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「血液製剤の使用指針」 



血液製剤の使用指針の策定から 
これまでの経緯 

採血基準を改正して血液の量的確保対策 

「血液製剤の使用適正化基準」を策定：1986年 

 

「輸血療法の適正化に関するガイドライン」を策定：1989年 

 

「血小板製剤の使用基準」：1994年 

 

「血液製剤の使用指針」および「輸血療法の実施に関する指
針」を策定：1999年 

 

「血液製剤の使用指針」：2005年に大きく改定 



血液製剤国内自給率と使用量 

国内自給 

濃縮凝固因子製剤：1992年に達成 

 

アルブミン製剤（人血清アルブミン，加
熱人血漿たん白） 

5％(1985年)→56.4%(2015年) 

 

免疫グロブリン製剤 

40％(1999年)→95.6％(2015年) 



使用量 
赤血球液：減少傾向 
 
新鮮凍結血漿および血小板濃厚液：ほぼ横ばい 
 
アルブミン製剤 
総使用量226.8 万リットル(1999年)→165.4 万
リットル(2005年)→125.4万リットル(2015年)と
年々減少 
 
免疫グロブリン製剤 
適応拡大によりやや増加傾向（諸外国と比較する
とまだ少ない。） 



血漿分画製剤の国内自給率の向上血液の国
内完全自給，安全性の確保および適正使用 

血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31 年法
律第160 号）平成15(2003)3年7 月に改正施行 

「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」（以下「基本方針」という。）血液事業
の方向性を示し，以降5 年ごとに再検討 

輸血により，感染症，免疫学的副作用等が発生するリスク
完全には排除できないことから，自己血輸血は推奨される
手法 

血液製剤の需給が逼迫する可能性→自己血輸血の手技や手
法を維持発展 

医療現場における血液製剤の適正使用を推進 



I 血液製剤の使用の在り方 

1. 血液製剤療法の原則 

血液製剤を使用する目的：血液成分の欠乏あるいは
機能不全により臨床上問題となる症状を認めるとき
に，その成分を補充して症状の軽減を図ること（補
充療法） 
 

補充療法を行う際：輸血の適応となる基準値（トリ
ガー値）を満たしていることを確認（トリガー値輸
血とは，検査値が基準値未満に低下した際に輸血を
行うことをいう） 

 



2. 血液製剤使用上の問題点と使用
指針の在り方 

血液製剤の使用：使用者の経験に基づいて，その適応およ
び血液製剤の選択あるいは投与方法などが決定され，しば
しば不適切な使用が行われてきたことが問題 

 

本指針においては，内外の研究成果に基づき，合理的な検
討を行ったものであり，今後とも新たな医学的知見が得ら
れた場合には，必要に応じて見直す。 

 

本指針は必ずしも医師の裁量を制約するものではない。 

 



投与時に各成分の到達すべき目標値を臨床症状と
臨床検査値から設定 
補充すべき血液成分量を計算 
 
生体内における血管内外の分布や代謝速度を考慮
して補充量を補正、補充間隔を決める投与後には，
初期の目的，目標がどの程度達成された有効性の
評価を，臨床症状と臨床検査値の改善の程度に基
づいて行う 
 
副作用と合併症の発生の有無を観察し，診療録に
記録 



患者への血液製剤の使用についての説明と同意
（インフォームド・コンセント）の取得に際して
は，原則として本指針を踏まえた説明をすること
が望まれるとともに，本指針と異なった適応・使
用方針の場合には，さらなる注意をもって説明を
行い，患者の同意を取得することが望ましい。 
 
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律（昭和35 年法律第145 号）
第68 条の21 で特定生物由来製品に係る説明につ
いて規定されている。 



3. 今回の指針改定について 
平成17（2005）年に本指針が改定されてからすでに10 年以
上が経過：適宜部分改正 

 

輸血医療においても，医療者と患者が特定の臨床状況での適
切な診療の意思決定を行っていくために，科学的根拠（エビ
デンス）に基づいた診療ガイドラインの存在が不可欠 

 

本指針がこれまで定義してきた「治療開始の基準」，「目標
値の設定」等エビデンスを標準的な手順に従って評価するこ
とにより適切かつ最善と定義づけられて出来あがったもので
はない 

 

詳細については，最新の学会ガイドラインを参照 



厚生労働省および日本医療研究開発機構（AMED）の
助成のもとに、日本輸血・細胞治療学会が「科学的
根拠に基づく輸血ガイドライン」(以下「学会ガイド
ライン」という。) を作成 
本指針においてもこれに準拠し改定した。 
 
 
学会の改正作業は今後も続行され，新たな医学的知
見が得られた場合には，必要に応じて本指針を見直
すこととする。 



エビデンスレベルについて 



赤血球液の適正使用 
 

1. 目的 

赤血球液（Red Blood Cells：RBC）は，急性あるい
は慢性の出血に対する治療および貧血の急速な補正
を必要とする病態に使用 

最も確実な臨床的効果を得る 

赤血球補充の目的：組織や臓器へ十分な酸素を供給 

循環血液量を維持 

2. 適応の現状と問題 

全血の使用、全血の代替：まれに赤血球液と新鮮凍
結血漿の併用 

赤血球液が単独で優れた臨床効果 



慢性貧血に対する適応の変更点 

１、血液疾患に伴う貧血（鉄欠
乏性、ビタミンB12欠乏、葉酸欠
乏、自己免疫性溶血性貧血な
ど） 

Ｈｂ７g/dl：輸血の目安 

Ｈｂ10g/dl：必要性はない 

 

2,慢性出血性貧血 

（消化管、泌尿生殖器など） 

原則輸血を行わない 

Ｈｂ6g/dl：輸血の目安 

１造血不全による貧血 
 
２、造血器腫瘍に対する化学療法、
造血幹細胞移植治療などによる貧血 
 
３、固形癌化学療法などによる貧血 
 
４、鉄欠乏、ビタミンＢ１２欠乏性
などによる貧血 
 
５、自己免疫性溶血性貧血 
 
６、腎不全による貧血 
 



3. 使用指針1) 
1) 慢性貧血に対する適応 

 
慢性貧血：原因を明らかにする 

鉄欠乏，ビタミンB12 欠乏，葉酸欠乏， 

自己免疫性溶血性貧血など，輸血以外の方法で治療可能である疾患に
は，原則として輸血 

を行わない。 

慢性貧血に対して輸血を行う目的は：貧血による症状が出ない程度の
ヘモグロビン（Hb）値を維持 

貧血の進行度，罹患期間，日常生活や社会生活の活動状況，合併症
（特に循環器系や呼吸器系の合併症）の有無などにより異なる 

示しているHb 値以上でも輸血が必要な場合もあれば，逆にそれ未満で
も不必要な場合もあ特にそれらが強く推奨されていない場合には，一
律に決めることが困難である。 

Hb 値を10g/dL 以上にする必要はない。 



3. 使用指針1)-２ 
1) 慢性貧血に対する適応 

 
輸血の適応を決定する場合：臨床検査値のみならず臨床症状を注意深
く観察し，かつ生活の活動状況を勘案する 

高度の貧血の場合：循環血漿量が増加，心臓に負荷がかかっている 

短時間のうちに大量の輸血を行うと心不全，肺水腫を来す。 

腎障害を合併している場合には，特に注意が必要である。 

 

繰り返し輸血を行う場合には，投与前後における臨床症状の改善の程
度やHb 値の変化を比較して効果を評価するとともに，副作用の有無を
観察したうえで，適正量の輸血を行う。 

なお，頻回の投与：鉄過剰状態（iron overload）を来す。 

不必要な輸血は行わず，できる限り投与間隔を長くする。 

 



慢性貧血に対する適応１ 



慢性貧血に対する適応２ 



2) 急性出血に対する適応 
 

急性出血：外傷性出血、消化管出血，腹腔内出血，
産科的出血，気道内出血など 

消化管出血の原因：胃十二指腸潰瘍，食道静脈瘤破
裂，マロリーワイス症候群，悪性腫瘍からの出血 

 

腹腔内出血の原因：原発性あるいは転移性肝腫瘍，
肝臓や脾臓などの実質臓器破裂，異所性妊娠，出血
性膵炎，腹部大動脈や腸間膜動脈の破裂など 

 



急速出血：Hb 値低下（貧血）と，循環血液量の減少 
循環血液量の15％以下の出血（classⅠ）：軽い末梢血管収縮
あるいは頻脈を除くと循環動態にはほとんど変化は生じない。 
 
15～30％の出血（classⅡ）では，頻脈や脈圧の狭小化がみら
れ，患者は落ち着きがなくなり不安感を呈する。 
 
30～40％の出血（classⅢ）では，の症状は更に顕著となり，
血圧も低下し，精神状態も錯乱する場合もある。 
 
循環血液量の40％を超える出血（classⅣ）では，嗜眠傾向と
なり，生命にも危険な状態となる。 



急性出血に対する適応 



3) 周術期の輸血 
一般的な周術期の輸血適応の原則 

a) 術前投与 

術前の慢性貧血は必ずしも投与の対象とはならない。術前
投与のいわゆる10/30 ルール（Hb 値10g/dL，ヘマトク
リット（Ht）値30％以上にすること）はエビデンスがない。 

 

貧血の場合には，循環血漿量は増加しているため，投与に
より急速に貧血の是正を行うと，心原性の肺水腫を引き起
こす危険性がある。 

 

術前投与は，持続する出血がコントロールできない場合, 
そのおそれがある場合のみ必要とされる。 



周術期の輸血 



4) 敗血症患者の貧血 

輸血量が少ない方が，死亡率が低いか同等
であり，感染症や輸血副反応の発生率も低
いという報告がある。 

 

敗血症患者への貧血に対して，トリガー値
をHb 値7g/dL とすることを強く推奨する
［1A］。 



敗血症患者の輸血 



4. 投与量 
 

 

赤血球液の投与によって改善されるHb 値は，以下の計算式か
ら求めることができる。 

予測上昇Hb 値（g/dL）＝投与Hb 量（g）/循環血液量（dL） 

 

循環血液量（dL）＝70mL/kg（体重1kg あたりの循環血液量）
×体重（kg）/ 100 

 

体重50kg の成人（循環血液量35dL）にHb 値14g/dL のドナー
からの血液を2単位（400mL 全血採血由来の赤血球液1 バッグ
中の含有Hb 量は約14g/dL×4dL＝約56g となる）輸血 

Hb 値は約1.6g/dL 上昇 



5. 効果の評価 
 

投与の妥当性，選択した投与量の的確性あるいは副
作用の予防対策などの評価に資するため 

 

赤血球液の投与前には，投与の理由と必要な投与量
を明確に把握 

 

投与後には投与前後の検査データと臨床所見の改善
の程度を比較して評価、副作用の有無を観察して，
診療録に記載する。 



6. 不適切な使用 
 

1) 終末期患者への投与 

終末期の患者に対しては，患者の意思を尊
重しない延命措置は控える，という考え方
が容認されつつある。 

 

輸血療法といえども，その例外ではなく，
患者の意思を尊重しない投与は控える。 

 



使用上の注意点 



7. 使用上の注意点 
 

1) 使用法 

赤血球液を使用する場合には，輸血セットを使用
する。 

 

日本赤十字社から供給される赤血球液は全て白血
球除去製剤：白血球除去フィルターの使用は不要 

 

通常の輸血では加温の必要はないが，急速大量輸
血，新生児交換輸血等の際には専用加温器
（37℃）で加温する。 



2) 感染症の伝播 
 

赤血球液の投与により，血液を介する感染症の伝
播を伴うことがある。 
 
細菌混入による致命的な合併症に留意し，輸血の
実施前にバッグ内の血液について色調の変化，溶
血（黒色化）や凝血塊の有無，またはバッグの破
損や開封による閉鎖系の破綻等の異常がないこと
を肉眼で確認する。 
 
特に低温で増殖するエルシニア菌,セラチア菌な
どの細菌感染や，バッグ内とセグメント内の血液
色調の差にも留意する。 



3) 鉄の過剰負荷 

1 単位（200mL 全血採血由来）の赤血球液中には，約100mg の
鉄が含まれている。 

 

人体から1 日に排泄される鉄は1mg  

 

赤血球液の頻回投与は体内に鉄の沈着を来し，鉄過剰症を生
じる。 

 

ヘモグロビン1g はビリルビン40mg に代謝され，そのほぼ半量は
血管外に速やかに拡散するが，肝障害のある患者では，投与
後の遊離ヘモグロビンの負荷が黄疸の原因となり得る。 



4) 輸血後移植片対宿主病（PT-
GVHD）の予防対策 

輸血後移植片対宿主病の発症を防止：原則として放射線を照射
（15～50Gy）した赤血球液を使用する。 

平成10（1998）年に日本赤十字社より放射線照射血液製剤が供給 

平成12（2000）年以降，我が国では放射線照射血液製剤による輸
血後移植片対宿主病の確定症例の報告はない。 

採血後14 日間保存した赤血球液の輸血によっても致命的な合併
症である輸血後移植片対宿主病の発症例が報告されていること 

から，採血後の期間にかかわらず，原則として放射線を照射（15
～50Gy）した血液を使用する。 

現在では全ての製剤が保存前白血球除去製剤となったが，保存前
白血球除去のみによって輸血後移植片対宿主病が予防できるとは
科学的に証明されていない。 



5) 輸血関連循環過負荷 
（Transfusion-Associated Circulatory  

Overload:TACO） 
 

過量の輸血による量負荷や，急速投与による速度
負荷などが原因 

 

輸血中または輸血終了後6 時間以内に，心不全，
チアノーゼ，呼吸困難，肺水腫等の合併症が現れ
ることがある。 

発症予防のためには，輸血前の患者の心機能や腎
機能などを考慮の上，輸血量や輸血速度を決定す
る。 



6) 高カリウム血症 
 

赤血球液では，放射線照射の有無にかかわらず，
保存にともない上清中のカリウム濃度が上昇する
場合がある。 

 

放射線照射後の赤血球液では，照射していない赤
血球液よりも上清中のカリウム濃度が上昇する。 

 

急速輸血時，大量輸血時，腎不全患者あるいは低
出生体重児などへの輸血時には高カリウム血症に
注意する。 



7) 溶血性副作用 
 

ABO 血液型の取り違いにより，致命的な溶血性の副作用
を来すことがある。投与直前には，患者氏名（同姓同名
患者ではID 番号や生年月日など）・血液型・その他の
事項についての照合を，必ずバッグごとに細心の注意を
払ったうえで実施する（「輸血療法の実施に関する指
針」を参照）。 

 
8) 非溶血性副作用 
 

発熱反応，アレルギーあるいはアナフィラキシー反応を
繰り返し起こす場合は，洗浄赤 
血球液が適応となる場合がある。 



9) ABO 血液型・D（Rho）型と 
交差適合試験 

原則として，ABO 同型の赤血球液を使用するが，緊急
の場合には異型適合血の使用も考慮する（輸血療法
の実施に関する指針を参照）。 

 

D（Rho）陽性患者にD（Rho）陰性の赤血球液を使用し
ても抗原抗体反応を起こさないので，投与することに
医学的な問題はない。 

 



10) サイトメガロウイルス（CMV）
抗体陰性赤血球液 

CMV 抗体陰性の妊婦，あるいは極低出生体重児に
赤血球輸血を行う場合：CMV 抗体陰性の赤血球液
を使用することが望ましい。 
 
造血幹細胞移植時に患者とドナーの両者がCMV 抗
体陰性の場合にも，CMV 抗体陰性の赤血球液を使
用することが望ましい。 
 
なお，現在，全ての輸血用血液製剤に実施されて
いる保存前白血球除去は，抗体陰性血と同等のCMV 
感染予防効果があるとされている。 

 



都道府県別輸血用血液製剤使用状況(２００２年 



都道府県別血漿分画製剤使用状況(２００２年） 



都道府県別輸血用血液製剤供給状況(２０１５年） 



都道府県別血漿分画製剤使用量(２０１５年） 



市立宇和島病院の概況 



医療圏域 



愛媛センターからの距離 

宇和島市 

愛媛県赤十字血液センター 



当院での血液製剤適正使用の取り組み 

１９９９年指針で輸血療法委員会の設置が推奨 
→２００３年指針の推奨と廃棄血削減を目標として血液
製剤管理委員会立ち上げ 
 
→２００４年輸血用血液製剤を検査科輸血部で一元管理 
 
２か月に１回、委員会を開催、輸血製剤使用量、廃棄血
液製剤量を検討 
 
血液製剤廃棄理由書の作成の依頼を開始 
 
２０１０年使用指針での適正使用推進を目的に赤血球製
剤使用届出書の摘出を義務化 
 
 



当院の血液製剤在庫数 
     

2004.11.30  A+ O+ B+ AB+  
 MAP(バック数） 6 8 2 1  
 FFP(バック数） 2 2 2 2  
       
       
２００４年に製剤使用状況を統計し、中央値３日間使用量を在庫数に
設定。       
在庫製剤廃棄が相次ぎ、MAPA+、MAPO+の在庫数削減。  
     
在庫製剤廃棄が相次ぎ、FFPの在庫数を全血液型１バックに削減。 
      
       
現在      A+   O+      B+ AB+  
 RBC(バック数） 4 3 2 1  
 FFP(バック数） 1 1 1 1  

 



南予地区備蓄所の血液製剤在庫数 



赤血球製剤廃棄率 
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赤血球製剤使用届出書 



赤血球使用届出書提出率 

2011年   1428/1441  99.1% 
2012年    1486/1496  99.3% 
2013年    1695/1709  99.1% 
2014年    1769/1782  99.2% 
2015年    1802/1822  98.9% 
2016年    1736/1754  99.0% 



使用届出書適応 
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その他の使用の適応 

腎性貧血 
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赤血球製剤廃棄率 
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赤血球製剤使用届出書改定案 



新赤血球製剤使用届出書の提出状況(２０１７年７月） 

１、慢性貧血に対する適応 

a)造血不全に伴う貧血(Hb 6-7g/dL)                ４８ 

b) 造血器腫瘍に対する化学療法・ 

造血幹細胞移植などによる貧血(Hb 7-8g/dL)           １３ 

c) 固定癌化学療法などによる貧血(Hb 7-8g/dL)            ６ 

f)鉄欠乏性、ビタミン B12 欠乏性などによる貧血           ２ 

e) 自己免疫性溶血性貧血(生命の維持に支障をきたす恐れがある場合)   ０  ５２．３％ 

f) 腎不全による貧血(Hb 7g/dL)                    ２ （５７．８％） 

２、急性出血に対する適応 

a) 急性出血(Hb 6g/dL)                        ５   １８．４％ 

b) 消化管出血(Hb 7g/dL)                     １１ （２５．１％） 

３、周術期の輸血 

a) 術前投与(持続する出血がコントロールできない場合、           ６．５％ 

またはそのおそれがある場合等)                 １５  （６．５％） 

b) 術中投与(Hb 7-8g/dL)                      ８ 

24 時間以内に循環血液量 100%以上           ０   ５．９％  

c) 心疾患を有する患者の手術に伴う貧血(Hb 8-10g/dL)        ０  （５．２％） 

  (肺機能障害や脳循環障害のある患者では上記に準ずる) 

d) 人工心肺使用手術による貧血(Hb 9-10g/dL)            ０   ８．１％ 

e) 術後投与(急激に貧血が進行し、外科的止血処置を行う場合等)  １１  （８．１％） 

４、敗血症患者の貧血(Hb 7g/dL)                    ０ 

５、 その他 (               )              ７  ５．１％ 

                                    （４．９％） 

 

（ ）は旧度届出症での％ 



院内輸血実施手順表 



血液製剤オーダ受信から払い出しまでの手順 



緊急輸血 



時間外血液センターへの赤血球製剤発注手順 



年別緊急輸血実施件数（件） 

 



部署別緊急輸血実施症例（2015年） 



2015年部署別緊急輸血実施症例（％） 



年別緊急輸血所要時間（分） 

 



2016年3月17日 交通外傷 



輸血依頼から払出、輸血完了時間 

依頼単位 依頼時間 払出時間 依頼から払出 輸血時間 

6 15：30 15：41 11 5 

15：49 19 6 

16：03 33 6 

8 15：54 16：03 9 14 

16：25 31 7 

16：25 31 6 

16：25 31 15 

8 16：48 16：55 7 5 

16：55 7 5 

16：55 7 5 

16：55 7 12 



緊急輸血事例：血便・意識消失 

18：30 • トイレにて排便後ナースコール。トイレ内血便有り。反応鈍い 

  

18：35 

 

• トイレから出てくると顔面蒼白・意識消失あり。車椅子にてベッドに臥床 

• BP100/45、SPO2測れず。主治医報告 

18：44 •採血、心電図、胸写指示有り。酸素2L開始 

19：00 

•点滴手背に確保、血ガス採血。便潜血  Hb7.1 

•末梢鼠径ルート確保、酸素3Lに増量 

 

19：30 

 

•緊急輸血指示 RBC2単位 緊急度２ RBC2単位 緊急度３ 

•安静・バルン挿入指示あり。   

19：55 
•  RBC 2単位 緊急輸血開始 緊急度２ 

輸血開始までの
時間 

オーダーから払出
し：7分 

払出しから輸血ま
で：5分 

輸血時間： 
4時間03分 



20：20 
•胃カメラ：多発十二指腸潰瘍・出血性ショック 

20：50 
•血圧90台  

23：46 
•輸血①終了 BP80台 

23：58 
•輸血②開始 RBC 2単位（緊急度3依頼分） 

2：30 
•輸血終了 BP110台 

オーダから払出
し：4時間 

払出しから輸血 
開始：12分 

輸血時間： 
2時間32分 

翌日データ：Hｂ ９．２ 



緊急輸血：内腸骨動脈瘤破裂 

9：20 

•他院より腹水・腹部腫瘤にて当院救急搬送GCS15点 前医より血管確保あり。 

• BP91/54 四肢冷感あり、救外にて採血、胸腹部CT 

9：50 

• Hb7.7 クロス血採血 

• 10：50 腹部ダイナミック撮影：右内腸骨動脈瘤の破裂→手術準備 

11：15 
• ICU入室、ガス分析 Hb6.8 RBC 6単位 術前輸血開始12：15～  

16：00 
•手術用輸血準備 RBC6単位 PC20単位 FFP8単位 

17：05 
•手術室へ ガス分析 Hb8.3  

17：40頃 

•手術開始時、腹腔内に大量出血あり。 

•緊急輸血指示「出来るだけたくさん輸血をしたい」電話連絡（オーダー未） 



17：43 
•手術用準備血 RBC 4単位 残あり 払出し 

17：52 
•在庫血 RBC 6単位  払出し 

17：56 
•他患者予約分（当日予約もあり） RBC 6単位  払出し  

18：04 

•備蓄へサイレン発注 分納要請 院内備蓄にある分全部 

•①血液型確認後払出し RBC 4単位  

18：05 
•②血液型確認後払出し RBC 4単位    

18：13 
•③血液型確認後払出し RBC 6単位  

30分 
30単位 

緊急輸血 

血小板到着 
FFP使用 

手術終了 


