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〔講演1〕

COIの開示：
　講演者は、日本赤十字社の職員として勤務しているが、本講演の内容は、日本赤十
字社　血液事業本部としての公式見解を述べるものではなく、あくまでも、個人的な
見解、特に、前職である国立循環器病研究センター時代に参画した国立研究開発法人
日本医療研究開発機構（AMED）医薬品等規制調和・評価研究事業「大量出血症例
に対する血液製剤の適正な使用のガイドライン作成に関する研究」H27-H29（研究開
発代表者：国立循環器病研究センター　臨床検査部　部長　宮田茂樹）に関連した見
解として、報告する。

１．はじめに
　近年、大量出血症例に対する輸血療法のパラダイムシフトが起こり、それに伴い提
起されている輸血アルゴリズムに対し、より適応したいくつかの血液製剤の開発が進
んでいる。また、すでに海外で臨床応用されている製剤も少なくなく、今後の輸血療
法、血液事業に影響を与える可能性がある。本講演では、海外におけるそれら製剤（フ
ィブリノゲン濃縮製剤、クリオプレシピテート、解凍血漿、凍結乾燥血漿、冷蔵血小
板、血小板機能を保持した全血製剤）の開発状況について、俯瞰したい。

２．大量出血症例患者への適切な輸血療法の重要性
　外傷による急性期死亡の20-40%は、出血が原因との報告もあるように、大量出血
症例は予後が悪い1）。また、出血を伴う外傷患者の約1/3では、入院時すでに何らか
の凝固障害が存在し、凝固障害を伴う患者では、そうでない患者と比較して、多臓器
不全、死亡の割合が有意に増加する2）。大量出血を伴う患者では、血管破綻部位にお
いて形成された組織因子/第VII因子複合体を契機とした消費性凝固障害や、血管内皮
障害、虚血再灌流障害、炎症などによる凝固異常、線溶亢進が起こり、止血困難とな
りやすい2）。よって、出血に伴う凝固止血障害を早期から適切に補正しうる治療介入
により患者予後改善が認められる可能性がある。また、血液製剤使用総数に対して、
大量出血症例に輸血される血液製剤使用割合は、その症例数に比して高く、早期止血
を導く治療法が確立されれば、血液製剤使用量の削減も可能となる。したがって、最
新の科学的エビデンスに基づいた大量出血症例に対する輸血アルゴリズムの構築は、
患者予後改善、血液製剤の適正使用、使用量削減に貢献できる可能性がある。

今後の輸血療法、血液事業を考えるうえで、期待
される新たな血液製剤―海外の状況を俯瞰して

日本赤十字社　血液事業本部　中央血液研究所
宮 田 茂 樹
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３．大量出血症例への輸血戦略のパラダイムシフト
　本邦における大量出血症例の輸血療法として、厚生労働省から出されていた“旧”「血
液製剤の使用指針」（平成28年6月一部改訂）に基づいた対応（以前の推奨）では、以
下のように記載されていた。“出血に対して、循環血液量に対する出血量の割合と臨
床所見に応じて、対処することとし、循環血液量以上の大量出血（24時間以内に100
％以上）時又は100mL/分以上の急速輸血をするような事態には、凝固因子や血小板
数の低下による出血傾向（希釈性の凝固障害と血小板減少）が起こる可能性があるの
で、凝固系や血小板数の検査値及び臨床的な出血傾向を参考にして、新鮮凍結血漿や
血小板濃厚液の投与も考慮する。”よって、出血症例において、かなり出血が進行し
てから、凝固因子、血小板の輸血が考慮されることとなり、循環動態改善のため、ま
ず、赤血球輸血や晶質液、膠質液の投与が優先される。この場合、希釈性凝固障害を
引き起こし、凝固障害を悪化させる可能性が高く、加えて、出血性ショックやそれに
伴う低体温、アシドーシスも、消費性、希釈性凝固止血障害を増悪させ、悪循環に陥
り、患者予後を損なう3）。
　近年のエビデンスでは、危機的出血を伴う、もしくはそのリスクが高い重症例では、
非常に早い段階から希釈性凝固障害のみによらない凝固止血障害を伴うため、これら
の病態を考えた輸血療法として、早期からの十分な凝固止血因子の補充の重要性とそ
の転帰改善効果を示唆している4-7）。最新の知見、臨床試験の結果を考慮し、海外では、
主に外傷症例に対して、大量輸血プロトコール（massive transfusion protocol: 
MTP）を運用し、早期からの先制的な新鮮凍結血漿、血小板製剤の投与が有効であ
るとの報告が増加している5，6，8，9）。実際、2019年3月に改訂された厚生労働省策定「血
液製剤の使用指針」では、「大量出血時の輸血では、赤血球液を投与するとともに、
可能性であれば、速やかに新鮮凍結血漿及び血小板濃厚液を投与することを推奨する

［1Ｃ］。輸血に当たっては、各輸血用血液製剤の投与単位の比が、新鮮凍結血漿：血
小板濃厚液：赤血球液＝1：1：1となることが望ましい。」との記載が追加された。ま
た、心臓血管外科領域を中心として、フィブリノゲン製剤（フィブリノゲン濃縮製剤
もしくはクリオプレシピテート）10-12）、プロトロンビン複合体製剤（PCC）13）、遺伝子
組み換え活性型凝固第VII因子（rFVIIa）14）など、従来の血液製剤に加えて、様々な血
液製剤の有効性も検討されている。また、ベッドサイドモニタリング等で凝固止血異
常を迅速に把握し、結果に基づくアルゴリズムで、各血液製剤の投与を決定する方法
の有効性を示す報告も増加している7，15，16）。
　これらを背景として、AMED研究班として、本邦での、初めてとなる大量出血症
例に対するエビデンスに基づいた輸血ガイドランの策定を試み、最新のエビデンスを
集積し、介入研究と観察研究に分けて、バイアスリスクを含めた詳細なsystematic 
reviewを実施した。得られたエビデンス総体をもとに、推奨文ならびに推奨の強さ
を決定し、推奨文の具体的解説を付記した。さらに、本邦の実臨床に合わせていかに
活用するかについても、Practice pointsとして言及した。（日本輸血細胞治療学会誌．
2019;65(1):21-9217）ならびに日本輸血・細胞治療学会web site：http://yuketsu.jstmct.
or.jp/medical/guidelines/）
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４．新たな血液製剤
　本邦において、従来、止血治療に用いられる輸血製剤は、血小板製剤と新鮮凍結血
漿のみであり、大量出血症例において、凝固障害の病態を検査、モニタリングしても、
最終的に血小板製剤、新鮮凍結血漿で治療せざるを得ないため、凝固止血障害を評価
し、最適な製剤を投与するという、重要な「文化」が育ちにくかった。
　一方、海外では、血小板製剤、新鮮凍結血漿に加え、クリオプレシピテート、フィ
ブリノゲン濃縮製剤、プロトロンビン複合体製剤などを用い、臨床現場即時検査

（POCT）等で患者の凝固止血異常をモニタリングしながら、最も必要と考えられる
濃縮凝固止血因子製剤を投与することにより、患者予後改善につなげるという「文化」
が定着しつつある。この試みは、少なくとも輸血量の減少につながるというエビデン
スを生み16）、日常診療に取り入れる施設も増加している。本邦においても、2020年の
診療報酬改定において、「同種クリオプレシピテート作成術」ならびに、POCTとし
て「血液粘弾性検査」が保険収載された。また、フィブリノゲン濃縮製剤についても、
日本産科婦人科学会、日本心臓血管外科学会、日本輸血・細胞治療学会の要望を受け、
厚生労働省「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」（2020年2月開催）
において、後天性低フィブリノゲン血症に対して「医療上の必要性が高い」と答申さ
れ、薬事承認に向けた開発が促進されている。以下に、今後期待される新たな血液製
剤の概要を示す。
①　解凍血漿
　 　解凍血漿（thawed plasma）は、新鮮凍結血漿（FFP）溶解後、1-6℃で5日間保

存できるため、MTP発動時に、すでに溶解したFFPとして、直ちに（数分以内に）
赤血球製剤と同時に投与できるという利点がある。また、ドクターカーや、ドクタ
ーヘリに搭載し、外傷（出血）現場で直ちに投与できるため、患者予後改善に貢献
できるとしたRCTが報告されている18）。基本的には、AB型thawed plasmaを有効
期限5日間として使用し、赤血球とともにTrauma packとしてコンテーナーに準備
しておいて、すぐに払い出す。施設によっては、抗B抗体価の低いA型FFPを
thawed plasmaとして使用している施設もある19）。（注：本邦においては、FFP解
凍後、24時間の冷蔵保存が可能とされている。）

②　凍結乾燥血漿
　 　凍結乾燥血漿は、室温で保存可能であり、迅速に溶解して（数分以内に）使用可

能なことや携帯性の高さが注目され、開発が進んでいる20）。また、一部の国では、
すでに臨床応用されている。

③　フィブリノゲン濃縮製剤、クリオプレシピテート
　 　フィブリノゲンは、凝固反応の最終基質として止血に必要不可欠な糖蛋白である。

周術期の大量出血や危機的出血時には低下した凝固因子の効率的な補充が鍵となる
が、フィブリノゲンはその主要なターゲットなる可能性がある。実際、MTPで投
与される新鮮凍結血漿：血小板濃厚液：赤血球液＝1：1：1の再構成血では、それ
ぞれが希釈されているため、投与してもフィブリノゲン値を止血に対し必要レベル
とされる200mg/dLまで、急速に上昇させることが難しく21）、MTPの2サイクル目
以降に、クリオプレシピテートの投与を組み込む施設も少なくない22）。

④　冷蔵血小板（cold-stored platelet）
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　 　冷蔵血小板（1℃–6℃保存）は血小板の生存能力や輸血後の血小板数増加の低下
につながる一方で、in vitroで、より凝集し易く、良好な代謝能を持つ。緊急蘇生
の場合には、血小板数の長期間の増加よりも、むしろ、急速な止血効果がより臨床
的に重要となる。したがって、冷蔵血小板は緊急輸血療法に対して、臨床的に有効
である可能性が高いことが示唆されている23）。また、冷蔵保存は、細菌汚染率の低
下にもつながり、さらに、長期間保存が可能であり、実際、米国Food and Drug 
Administration（FDA）は、2019年に、出血症例で、通常の血小板が手に入りに
くい状況（例えば戦場）において冷蔵血小板の14日間保存を許容すると発表した。

（Available from: https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/regulation-blood-
supply/exceptions-and-alternative-procedures-approved-under-21-cfr-640120）

⑤　血小板機能を保持した全血製剤
　 　血小板を残存できる白血球除去フィルターを用いた、もしくは、白血球除去フィ

ルターを用いない冷蔵全血製剤は、究極の赤血球：血漿：血小板＝1：1：1製剤と
なり得る可能性があるため、また、冷蔵血小板としての利点も持つため24）、米国に
おいて外傷患者に対し実臨床で用いる施設も出てきている25）。（注：本邦の全血製
剤は、白血球除去により、血小板も除去されているため、同様の効果は期待できな
い。）

５．最後に
　海外では、残念ながら若い兵士を戦場に送り込まざるを得ない状況が続いており、
そのような将来有望な若者を出血死させないように、救命しようとする努力が新たな
製剤開発につながっていることは否めない。一方、本邦においても、心臓血管外科、
産科、外傷領域などにおいて、年間数千人の大量出血症例が存在すると推定されてい
る。大量出血を伴う患者における出血による死亡は、予防できる死（preventable 
death）としてとらえる必要があり、その対策として適切な治療体制の構築が重要と
なる。その一翼を担うのが輸血療法であり、本邦においても最適な輸血戦略を構築す
る努力を続ける必要があると思われる。
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〔講演2〕

はじめに
　社会の変化とともに保健医療看護福祉職が働く組織を取り巻く環境は大きく変化し
ています。グローバル化、IT化、少子高齢化、働き方に対する意識の差など、これ
までの生産性や効率性を重視したマネジメントスタイルだけでは、この分野の発展は
困難な時代になっています。そのような中、新型コロナウイルス感染症の拡大によっ
て、保健医療福祉分野で働く人々と組織はさらに困難な状況にあります。「組織は人
なり」といいます。特にこの分野では、仕事をするうえで、専門的な技術・知識とは
別に、安定した自己を保つ力、人とうまく関わっていく力、課題を解決していく力が
必要です。リフレクション（Reflection）は、「反省」「内省」「省察」などと訳され、
看護学、教育学、経営学など、人材育成の教育手法として注目されています。本日は、
人材育成におけるリフレクションに焦点を当ててお話しします。

１．人材育成におけるリフレクション
　リフレクションとは、端的に言えば、過ぎ去ったことに光を当て振り返り、心に描
かれたことを呼び戻し、注意深く考え、それを表出する、意図的で実践的な振り返り
の思考プロセスです。
　人材育成の観点から言うと、リフレクションとは、看護師の看護実践、教師の教育
実践、会社での実務など、仕事の経験から学びを見出すために、自分が取った行動に
対しての「考え方」や「価値観」に焦点を当てて、自分の経験を客観的に振り返る思
考の仕方です。

２．リフレクションの理論的背景
　リフレクションの発展の歴史から、次の2つの理論が重要です。
１）ジョン・デューイの経験的認識論
　教育哲学者ジョン・デューイは、経験からの学びを2種類に分けています。1つは、「直
接的経験」で、ある種行き当たりばったりの試行錯誤的なものです。直接的経験は、
感覚的接触であり、言語的に説明するのは難しいけれども、何か気になる経験や心を
揺り動かされる経験であったりします。実際、その人にとっては明らかな経験ですが、
その経験の結果や意味は表面化しません。もう1つは、「リフレクティブな経験」です。
リフレクティブな経験は、説明し理解できることが特徴です。内的・外的条件を含め
て気になった事象を意味のあるものに質的に整え、説明可能なようにし、その経験が
未来により望ましい経験をもたらすよう促すもの、すなわち、観察と知識をつなぎ、

人が育つ－リフレクションの導入とその効用

日本赤十字広島看護大学
田 村 由 美
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それが何を意味するのかについて判断し、学問的に意味づけてゆく経験です。

２）ドナルド・ショーンの2つのリフレクション
　マサチューセッツ工科大学で組織学習を研究していたドナルド・ショーン（1930-
1997）は、デューイの教育理念や考え方を基盤に組織学習を研究し、管理職、科学者、
建築家、精神科医、都市計画者などの仕事を観察し、彼らは日々の複雑で不確実かつ
矛盾に満ちた葛藤の多い現場で、変化する状況を瞬時に読み解き、その状況だけで通
用する理論を生み出していることに気づきました。また、仕事の最中に気にかかった
事柄をそのままにせず、後でリフレクションをしていることを明らかにし、「行為の
中のリフレクション（reflection in action）」と「行為についてのリフレクション

（reflection on action）」という、振り返るタイミングが異なる2つのリフレクション
を提唱しました。
　前者の「行為の中のリフレクション（reflection in action）」は、行動を妨げること
なく同時進行で思考します。その思考は、行動しながらそれを再構築するという役割
を持ちます。熟練した実践家の際立った特徴で、概念化が難しいと考えられています。
一方、「行為についてのリフレクション（reflection on action）」は、行動によって、
ある知がどのように予期せぬ結果を引き起こしたかを知るために、行動を振り返るこ
とをいいます。その振り返りは、事実は起こった後、静けさの中でそれを行うかもし
れないし、また、行動のただ中で立ち止まって振り返るかもしれないというものです。

３．リフレクションの学習モデルと手法
　リフレクションは思考の仕方であり、人は日々思考しています。上述のショーンは、
専門家の教育の中心的要素は実践であり、その教育は追加式の学び方ではなく「doing

（行うこと）」によって学ぶようにする必要があるとも主張しています。つまり、仕事
上自己の実践（実務）を改善や向上していくためには、リフレクティブな経験学習が
必要ということです。
　リフレクティブな思考を学習するために、ディビット・コルブの経験学習モデル（図
1）が広く活用されています。
　コルブの経験学習モデル（1984）は、次の4つの要素がサイクルになっています。
　一つ目は、経験：行動的な学習です。自分が経験した事実＝「具体的経験」を思い
起こします。経験学習モデルにおいて、成長にとって適切とされる経験は、今の能力
を少し超えられるくらいのチャレンジ性のあるものであるとされています。次は、リ
フレクティブな学習です。この学習は「省察的観察」ともいいます。リフレクション
の核はこの部分に当たります。自分が経験した出来事に対し、一度その場所から離れ
て自分の感情や考え、自分の行為を批判的に振り返ることで学習に変わるとされてい
ます。3つ目の要素は、経験の意味付けで、具体的経験、省察的観察を経て、「なぜそ
うなったか」「どうすればよいか」などの考えを一般的な言葉に整理し、表現する「（抽
象的）概念化」を行うことです。次の経験に生かすための段階で、経験学習モデルの
要に当たる部分です。抽象的概念化を経てつくられた学びは、持論やルール、スキー
ムとして定着します。この抽象的概念化の結果、仕事をスムーズに進める個人のスキ
ルや態度が形成されていくことになります。4つ目は、これからの経験に備えた計画：
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新しい試みの学習（能動的学習）です。経験学習モデルでは、抽象的概念化したモデ
ルを実践することで、そのモデルの再現性を検証します。そしてその経験自体がまた、
次のプロセスの具体的経験となり、経験学習モデルを繰り返すことができるのです。
　筆者は、このコルブ経験学習理論から開発されたギブズのリフレクション学習サイ
クルを用いて看護教育でのリフレクション学習に取り組んでいます（図2）。
　どのようにリフレクション学習を展開するかを少し具体的に述べます。リフレクシ
ョン学習は対話による方法と記述による方法があります。いずれにしても、まず、リ
フレクションする自分の経験をピックアップして語る、あるいは記述することが重要
です。自分の経験を、概念的説明を加えずにありのままに語る、あるいは、書き記す
ことが大事です。その経験は自分の経験であって、その時に感じたり考えたりしたこ
とを想起するのですから、個々によって異なるのが当たり前です。同時に、その直接
的な経験を、リフレクション学習サイクルを通してリフレクティブな学びへと向かう
のですから、そのとき何をどのようにしたのか、なぜそれをそのようにしたのか、そ
の結果どうなったのか、そのことについてどう思ったかなどを簡潔明瞭に語る、ある
いは記述することが大事です。特に対話でのリフレクション学習ではオープンに対話
できる相手を見つけることが大事です。
　次は、自分の経験を批判的に分析します。それには自分のその時の感情について振
り返り、その感情についてどう考えるか、その感情の他者への影響はどうかなど吟味
します。また、その状況で行った自分の行為について、客観的に吟味します。このと
き過去の経験や知識と照らし合わせたり、新たに調べたりすることが重要になります。
　その後、その経験における自分の行為は適切だったかと自らに問いかけ、ほかに選
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図１　コルブの経験学習モデル
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択肢がなかったかを再度吟味します。
　そうして、この経験から何を学んだか、次に似たような出来事に遭遇したらどうす
るか、どのような学習をする必要があるか、この経験で自分のものの考え方や物事の
見方に変化はあったかなど、その経験からの学びをまとめて言語化します。
　図3に記述によるリフレクション学習のポイントを示しました。また、リフレクシ
ョンを促進するためには発問が大事です。記述の場合は、自分で自分に問いながらで
すが、対話による場合は、ファシリテーターが相手のリフレクションを促すように発
問します。図4は発問の例です。
　また、リフレクション学習を誰かと対話によって進める場合は、コーチングスキル
を用いてリフレクションを促進するとよいです。お互いに自分の経験を対話によって
リフレクションすることができます。その時、リフレクションする人にはファシリテ
ーターをする人がリフレクションサイクルの最後に、フィードバックをします。フィ
ードバックは、事実を事実として伝えるもので、客観的な評価や忠告ではありません。
したがって、「私は…」というように、1人称の表現で伝えることが大事です（図5）。

４．リフレクティブな思考に必須のスキル
　リフレクション学習を進めるためには、図6のようなリフレクティブな思考に必須
の5つのスキルがあります。スキルの2から5についてはすでに述べました。リフレク
ションの場合、最も重要な1の自己気づきのスキルについて述べます。
　自己気づきのスキルは、自分の信念や価値観、性質、自己の強みや弱み、限界など
自分の特性に気づくことです。内的自己認識（自分自身を主観的にみる）と外的自己

図２　ギブズのリフレクション学習サイクル
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図３　記述によるリフレクション学習のポイント

図４　リフレクションを促す発問の例



― 14 ―

認識（他者が見る自己の様相、社会的自己）を含みます。自己気づきのスキルが発達
していると、特定の状況下での自分を、自分がその状況にどのように影響したか、そ
の状況が自分にどのように影響したかを鏡に映し出すが如く、より客観的に率直に観
察することができます。コミュニケーション心理学者のジョセフとハリーによって考
案された「ジョハリの窓」の理論が役に立ちます。ジョハリの窓は、人が認知してい
ることは以下の4つの窓に分けることができ、対話によってその窓の領域を拡張して
いこう、という考えです。4つの窓は、開放の窓（自分も他人も分かっていること）、

図５　リフレクションを促進するフィードバック

図６　リフレクティブな思考に必須のスキル



― 15 ―

盲点の窓（他人だけ分かっていること）、秘密の窓（自分だけ分かっていること）、未
知の窓（自分も他人も分かっていないこと）です。

５．組織の中でリフレクションを支援する
　リフレクションは、本来自ら主体的に行うものですが、先に述べたように、組織の
中での人材育成の手法として近年大変注目されています。組織の中での人材育成とし
てリフレクション学習を取り入れるときは、組織内で上司と部下の関係の中でリフレ
クション学習をすることが期待されます。それについて、松尾は、3つのステップを
提唱しています。第1ステップは、事実の確認です。何が起きたのかな？と、事実を
時系列で具体的場面を語ってもらう、また、どのように考え行動したかを語ってもら
うことです。本人の言葉で語るまで待つことが重要です。第2ステップは、共感する
ことです。その時どう感じたの？と、リラックスできる環境で感情を表出させ、本人
の感情を整理させます。この時、先に述べたうなずき、反復し、否定せずに聞くなど
のコーチングスキルを使います。そして、つらさ、戸惑い、不安を共感します。第3
ステップは、なぜそのようなことが起こったのか？今後どうすべきか？などを自分の
言葉で語ってもらいます。その時に重要なのは、失敗の経験であっても、そのことへ
の取り組み姿勢を評価したり、よい点を伝えてから問題点を伝えたり、期待しながら
改善を促していきます。ここでは先のコーチングスキルの一つ承認のスキルを活用し
ます。
　リフレクションが進むか進まないかは、職場環境に大きく影響します。リフレクシ
ョンのしやすい職場環境とはどういうものでしょうか。たとえば、日々の職務に振り
返りの機会を多くつくることができる環境であれば、よりリフレクションが進みやす
くなります。振り返りの機会をつくりやすくする要因の一つには、たとえば他のスタ
ッフとのコミュニケーションの状態が良好であることなどが挙げられます。しかし、
現在の組織では人間関係とコミュニケーションが希薄化している例が増えており、そ
ういった組織では振り返りのきっかけをうまくつくり出せず、リフレクションが進み
にくくなる、ということが考えられます。リフレクション学習は自己との対話、他者
との対話が重要ですから、質の良いコミュニケーションが日々行われている組織作り
が要だといえます。

６．リフレクション導入の効用
　リフレクションを導入する効果は個人レベルとチームや組織レベルの2つが考えら
れます。個人レベルでは、まず意識の向上です。上司や人事担当といった第三者の評
価ではなく、リフレクションは自分自身で評価を行うため、仕事に対する意識が高ま
ると考えられます。
　また、リフレクションは、仕事に対するモチベーションアップ（意欲の向上）にも
大いに役立ちます。第三者による評価ではないため、評価の妥当性や信憑性を疑う必
要がありません。
　さらに、リフレクションすることは、スキルアップとしての成長よりも、物事の考
え方や仕事に対する意識の向上というようなマインド面での変化が得られるため、ス
タッフ自身の自己成長につながります。
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　チームや組織レベルの効果を考えてみます。リフレクションをすることで、個人が
行動を振り返り、考え方が変化し、行動自体にも変化が生まれます。新たな気づきや
改善が行われることで、チーム全体が活性化することにつながります。また、リフレ
クションをすると客観的な思考が身に付きやすく、チーム全体を冷静に見渡すことが
できるリーダーシップ能力が高まりやすくなります。さらに、チームリーダーがリフ
レクションを行うことで、マネジメントにも新たな変化が生まれます。チーム全体の
マネジメントが効率よく行えれば、自然と仕事の改善が進んでいき、全体の生産性が
向上するといった効果もあります。しかし、このようなリフレクションの効果効用は、
ビジネスの分野での組織研究では立証されているようですが、それをそのまま保健医
療福祉の組織に適用してよいかどうかは疑問です。保健医療福祉分野での組織学習研
究の中でリフレクションの導入とその効果についての研究が必要です。

まとめ
　人材育成にリフレクションを導入することについて、そもそも人材育成におけるリ
フレクションとは何か、その背景理論とリフレクション学習モデル、およびリフレク
ション学習の具体的な進め方、リフレクション導入の効果を概説しました。リフレク
ションは個人個人が主体的に自己の仕事の改善や向上を目指して行うものですが、リ
フレクティブな人々の集まりはリフレクティブな組織となり、すなわち学習する組織
として生産性や働く人のモチベーションも上がると考えられます。そのためには、リ
フレクションする時間や環境などを、組織的に整えていく必要があるでしょう。

参考文献
田村由美、池西悦子著：看護の教育・実践に活かすリフレクション－豊かな看護を
拓く鍵、南江堂、2014
田村由美、池西悦子著：看護のためのリフレクションスキルトレーニング、看護の
科学社、2017
松尾睦著：「経験学習」入門　職場が生きる人が育つ、ダイヤモンド社、2011
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　世界保健機関（WHO：World Health Organization）による報告では、B型肝炎ウ
イルス（hepatitis B virus：HBV）感染者は20億人、HBV持続感染者（HBVキャリア）
は3.4億人、C型肝炎ウイルス（hepatitis C virus：HCV）の持続感染者は1.3～1.5億人、
HBV及びHCV感染に関連した肝疾患による死亡はあわせて毎年約100万人以上と推定
されていた（2002年）。しかし、同2017年の報告によるとその数は大幅に減少し、
HBV持続感染者は2.57億人、HCVの持続感染者は、7100万人と推定されている。
　この15年間の肝炎ウイルス感染者の大きな動向の変化は、肝炎ウイルス検査の普及、
感染予防対策による新規感染者数の抑制、高齢化に伴う死亡の影響、特に、HBVに
関しては出生時を含むグローバルHBワクチン投与による新規感染の抑制と、そして、
HCVに関してはウイルス排除率の極めて高い経口薬の普及の効果等が考えられる。
　WHOは、肝炎ウイルス新規感染の抑制と肝炎ウイルス検査の推進、治療によるウ
イルス排除の効果を、世界中の国々で高めることを目指して、2016年5月の世界保健
総会において、2030年までにすべての国に於いて新たなウイルス性肝炎感染者を
90%、ウイルス性肝炎による死亡者を65%減らすという目標（elimination：排除）を
掲げた（「ウイルス性肝炎部門の世界保健戦略2016-2021」を採択）。
　現時点では、世界全体の肝炎ウイルス持続感染者の多くがアジア・アフリカ・南米
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地域に存在していることを考慮すれば、当該国における肝炎ウイルス検査の推進や抗
ウイルス治療導入を含む国レベルの肝炎対策の推進が可能であるか否かが、ウイルス
肝炎排除への鍵を握っているといえる。
　わが国では、B型肝炎ウイルスの発見以後およびC型肝炎ウイルスがクローニング
されて以後ただちに輸血用血液や血液製剤へのスクリーニング検査が導入された。ま
た、HBV陽性妊婦を対象としたHBIGとHBワクチンによるHBV母子感染防止事業が
1986年より開始され、全国レベルの感染防止対策がいち早く進んできたといえる。ま
た、40歳以上を対象とした住民健診への肝炎ウイルス無料検査の導入・推進とともに、
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「肝炎対策基本法」をもとにした医療費助成制度の開始と併せて、各都道府県の肝炎
拠点病院を中心とした治療の均てん化が全国で進み、検査・診断・治療を見据えた肝
炎総合対策が進んできた。2012年からは、HCV排除率の極めて高いHCV酵素活性に
直接作用する抗ウイルス薬（DAA:direct acting antivirals）を用いた治療が開始され、
肝炎ウイルス感染者数の動向にも大きく影響を及ぼしている。
　わが国の肝炎ウイルス持続感染者（HBV、HCV）は、厚生労働省と厚労省肝炎疫
学研究班による報告では、2000年時点では合わせて300-370万人と推定されていた。
その後の疫学的動向（新規感染率、有病率、輸血後肝炎発生率などを含む疫学調査成
績）や肝炎対策を含めてわが国の肝炎ウイルス持続感染者数の推移について解説した
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日本の肝炎対策の施策は世界でも先進的であり、効果的に進んできた。
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い。
　また、2019年12月、中国湖北省武漢市で原因不明のウイルス性肺炎の患者が相次ぎ
発生しているニュースが流れ、SARSやMERSと同様に日本にとっては対岸の火事で
終わるだろうと思っているうち、世界的なパンデミックとなり今日に至っている。
　未知の感染症に対しては、疫学的視点から設定すべき指標があり、感染防止対策や
医療体制などはこれらの指標に基づいて行われることが肝要である。事例を提示して
解説したい。

図６

1. 感染率︓基本再⽣産数
• ウイルスの感染⼒は、1⼈の感染者が平均して何⼈に直接感染させるかという⼈数「基本再⽣産数:R0」で⽰される1-3)。世界保健機関（WHO）は

新型コロナウイルス感染のR0を1.4〜2.5⼈と⾒積もった4)が、他の研究機関からはこれを上回る3,4⼈という数値も報告され始めている5) 。
• 中国疾病対策予防センター（CDC）では、The New England Journal of Medicine (NEJM)誌に新型コロナウイルス感染R0を2.2⼈と発表した（1

⽉29⽇）6)。
• 欧州CDCでは欧州11か国のR0値を3.87 [95% CI 3.01-4.66] と提⽰7-8)

• 他のウイルス感染では、インフルエンザ（1.4〜4.0⼈）、SARS（2.0〜5.0⼈）9)と報告されている。⿇疹は15⼈(12-18⼈)10)、⾵疹6⼈、ポリオ6⼈
と⾼い値となっている11)。
• ⽇本では、現在、感染が広まりつつありR0は⽇々変化している。 R0 を⽤いると、集団のどのくらいの割合が免疫（抗体）を持てば感染の終息に

向かうのかが推定できるため、予防対策に必要な指標である。
• しかし、新型コロナウイルス感染は、発症までの期間が⻑いこと、不顕性感染が多いことなどから推定に時間を要していることが課題である。
• 新型コロナウイルス感染症対策専⾨家委員会（3/2）において、⽇本の新型コロナウイルス感染症の基本再⽣産数をR0=1.7としている。12)

2. 発症率︔感染発症指数
• 感染症のリスク指標の⼀つとして、感受性者が感染後に発症する率「感染発症指数」（%）がある。
• ポリオは低く0.1-1%、⼀⽅、⿇疹や狂⽝病は95-100%である。インフルエンザは60%程度13)。
• 新型コロナウイルスについては疫学データが未だ⼗分ではないが、不顕性感染がかなり多いとされる。

3. 重症化率
• 発症後（PCR+, 症状+）の患者のうち、重症化となる割合については、年齢や基礎疾患の有無により重症化率が異なる可能性がこれまでの観察

データにより明らかになりつつある。⾼年齢者、基礎疾患（呼吸器疾患、⼼疾患、糖尿病等）を有する⼈、喫煙歴のある⼈、などが重症化する傾向
があると考えられるため、症状（37.5度以上の熱がつづく、呼吸困難）がある場合は、速やかに医療機関への受診を勧める14)。
• 新型コロナウイルス感染症診察の⼿引きv2.2では、65歳以上の⾼齢者、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、⾼⾎圧、⼼⾎管疾患、肥満

（BMI30以上）が重症化のリスク因⼦とされている15)。
4. 致死率︓

• WHO（8⽉23⽇）の資料によると、世界全体では3.5％（死亡800,906例）、中国では5.2％（死亡4717例)、⽇本では1.9%（死亡4717例）、イタ
リアでは、13.7%(死亡35430例)である16)。
• 中国での致命率の算出に⽤いる分⺟となる診断数は、主に有症状かつ重症患者である可能性が⾼く、致死率を⾼く推定することとなる。中国以
外の国での診断数には無症状感染者を含むため低率となっている可能性が有り、⼀概には⽐較困難である
• ⽇本において第1波(1/16-5/31)の致命率は6% (5.6-6.4)、第2波(6/1-8/19)の致命率は4.7% (4.4-4.9)であったが、70歳以上に限ると致命

率はそれぞれ25.1%、25.9%でほぼ同じであった17)

知りたい指標、新型コロナウイルス感染のリスク

8
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重
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死
亡
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　2020（令和2年）11月末現在、私たちはまさに新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
の世界的流行（パンデミック）の真っただ中にいる。
　事の発端は、2019年12月末に中国湖北省武漢市において、原因不明の肺炎の集団発
生がみられているとの情報が武漢市衛生当局より発表され、WHOは2020年1月1日に
中 国 に 対 し て 情 報 提 供 を 求 め、1月5日、 国 際 保 健 規 則（International Health 
Regulations：IHR）に基づいてWHOが世界にこの状況を公表したあたりから始まっ
ている。国内においては1月6日、厚生労働省健康局結核感染症課が、各都道府県・保
健所設置市・特別区衛生主管部（局）ならびに日本医師会に対して「中華人民共和国
湖北省武漢市における非定型肺炎の集団発生に係る注意喚起について」とする事務連
絡を発している。
　1月9日、WHOは、中国より原因ウイルスは新たなコロナウイルスであるとの情報、
1月11日にはその全遺伝子配列の情報を受け、1月12日にこれを公表。1月13日には、
タイで武漢旅行歴のある感染者を検知、中国外では第1例目となった。我が国では、
このウイルス遺伝子情報が公開されたことによって、国立感染症研究所でPCR

（polymerase chain reaction）検査法につきマニュアルを作成、全地方衛生研究所に
配布後の1月16日、神奈川県内で国内第1例目となる武漢旅行歴のある感染者を検知し
た。1月19日には韓国での第1例目、1月21日には米国での第1例目が報告されている。
　WHOは1月22日、1月30日に緊急委員会（Emergency Committee）会議を開催、中
国国内において症例数が増加し、また、中国外でもヒト－ヒト感染が確認されたこと
から、1月30日、新型コロナウイルスによる感染症のアウトブレイクが国際的に懸念
される公衆衛生上の緊急事態（Public Health Emergency of International Concern：
PHEIC）であると宣言した。そして1月28日、我が国では新型コロナウイルスについて、
感染症法に基づく「指定感染症」（二類相当）及び検疫法に基づく「検疫感染症」に
指定し公布した。また同日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置
した。
　国内では、2月～3月中旬に感染者数はくすぶり状態から急増傾向に向かい、4月7日
政府は7都府県を対象に、4月16日全都道府県に対し緊急事態宣言を発した。その後減
少傾向に転じ、5月14日には39県での緊急事態宣言の解除、5月25日に全面的解除が行
われている。
　5月下旬～6月中旬いったん小康状態になったが、6月下旬～8月にかけて再び増加し
た。そして8月下旬から再度減少傾向に転じたが「下げ止まり」というような現象が
続き、10月下旬から11月下旬にかけて再び増加傾向が著しくなってきた。

COVID-19感染症
―発生から1年を経て―

川崎市健康安全研究所・所長
岡 部 信 彦
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〔特別講演〕



　抄録提出の11月末現在その状況は予断を許ない状況下ではあるが、本シンポジウム
が開催される2021年2月6日、発生からほぼ1年を経ての状況・課題などについてお話
し申し上げる予定でいる。医学的的科学的知見の更なる集積から本症が一層明らかと
なり、落ち着いた対応としてのwith coronaとなることを心から願うところである。
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