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〔第一部〕

はじめに
　C型慢性肝炎の治療は1990年代にインターフェロン（IFN）、2000年代にIFNとリバ
ビリンの併用療法（IFN/RBV）が実施されてきた。IFNによる治療は体内にある免
疫作用を利用するため効果に個人差があり、様々な副作用（初期症状：発熱、全身倦
怠感、頭痛、筋肉痛、関節痛、発疹。中期：食欲不振、不眠、うつ状態、視力障害。
後期症状：脱毛、間質性肺炎、甲状腺機能異常、糖尿病の悪化など）が起こることが
問題である。
　HCVの種類は大きくわけて6種類（Genotype1-6）あり、日本ではG1が全体の70％
を占め、残り30%はG2である。IFNベースでの治療効果は個人差に加えGenotypeと
ウイルス量にも影響を受ける。G2あるいはウイルス量が少ない（105未満）場合は
IFNベース治療で80〜90％のウイルスの排除（SVR）が可能であるが、G1でウイルス
量が多い（G1H）場合はIFN/RBVでのSVRは50％弱が限界であった（図1）。

IFN/RBV+DAA治療
　2010年になると、ウイルス自身の増殖に必要な蛋白を阻害する薬剤であるDAAs

臨床現場における抗HCV療法の変遷
～DAA治療によりどのようにかわったか～

広島大学大学院医歯薬保健学研究院消化器・代謝内科学
川 上 由 育
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（direct-acting	antivirals）が開発され、2011年からG1Hに対してはIFN/RVB+NS3プ
ロテアーゼ阻害剤が治療の主流となりSVRは80%まで改善された。ただし、IFN/
RBVベース治療のためIFNが効きにくい患者、IFNの副作用で治療継続ができない患
者、さらに腎機能低下患者（RBV禁忌）に対しては治療ができなかった（図2）。

IFNフリーのDAA治療（図3、表）
　2014年、海外に先駆けてIFNフリーとなる経口DAA剤のNS5A阻害剤である『ダク
ラタスビル』とNS3プロテアーゼ阻害剤である『アスナプレビル』の併用療法が本邦
において認可された。ダクラタスビル＋アスナプレビルは前治療歴がない場合
SVR87.4%、前治療無効の場合でもSVR80.5%と有効性に優れ、主な副作用は鼻炎と肝
酵素上昇で中止率は6％と低率で非常に忍容性に優れた治療法である。ただし、両剤
ともに肝臓で代謝されるため肝予備能低下例（肝硬変のchild分類BとC）では禁忌で
あるが、腎障害例に対しては使用可能である。問題点としては、薬剤耐性が治療前に
存在している場合にSVRが低下することである。特にNS5Aに耐性（Y93やL31）が
存在した場合SVRは50％未満となり、このIFNフリーの経口DAAにて治療が不成功
となると両剤に対する強い薬剤耐性となる可能性がある。この獲得した耐性は自然耐
性よりも治療抵抗性となるため治療を実施する場合は事前に治療効果を十分検討して
治療選択をすることが重要である。
　2015年以降には、薬剤耐性（自然耐性）にも効果がある経口DAA剤である（NS5A
阻害剤＋NS5Bポリメラーゼ阻害剤の合剤『ハーボニー』）が発売されその後、『ダク
ラタスビル＋アスナプレビル』と同系統であるが投与期間が12週と短縮された経口
DAA剤である（『ヴィキラックス』）が使用可能となっている。今後さらに新薬が発
売されるため、現在治療が必要な患者なのか、新薬をまった方がいいのかを十分検討
していくことが肝要である。
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まとめ
　DAAs治療により多くのC型肝疾患患者がウイルス排除可能な時代となった。しか
し、ウイルス排除してもすぐに現在の病態（肝線維化）が改善するわけではない。本
邦における治療対象は高発癌（高齢者や肝線維化の進行）患者が多いことから何より
大切なのは、ウイルスが排除されても、適切な定期的検査を継続することである。
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〔血液センターからの情報提供〕

個別NAT導入効果

中四国ブロック血液センター　品質部
大 熊 重 則

【はじめに】
　1999年日本赤十字社（日赤）はB型肝炎ウイルス（HBV）、C型肝炎ウイルス（HCV）
及びエイズウイルス（HIV）の核酸増幅検査（NAT）を500プールから開始した。そ
の後、翌2000年2月からはプールサイズを50プールに、2004年8月からは20プールに変
更し、さらに2008年8月からはシステムを変更して精度の高感度化を図ってきた。こ
こでは、2012年8月のHBc抗体判定基準の変更以降実施された安全対策について、主
に個別NATの導入を中心に紹介する。

【HBc抗体判定基準の変更】
　2012年8月より日赤はHBV既往感染血液による感染減少を目的とし、HBs抗原が陰
性かつHBs抗体が200mIU/mL未満の血液については、HBc抗体検査のカットオフイ
ンデックス（C.O.I）≧1をすべて不適とする判定基準の変更を実施した。この変更以後、
HBV感染晩期の血液が原因の感染は発生していない。基準変更直後に、HBc抗体陽
転化の遡及調査数が変更以前の約10倍に増大して問題となったが、現在は変更直後の
1/5程度に落ち着いている。故に、この判定基準の変更は、HBVの感染防止、特に
HBV既往感染血液による感染防止に多大な効果があったと認められる。

【個別NAT導入効果】
　HBc抗体判定基準の変更によりHBV既往感染血液による感染防止が可能になった
ため、残る問題はウインドウ期の感染対策となった。そのため、日赤では2014年8月
より個別NATを導入した。導入した方法は、Gen-Probe社 のTranscription-
Mediated-Amplification（TMA）法で①サーマルサイクリングは不要で反応温度が
一定　②DNA・RNAの両方が増幅可能　③ワンステップ・ワンチューブでの反応が
可能　という特徴を持つ。各ウイルスの検出感度は20プールPCRの従来法に比べて
HBVで15倍、HCVで83倍、HIVで46倍に上昇した。この個別NAT導入後15ケ月の間、
全国で検出されたウイルスはHBV：1,293件、HCV：518件、HIV：57件であり、その
うちNATのみで検出されたものは、HBV：37件、HCV：1件、HIV：0件であった。
個別NAT導入後この3種類のウイルスについて輸血が感染原因と特定された輸血感染
事例は現在のところ（2016.03末）1例もない。故に、個別NATの導入は、ウインドウ
期の輸血感染防止に効果があったものと考えられる。
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【ALT基準値変更】
　個別NAT導入により血液の安全性が担保できたため、日赤ではALT製品化の基準
値を2016年4月より61IU/Lから101IU/Lに変更した。ALTは1981年にHCVの代替マー
カーとして導入されたものであるが、現在HCVについては高感度のHCV抗体検査と
個別NATによりほとんど排除できると考えられ、ALT高値のほとんどは脂肪肝他に
由来するものとされている。この変更により、中四国ブロック管内では約1万本、全
国で約10〜12万本が輸血用血液製剤として使用可能になると推定され、血液の有効利
用の観点からの個別NAT導入効果といえる。

【まとめ】
　日赤は1999年の500プールNATの導入以来種々の安全対策を実施し、2014年8月よ
り個別NATを導入した。この導入によりさらに安全性の向上が期待される。しかし、
個別NATにも検出限界は存在し、感染リスクは残存することから、献血者に対し「責
任ある献血」を啓蒙し続けていくことが必要である。
　また、適正な輸血療法を推進し、血液製剤の安全性をより一層向上させるため、今
後とも日赤と医療機関が互いに協力し、努力していく事が重要であると思われる。
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〔第二部〕

はじめに
　造血幹細胞移植とは白血球、赤血球、血小板すべての血球に分化・増殖しうる造血
幹細胞を含む幹細胞ソースを輸注する方法である。1960年代後半からシアトルの
Thomasらを中心に開発されてきた近代的骨髄移植は1970年代に発見されたHLA（ヒ
トの主要組織適合）抗原の一致が移植の重要な鍵となり、難治性血液疾患の治療法と
して確立された。1974年からは日本でも近代的骨髄移植が開始された。こうして
HLA一致血縁同胞に始まった造血幹細胞移植は、非血縁骨髄、末梢血、臍帯血とド
ナーソースの選択枝がひろがり、また骨髄非破壊性前処置法の確立により年齢層も拡
大して、非血縁者間移植は難治性血液疾患の標準的治療のひとつとなった。さらに近
年はGVHD制御をさらに強力にしたHLA半合致血縁ドナーからのハプロ移植も可能
になってきた。本講演では、多様化してきた造血細胞移植の流れと現状を示し、その
問題点や我々が目指すべき方向についても言及したい。

造血幹細胞移植の原理と適応疾患
　正常な造血幹細胞を補充するのみならず、免疫学的機序を介して悪性細胞や造血を
抑制している細胞を免疫的に排除することにより疾患の完治を目指す治療である。悪
性疾患においてはGVHD予防と再発のバランスをとり、良性疾患においても拒絶、
GVHD予防と過度の免疫抑制による感染症を誘発しないようにうまく免疫をコントロ
ールすることが、QOLの良い移植予後をえるために極めて重要である。
　日本造血細胞移植データセンターのデータによれば、16歳以上における同種移植は
急性白血病（急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病）で最も多く、同種移植全体の
およそ56％を占めている。	ついで、骨髄異形成症候群、慢性骨髄性白血病で多く施
行されている1）。
　近年、後述する骨髄非破壊性前処置法の導入により55歳以上のいわゆる比較的高齢
者においても移植が可能になった。高リスク群の骨髄異形成症候群においても移植が
行われるようになり、当科においても近年増加しつつある。逆に、慢性骨髄性白血病
はほかに完治させる方法がなく移植の良い適応疾患であったが、2001年に分子標的治
療薬としてイマチニブ、ついでニロチニブ、ダサチニブも承認されて以後、急性期へ
の移行が極めて減少し本症に対する移植は著しく減少傾向にある。
　難治性悪性リンパ腫においては、自己移植が有効であり同種移植が第一選択となる
ことはない。多発性骨髄腫においても、65歳以下の症例においては新規薬剤による寛
解導入後、自己移植を併用した大量化学療法が標準治療となっており、同種移植が選

「造血幹細胞移植の多様化
－個々に応じた移植をめざして－」

広島赤十字・原爆病院　輸血部
岩 戸 康 治
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択されることは少ない。悪性リンパ腫や骨髄腫においては同種移植による治療関連死
亡が多いのもその一因である。

骨髄破壊性前処置と非破壊性前処置
　移植細胞の生着には、大量の抗がん剤や全身放射線照射などによる骨髄破壊性前処
置後に移植片を輸注するフル移植（myeloablative	stem	cell	transplantation）が必須
と考えられてきたが、1997年、米国のGiraltらは免疫抑制作用の強い抗がん剤である
フルダラビンを用いた化学療法の後に造血幹細胞を輸注することにより従来のような
毒性の強い強力な前処置を用いなくても同種移植が可能となることを示した（骨髄非
破壊性前処置によるミニ移植、reduced	intensity	stem	cell	transplantation：RIST）。
その後、1998年イスラエルのSlavinらが開発した方法、フルダラビンに減量したブス
ルファンを用い、ATGを併用することにより非常に副作用の少ない移植が行えるよ
うになった。特に慢性骨髄性白血病においては強い移植片対抗白血病効果が発揮され、
ミニ移植で生着が得られればその後は移植片による残存白血病細胞の排除が行われる
ことにより治癒が期待できることを示し、その後、この前処置法は全世界に急速に広
まった2）。
　難治性疾患においては、前処置を強めれば原疾患の再発は減るがその毒性により移植
関連死亡が増え、逆に前処置を弱めると再発を起こしやすいというジレンマがある。再
発を抑えるため、年齢や臓器予備能に応じて前処置強度をある程度強くすることも必要
であり、難治例には前処置減弱骨髄破壊性前処置（reduced	intensity	myeloablative	
stem	cell	 transplantation）が行われている。フルダラビンなどのプリンアナログと
組み合わせるアルキル化剤の増量、併用や、放射線照射の追加など様々なパターンが
試みられており、疾患、病期に応じた至適前処置を見いだすことは急務である。

非血縁者間移植
　骨髄バンク：HLAの一致した同胞が得られる確率は1/4にすぎず、少子化が進行す
る現代においてHLAの一致したドナーを得ることはきわめて難しい。HLAの一致し
た非血縁者ドナーを得るため患者（家族）による運動で始まり1974年イギリスに設立
された骨髄バンクはその後世界各国に誕生し、日本でも1989年の東海骨髄バンクを経
て1991年にようやく日本骨髄バンクが設立された。1993年、日本骨髄バンク非血縁者
ドナーからの移植が始まり、2016年3月末現在には19,297例の移植が行われている。
近年、白血病における非血縁者間骨髄移植においては血縁者間移植に決して劣ること
のない治療成績が得られるようになってきた。high	resolution	HLA	マッチングの導
入によりアリルレベルでの一致ドナーが得られること、さらにGVHD予防の工夫や習
熟により血縁者と同等のGVHDの抑制が期待できるようになり、さらにマイナー抗原
不一致による免疫的再発予防効果も寄与しているためと考えられる。骨髄と異なり、
採取に全身麻酔を必要としない非血縁者からの末梢血幹細胞採取も、2010年に開始さ
れた。
　臍帯血バンク：非血縁者ドナーを得る次の方法として臍帯血移植が導入された。
1988年世界で初めてFanconi貧血の小児に臍帯血移植がGluckman教授により行われ
た。日本では1994年に東海大学の加藤らにより再発白血病の男児にHLA一致の弟の
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臍帯血から日本初の血縁者間臍帯血移植が行われた3）。臍帯血中には優れた造血幹細
胞のほか、骨髄や末梢血中に含まれるものとは異なり極めて免疫的に未熟（ナイーブ）
なT細胞が含まれている。そのため重篤なGVHDが起こりにくいとされる。HLAの一
部不一致（4/8一致）でも幹細胞ソースとなりうるため、かなりの確率で非血縁者間
移植ドナーソースとして極めて短期間で入手可能であるのが最大の利点である。1992
年にニューヨーク血液センターで臍帯血バンクが設立された。本邦では1995年に神奈
川臍帯血バンク、近畿臍帯血バンクが設立され1999年には8バンクで日本臍帯血バン
クネットワークがスタートした。2003年には11バンクに増加し移植も1,000例を超え、
2008年には移植数は5,000例に達した。2012年に臍帯血バンクは8カ所に集約され、臍
帯血の質の向上が図られた。2016年3月末には13,166例と急速に増加し骨髄バンクか
らの移植数に肉薄しつつある。生着不全が他のソースに比べやや多く、生着がやや遅
いのが欠点である。海外では生着不全のリスクを減らすため2つの臍帯血を組み合わ
せるdouble	cord移植も行われるが、日本ではsingle	cordであるにもかかわらず生着
不全も減少し良好な治療成績が得られるようになったのは臍帯血の質的向上によると
ころも大きく、世界で一番品質がよいと言っても過言ではないと思われる。

HLA不一致血縁ドナーからの移植
　HLA一致はGVHD予防の鍵であることは言うまでもない。しかし、成績の向上に
は再発予防もまた重要である。血縁者間HLA一抗原不一致移植は適合移植に比べ
GVHDが増えlow	riskの白血病では危険度が増すが、high	risk症例ではむしろ再発が
減ることにより生存率に差が出なくなる。カルシニューリンインヒビターの工夫など
でGVHDをうまく予防し、一抗原不一致ドナーからの移植が多く行われている。さら
に難治の症例に対しては、血縁者HLA半合致ドナーからの移植（HLA2-3座抗原不適
合のいわゆるハプロ移植）が行われるようになってきている。海外での大量のATG（抗
リンパ球グロブリン）を用いる方法では、寛解期移植ではHLA一致移植と同等の成
績が得られるが、非寛解期移植においては再発が多く良好な成績とは言いがたい。非
寛解ハプロ移植ではHLAの違いを利用して腫瘍細胞を根絶しつつ、かつ重症GVHD
を抑制するというクリティカルな免疫反応の制御が求められる。小川、池亀らは比較
的少量のATGに最初からステロイドを組み合わせた方法で非寛解症例においてハプ
ロ移植を行ない良好な成績を報告している。ステロイドによりGVHDにおけるケモカ
インの産生を抑えGVHD標的臓器での炎症、それによる臓器障害を抑えながら、
HLA不一致による抗白血病効果を得て再発を予防が可能になるという4）。
　移植後シクロフォスファミド（post-transplant	CY）を用いたハプロ移植は米国の
Johns	Hopkins大学を中心として開発されたGVHD予防法である。基本概念は「シク
ロフォスファミドは活性化したT細胞のみ殺細胞効果を発揮する」である。移植後3
〜4日後に抗がん剤であるCYを投与すると、不適合HLAアロ抗原と出会って活性化、
増殖しているT細胞のみ選択的に障害するが、まだ増殖していない造血幹細胞には障
害を与えることなく、重症なGVHDや拒絶を有効に抑えることができるとされる。急
速に世界に広まりつつある方法であり寛解期移植においては生存率を低下させること
なくGVHDを抑制することから良好な治療成績が得られている。難治例でHLA不一
致を利用して高い抗白血病細胞効果を得ようとする本法によるハプロ移植は非寛解期
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移植においては再発が多くまだ厳しい結果であると海外からは報告されている。一方、
慢性GVHDのない移植を利用して良性疾患において安全な移植が行える可能性も示唆
されており今後の展開が待たれる。

移植適応に関する種々の考え方
　造血細胞移植では他の治療法では治らない難治例を対象とするとはいえ、非再発の
移植関連死亡がゼロではないという避けられない問題がある。学会の基本的な考え方
を示したガイドラインがあるが、実際にはどのような症例で、どのソースを用いて、
何歳まで移植をおこなうかについては、移植医、施設により考え方が大きく異なる場
合もある。
　たとえばph陰性急性リンパ性白血病（ph陰性ALL）における第一寛解期での移植は、
ガイドラインではHLA適合血縁および非血縁ドナーが得られる場合にも標準治療（S）/
考慮しても良い治療（CO）の二つの考え方が示されている。臍帯血ではCOである。
第一寛解期移植での長期生存が約60％であるのに対し第2寛解期移植では40％、非寛
解期移植では20％であってでもである。当院ではph陰性ALLにおいては化学療法で
の長期生存は約40％しか得られないことから積極的に第一寛解期での移植を行ってい
る。第一寛解期で移植を行わず、再発しても再寛解導入が得られないことが約半数あ
るとされるが、すべての移植医が第一寛解期移植を勧めるわけではない5）。
　急性骨髄性白血病においてはガイドラインでは、標準リスクにおいてもHLA適合
同胞がいる場合には第一寛解期移植はSとされている。当院では独自の強力なプロト
コールにより標準リスクは化学療法のみで完治することから、リンパ性白血病の場合
と異なり、第一寛解期で移植を行うことはほとんどない。染色体異常高度ハイリスク
症例においては第一寛解期での移植を行うが、その他は第2寛解期以降を対象として
いる。
　骨髄異形成症候群は多能性造血幹細胞のクローン性疾患で比較的高齢者に多く、病
型により予後に差があるが急性骨髄性白血病に移行する。移行すると、de	novoの白
血病に比べ極めて難治性で化学療法での完治は望めない。新規薬剤である脱メチル化
剤により異常染色体が消失し輸血依存からも一時的に脱することはできても、治癒は
不可能である。RISTの導入により移植による治癒が期待できるようになり、60歳以
上のハイリスク高齢者での移植は年々増加しており、移植可能な年齢は65歳までとす
る施設が多い。患者が高齢であれば当然、同胞ドナーも高齢であり血縁者からの移植
は困難であることが多く、骨髄バンクあるいは臍帯血移植を行うことになる。特に再
発ハイリスク染色体異常を有する例では移植をしても再発することが多く、移植関連
死亡を来すことも少なくない。年齢、移植時の合併症のみならず、本人、家族の人生
観なども加味して移植適応を決める必要があり、その意味でも最も難しい移植である。
　幹細胞ソースによって移植までの時間は大きく異なるが、移植タイミングは治療成
績に大きく影響する。血縁ドナーが得られない場合には、これまでは骨髄バンクに登
録しHLA一致ドナーを選択し、移植に至るまでの時間は長い。ドナーの居住地域に
採取施設が少ない、あるいは手術室の手配やスタッフ不足などでの理由で骨髄採取が
速やかに行えないこともある。それを解消すべく非血縁者間での末梢血幹細胞移植も
可能となったが、依然として移植までの期間が短縮されたとは言いがたくJMDPでも
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改善策を模索している。
　一方、臍帯血移植は近年、急激に増加している1）。臍帯血の質的向上によることは
いうまでもないが、できるだけ良いタイミングで臍帯血移植が行われれば骨髄移植に
遜色ない良好な成績が得られることを移植医が実感してきたためであろう。骨髄バン
クからの移植片に比べて決してその移植片対白血病効果が弱いわけではなさそうであ
る。
　2014年度に行われた代表的疾患（再生不良性貧血AA、骨髄異形成症候群MDS、急
性骨髄性AMLおよびリンパ性白血病ALL）において選択された移植ソースを示す（図
1）。血縁者HLA不適合末梢血ドナーからの移植の多くはハプロ移植と思われ、難治
症例に対して積極的に行われていることをうかがわせる。2000年代に入り、高齢者の
急性白血病、骨髄異形成症候群において骨髄のみならず臍帯血を用いた非血縁者間移
植も急激に増加している（図2）。造血幹細胞移植療法は、迅速なタイミングで最適の
ソース、個々に応じた前処置強度で最適な移植を行うことが重要であり、多様な移植
選択が得られるようになった現在、その利点を最大限に活用すべきである。
　このたび、骨髄や末梢血幹細胞など造血幹細胞の移植を推進するための法律が2014
年1月1日より施行された。幹細胞の供給体制を確実にするほか、造血細胞移植拠点病
院を整備し、診療支援や人材育成を行うことによりタイムリーで最適な造血細胞移植
を行うチーム医療体制の整備を目指している6）。現場における血液内科医の不足は依
然として重大な問題であり、後継者の育成も我々に課せられた急務である。
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〔第三部〕

在宅輸血における現状と課題
－「在宅輸血ガイドライン素案（手引書）」を作成して－

山形県赤十字血液センター学術・品質情報課
黒 田 　 優

1　はじめに
　在宅医療への展開が進んでいる昨今、病院で行われている輸血管理体制と在宅輸血
の管理体制との間に、安全性の差が生じてきている現状がある。
　今後、在宅医療を推進するにあたり、一定の質を保ちながら在宅輸血を安全に行う
ためには、ある一定のスタンダードを示す必要があると考え、山形県合同輸血療法委
員会では、ガイドラインのseed（種）となる、「在宅輸血ガイドライン素案（手引書）」
を作成した。更に、在宅医療を実践している医療機関及び、輸血医療を実施している
医療機関双方から、「在宅輸血ガイドライン素案（手引書）」に対する意見を収集した。

2　山形県における在宅輸血に関するアンケート調査
　平成25年度に、山形県における在宅輸血の現状を把握するため、山形県内で在宅医
療を実施している431医療機関、介護老人保健施設46施設、訪問看護ステーション49
施設及び、平成24年に輸血用血液製剤の供給実績のある一般病床数100以下の医療機
関40施設の4群に分けてアンケート調査を実施した。また、「在宅輸血を行ったことが
ある」と回答した施設からは更なる“聞き取り調査”を行った。
　アンケートの結果から、回答があった在宅医療を実施している229施設中11施設
（4.8%）、訪問看護ステーションは、35施設中4施設（11.4%）から「在宅輸血を行った
ことがある」との回答を得た。在宅医療の中心的な役割を果たす診療所においては、「交
差適合試験を行っていない」、「輸血用血液製剤の保管機器がない」、「輸血前後の感染
症の検査及び検体保管を行っていない」、「医師や看護師による輸血患者への観察が不
十分である」等の課題がみられ、安全性が高い輸血が行われているとは言えない状況
であった。また訪問看護ステーションでは、在宅輸血患者の観察を行うことは可能で
あるものの、輸血開始から終了までの十分な観察ができていない状況も見受けられた。

3　東北地方における在宅輸血に関するアンケート調査
　平成26年度に実施した東北地方におけるアンケート調査では、対象施設を在宅療養
支援病院及び在宅療養支援診療所：6県合計723施設、訪問看護ステーション：6県合
計431施設へ拡大し、在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所において、「在宅輸血
を行ったことがある」と回答した施設には、追記のアンケート調査を実施した。
　在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所では、アンケートを実施した723施設中
258施設（35.7%）から回答があり、「患者の自宅等で輸血を実施したことがある」と
回答した施設は、252施設中28施設（11.1%）であった。所有している冷蔵保管機器の
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種類を問う設問では、257施設中84施設（32.7%）が薬用保冷庫又は血液専用保冷庫を
所有していると回答した。ABO血液型検査の実施施設を問う設問では、258施設中
161施設（62.4%）で民間業者への検査委託を利用していると回答した。訪問看護ステ
ーションにおいては、431施設中203施設（47.1%）から回答があり、患者の自宅等で
輸血を実施したことがあると回答した施設は196施設中16施設（8.2%）であった。ア
ンケートの調査結果より、在宅輸血において、輸血検査、製剤保管及び輸血中の患者
観察等において問題点があることがわかった。
　在宅輸血を行ったことがある施設に対し、輸血中の医療従事者が不在だった時間を
問う設問では、在宅療養支援病院及び診療所では、21施設中10施設（47.6%）が、不
在になる時間は無かった
と回答した。訪問看護ス
テーションにおいても、
16施設中9施設（56.3%）
が、不在の時間が無かっ
たと回答したことから、
在宅輸血を想定した場合
継続的な患者観察が可能
かどうかは重要なポイン
トであると思われた。
（表1）
　また、在宅輸血を行っ
た際、医師及び看護師の
患者宅の滞在時間を問う
設問では、医師は「輸血
開始から10分まで」及び「開始から30分まで」という回答が76.2％（16/21）であり、
看護師においては「開始から終了まで」及び「開始から終了後30分まで」という回答
が52.4％（11/21）であったことから、医師は輸血後30分以内の比較的早い時期に患
者宅を離れ、看護師は輸血終了時までの比較的長い時間患者観察を行っている状況が
推測された。

4　在宅輸血ガイドライン素案（手引書）の作成
　山形県合同輸血療法委員会の下部組織として、在宅医療に携わる医師及び訪問看護
ステーションに在籍する看護師、並びに病院に在籍する医師、臨床検査技師、薬剤師、
行政、血液センター職員からなる「在宅輸血に関する調査委員会」1）を創設し、山形
県及び東北地方におけるアンケート調査結果、並びに在宅輸血に関する海外文献を基
に、厚生労働省の「輸血の実施に関する指針」を基礎として、在宅輸血を実施するた
めの方法論を協議し、平成26年度に「在宅輸血ガイドライン素案（手引書）」を作成
した。
　以下、「在宅輸血ガイドライン素案（手引書）」の要点を述べる。
（1）在宅輸血における適応疾患
　看取り期、終末期における在宅輸血の実施については、在宅医療において「自然死」
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という考え方が基本にあることから、概ね在宅輸血の適応は無いとし、個々のケース
における最終的な適応の判断は、患者家族及び主治医との協議により行うとした。
（2）在宅輸血における適応条件
　在宅輸血における適応条件として、「少なくとも1回（複数回が望ましい）は、病院
で輸血を実施したことがあり、過去に重篤な副作用が無かったことが確認されている
こと」及び「重大な副作用を起こす可能性が高い疾患（心不全、腎障害、循環器疾患、
強度のアレルギー体質等）を有していないこと」とし、輸血後副作用のリスクが高い
患者においては、在宅輸血を実施しないことを条件とした。
（3）在宅輸血における輸血検査
　在宅医療の主体である診療所では、自施設での輸血検査の実施が難しく、他施設へ
輸血検査を委託している場合が多い。輸血検査の委託にあたっては、患者の輸血検査
情報、輸血副作用情報及び臨床データ、輸血に関する知識等について一元管理し、情
報を共有する必要があると考え、在宅患者が以前に入院していた病院などの提携病院
を、在宅輸血における輸血検査委託先の第一選択とした。
（4）輸血用血液製剤の保管と輸送
　在宅輸血を行う場合には、交差適合試験の検査結果を待つ間、輸血用血液製剤を一
時的に保管しなければならない。
　しかしながら、東北地方におけるアンケート調査では、在宅医療支援診療所におけ
る2〜6℃管理が可能な薬用保冷庫または血液専用保冷庫の所有率は32.7%であり、約7
割の診療所で2〜6℃の管理ができない状況があることがうかがえた。自記温度記録計
及び警報装置を備えている血液専用保冷庫を整備することが最も望ましいが、普及率
が極めて低いことから、最低でも2〜6℃の保管管理を実施するために、2〜6℃に設定
ができる薬用保冷庫の整備を提唱することとした。
　なお、医療法2）及び医療法施行令3）の規定に、医薬品の保管業務が他施設へ委託可
能な業務として定義されていないことから、輸血実施前に自施設以外の他施設に輸血
用血液製剤の保管を委託する方法は、提唱しないこととした。
（5）輸血用血液製剤の輸送
　東北地方におけるアンケート調査では、在宅医療支援診療所から患者宅までの移動
時間の最短時間の平均値が4.3分であり、最長時間の平均値が24.6分であった。このこ
とから、在宅輸血を想定した場合、診療所から患者宅までの輸血用血液製剤の輸送時
間は、概ね30分以内であると推測された。医療機関から患者宅への血液製剤の輸送は、
容器内が2〜6℃に保てるように、発砲スチロール箱に冷媒を入れた方法などで行うこ
とが望ましいとした。
　また、温度監視及び記録が可能な血液搬送冷蔵庫（ATR：Active	Transfusion	
Refrigerator）4）が実用化されていることから、この使用に関して考慮することとした。
（6）輸血付き添い人の設置
　東北地方における調査では、在宅輸血を実施した約半数の施設で、在宅輸血中に医
療従事者が不在になっている状況が見受けられた。このことから、継続的な患者観察
及び副作用への対応策が必要と考え、医師及び看護師の他に、患者家族である「輸血
付き添い人」を新たに加え、三者が連携して患者観察及び副作用対応を行うことを提
案した。輸血付き添い人は、輸血における患者観察の方法及び副作用発生時の対応方
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法について医師又は看護
師から事前に説明を受
け、輸血副作用発生時に
は速やかに医師又は看護
師に連絡をし、医師の指
示により輸血のラインを
止めることができるとし
た。（図1）

5　在宅輸血ガイドライ
ン素案（手引書）に対す
るアンケート調査
　平成27年度には、作成
した「在宅輸血ガイドラ
イン素案（手引書）」に
ついて、東北地方の在宅療養支援病院及び診療所165施設、並びに訪問看護ステーシ
ョン143施設、全国の大学病院の輸血担当部門87施設及び、東北地方における地域が
ん診療連携拠点病院41施設に対して、「在宅輸血ガイドライン素案（手引書）」につい
ての意見収集を踏まえたアンケート調査を実施し、全421施設中208施設（49.4%）か
ら回答を得ることができた。全国の大学病院においては72施設中50施設（69.4%）か
ら回答を得ることができ、在宅輸血のあり方について関心が高い様子が伺えた。
　医療従事者が患者に付き添う時間を、「輸血開始から輸血終了後30分まで」とした点、
医療従事者の患者への付き添いを「…望ましい」としている点についての設問では、「賛
同できる」及び「ある程度賛同できる」の肯定的な回答が、在宅療養支援病院及び診
療所（東北）：77施設中52施設（67%）、訪問看護ステーション（東北）：53施設中28
施設（53%）、大学病院（全国）及びがん診療連携拠点病院（東北）：69施設中33施設
（48%）と、全体で203施設中115施設（57%）から得られた。在宅療養支援病院及び
診療所（東北）において67%の肯定的な回答を得たことと比較し、大学病院（全国）
及びがん診療連携拠点病院（東北）では48%と、その差が19%あり、考え方の違いが
伺えた。
　具体的には「現実的に時間の確保が難しい」、「一人の訪問診療に2時間以上医療従
事者が付き添うことは難しい」、「現実的ではない」といった、医療従事者に時間的な
制約がかかり、実現するのが困難であるとの意見、「副作用に対する安全面を考慮し、
『望ましい』ではなく『すべきである』と考える」、「30分後以降も輸血後2〜3時間で
発生する副作用がある」、「『望ましい』の曖昧な表現では現場の混乱を招く」といった、
医療従事者が患者に付き添う時間を必須事項にするべきとの意見も見られた。
　医療従事者の付き添い時間については、その「実現性」と「安全性」とが相反して
おり、安全性を考慮して、医療従事者の時間的制約を厳格化すれば、実現性が無くな
る。逆に、実現性を向上させるために、医療従事者の時間的制約を寛大化すれば、安
全性が損なわれることになる。これらのことから、「実現性」及び「安全性」の双方
について、妥協点を見いだせないのが、現在の在宅輸血の置かれている状況であると
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言える。
　超高齢社会を迎え、患者の生活の質の向上及び医療資源の有効利用という観点から、
日本は在宅医療へ大きくシフトしており、在宅輸血が増加することが予想される。し
なしながら、在宅輸血を行える体制は整っておらず、安全性の面からも在宅輸血の実
施は困難な状況である。ゆえに、最低限の安全性を確保した明確な在宅輸血のスタン
ダードを、今後も継続して検討していく必要がある。
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