊本県合同輸血療法委員会に参加い
ただきまして、大変熱心なご討議お疲れさまでした。いつも申し上げていますが、大学病
院の病院長という立場であり、また肝臓移植をしていますので、最近２カ月ぐらいを見て
も大量の輸血のお世話になっています。いつも手術場で私たちが泣きそうになっているの
が、輸血にたずさわっている者も泣きそうになっているのではないか、あるいは血液セン
ターでも泣きそうになっているのではないか、ということを想像しながら手術をしており
ます。また、当院は県内唯一の大学病院として、輸血に関する医療の教育などに率先して
取り組んでいくべき立場にあると自覚しています。一方では、少しお話にもありました
が、病院の経営上、輸血は大きな問題というと語弊がありますが、注目しなければならな
いポイントの一つです。これから、県内の医療機関で連携してそのような問題を引き続き
熱心にご討議いただきますと同時に、河原先生からもご指摘がありましたように、国レベ
ル、あるいは世界レベルでのいろんな知識も吸収しながら、逆に熊本からも発信していく
ような会になればと思っています。本日は本当にお疲れさまでした。ありがとうございま
した。

【司　会】
　以上を持ちまして、「第４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。
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