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　血液事業においては、輸血用血液製剤の安全性の向上を図り、安定供給を行うとともに、効率的な運
営を行い、皆さまから信頼される持続的な体制を確立することが必要不可欠です。
　日本赤十字社では、これまでの都道府県単位の事業運営体制を見直し、輸血用血液製剤の検査・製
剤業務の集約化を進めており、平成24年4月からブロックを単位とする広域的な事業運営体制へと大きく
変わりました。全国を北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中四国、九州の7つのブロックに分け、
各ブロックに新たにブロック血液センターが設置されました。
　関東甲信越ブロック血液センターは、関東甲信越地方の１都９県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県）において献血していただいた血液の検査・製造業
務を行っており、年間約180万人分（全国の約36%）の献血血液を取り扱っています。当センターは、東京
都江東区の日本赤十字社辰巳ビル内に設置されているほか、分置施設として神奈川県厚木市には神奈
川製造所、埼玉県東松山市には埼玉製造所がそれぞれ設置されています。ブロックを単位とする広域エリ
ア内で計画的に献血者を確保し、血液製剤の在庫を一元管理する広域需給管理体制を整備することで、
皆さまからいただいた血液をより一層有効に活用することができるようになりました。
　ブロック化により検査・製造業務を集約する一方、採血・供給業務については、各都道府県単位で設置
されている地域血液センターが担い、その機能をさらに強化しております。地域血液センターでは、血液事
業はもとより赤十字全体の情報発信基地としての業務も推進しています。
　今後も血液製剤の安全性の向上と安定供給の確保に努めてまいりますので、皆さまのご理解とご協力
を賜わりますようお願い申し上げます。

はじめに Introduction

     It is important for blood services to secure the safety of blood products for transfusion and ensure a stable supply of 
them. In addition to it, it is essential to establish an efficient, sustainable and trusted management system for all the people. 
The Japanese Red Cross Society reformed its previous prefecture-based operating structure, and proceeding with the 
consolidation of operations related to testing and preparation of blood products for transfusion. We made a major shift to a 
more broad-based, block-level operating structure starting from April 2012. We divided the country into seven blocks, 
which are Hokkaido, Tohoku, Kanto-Koshinetsu, Tokai-Hokuriku, Kinki, Chugoku-Shikoku and Kyushu. We established 
Block Blood Centers newly in each block. 
     Kanto-Koshinetsu Block Blood Center operates testing and preparation for the blood which is donated in 1 metropolis 
and 9 prefectures of Kanto-Koshinetsu area (Tokyo, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Niigata, 
Yamanashi and Nagano). We deal with the blood of 1,800,000 donors per year (about 36% of whole of Japan). 
Kanto-Koshinetsu Block Blood Center is located in the Japanese Red Cross Tatsumi Building in Koto Ward, Tokyo. We also 
have Kanagawa Production Site in Atsugi City, Kanagawa Prefecture and Saitama Production Site in Higashi-matsuyama 
City, Saitama Prefecture respectively as our branches. We could utilize the blood given from donors efficiently by recruiting 
donors systematically in large area as a block and establishing the unified system to maintain the balance between supply 
and demand in large area. 
     While consolidating operations related to blood testing and preparation by establishing new administrative blocks, as for 
blood collection and distribution, Regional Blood Centers in each prefecture are in charge of the operations and we 
strengthen their function. Regional Blood Centers promote their roles as information centers for various activities of Red 
Cross, as well as their roles as blood services. 
     We hope to receive your continued understanding and cooperation in our efforts to improve the safety and stable supply 
of blood products. 
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　2003年4月末、「急性骨髄性白血病」と診断され緊急入院となりました。赤血球や血小板など
の輸血を受けながら6ヶ月間の入院生活を送りました。
　退院してから妻と出会い、子どもも授かりました。
　しかし、2007年8月に病気が再発し、再び多量の輸血を受けながらの入院生活が始まりました。1
歳の長女と３日前に生まれたばかりの長男、出産を終えたばかりの妻を残しての入院はとても辛かっ
たです。10ヶ月の入院生活中や退院後に健康でない自分の体に劣等感を感じたこともありました。
二度の闘病生活で生き残った今、強く感じることがあります。
　献血がなかったら、最初の入院の時に命を落としていたでしょう。一度目の退院後に妻と出会
い、二人の子どもを授かりました。献血がなければ、子ども達は産まれてきませんでした。また、子ども
達の成長を見守ることも出来ませんでした。これからも皆様の献血のお陰で繋がった未来（こども
たち）を育て、見守っていきたいと思います。

     Toward the end of April 2003, I was diagnosed with acute myelocytic leukemia and immediately admitted 
to the hospital. I remained in hospital for six months while receiving red blood cell and platelet transfusions.
After being discharged, I met my future wife and was eventually blessed with two children. 
In August 2007, however, the cancer returned and I had to go back into hospital to receive a large volume of 
blood transfusion.
     It was very difficult to go into hospital leaving behind my one-year old daughter, three-day old newborn 
son, and wife, who had just given birth. There were times during the 10 months in hospital and even after that 
when I was filled with feelings of inferiority over my ill health. But now, having survived two battles with 
illnesses, I feel strong.
     Without blood transfusion, I would have died the first time I was hospitalized. I would not have met my 
wife or been blessed with two children. I would not have been able to watch them grow up. In the coming 
years, I am looking forward to taking care of and bringing up my children – they are my future, gifted to me by 
blood donations made by so many people.

献血で繋がった未来(こどもたち)

を育てています

1977年生まれ
輸血期間：2003年4月～10月  2007年8月～翌年6月

加藤 恭央（かとう やすひさ）さん

Bringing up my children – They are my future

Born: 1977
Transfusion periods: Apr to Oct 2003, Aug 2007 to Jun 2008

Mr. Yasuhisa Kato
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　僕は野球部で毎日毎日、夜遅くまで練習に励む高校生でした。2011年の東日本大震災の影響
でしばらく練習ができず、ついでに体調も悪かったので近くの内科に行ったら風邪だろうという診断
に安心していました。が、2日位で急激に症状が悪化。夜中に行った救急病院からこのまま血液内
科のある病院へと言われ、そのまま約5か月半の間入退院を繰り返しました。
　急性骨髄性白血病と言われてもなんだかよくわからず、ただこの身体の辛さをどうにかして欲しいだ
けでした。入院翌日から抗がん剤の治療が始まり、それに続き20回位輸血も受けました。早く元の身
体に戻りたい、学校へ行き野球がしたいという気持ちでツライ治療を乗り切りました。抗がん剤で髪の
毛だけでなく眉毛もなくなりましたが、仲間が今までどおりに接し、支えてくれたことがうれしかったです。
今は定期検診を続けながら通学、まだ100％までは戻っていないけれど部活にも参加できてほぼ元
通りの生活ができています。これも献血してくださった方々のおかげだと思います。病気になり僕が献
血をすることはできないかもしれませんが、この病気を経験したことで、ほんの少しでも誰かの役に立て
ればいいなと思います。今は元気に大学へ通っています。

     I was a high school student and a member of the baseball club, practicing late into the night every day. After 
the great East Japan earthquake 2011, my practice sessions were temporarily suspended. I was also feeling a 
bit unwell at that time, so I went to a local general physician, who said it was probably just a cold. This relieved 
me at first, but two days later, my condition deteriorated sharply. At the emergency hospital I was rushed to in 
the middle of the night, they told me that I needed to be directly transferred to a hospital with a hematology 
department. This was the beginning of a period of hospitalization off-and-on for about 5 and a half months. 
     I was told that I had acute myelocytic leukemia. I had no idea what that meant – I simply wished they 
would do something about the physical pain I was going through. They began treating me with anticancer 
drugs the day after I was admitted to hospital, and while this continued I also received about 20 blood 
transfusions. I wanted to return to my previous self quickly, to go to school and play baseball. That was the 
thought that kept me going through those difficult months of treatment. I lost all my hair as well as my 
eyebrows because of the anticancer drugs, but was very happy to see my friends still treat me the same as 
before and give me their support. Right now, I am back in school while going to the hospital for periodic 
checkups. I haven’t yet fully returned to my old self, but my life is more-or-less normal. I even participate in 
club activities. This is all thanks to people who make blood donations. Because of my illness, I may not be 
able to donate my blood, but my experience has made me feel that I would like to be of use to someone, 
somewhere, in whatever little way I can. Now, I go to university in a good health condition.

ほんの少しでも

誰かの役に立てれば

Being of Use to Someone in Whatever Little Way I Can

1994年生まれ

藤原 正人（ふじわら まさと）さん

Born: 1994

Mr. Masato Fujiwara
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　地域血液センターでは、計画的に献血の受け入れを行い、輸血を待っている
方たちに安全な血液を安定的にお届けしています。また、過不足のない効率的
な献血を目指し、医療機関からの要請、血液の在庫、献血状況の把握につと
めています。
　輸血用血液製剤は、24時間365日医療機関にお届けしており、緊急の要
請に対しても即時に対応できるような体制を取っています。
　ブロック血液センターでは、各都道府県単位での輸血用血液製剤の在庫
不均衡を調整するため、血液型別、採血種類別の在庫をブロック単位で広域
的に管理しています。ブロック内での調整が困難な場合には、ブロックを越えた
全国規模での調整を行い、安定供給に努めています。

     We recruit blood donors according to the estimated needs of blood transfusion, and 
supply safe blood products to patients who need blood transfusion. We make every 
effort to grasp the situation of medical institutions, the stock of blood products and the 
amount of blood donations to manage the blood service without surpluses or 
shortages. 
     We supply blood products for transfusion to medical institutions 24 hours a day, 7 
days a week and 365 days a year, and are ready to respond promptly to emergency 
orders. 
     We control the stock of blood products of each blood type and product type at a 
block level to adjust the unbalanced stock in each prefecture. If it is difficult to adjust 
the unbalanced stock within a block of prefectures, we make adjustments on a 
nationwide level to ensure a stable supply of blood products.

需給管理・血液の供給（ブロック血液センター及び地域血液センターの業務）
Balancing Supply and Demand and Supplying Blood (Operations of Block and Regional Blood Centers)

血液製剤の出庫作業
Shipping Blood Products
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赤血球製剤
Red Cell Products

保存温度：2～6℃
有効期間：採血後21日間
Storage temperature:Between 2℃ and 6℃
Period available:21 days after collection

血漿製剤
Plasma Products

保存温度：-20℃以下
有効期間：採血後1年間
Storage temperature:-20℃ or less
Period available:1 year after collection

血小板製剤
Platelet Products

保存温度：20～24℃
有効期間：採血後4日間
要振とう
Storage temperature:Between 20℃ and 24℃
Period available: 4 days after collection
Need constant agitation

※日本血液製剤機構は、献血者の善意に基づき無償で得られた血液を原料とした血漿分画製剤による国内自給という目標を達成するために
　日本赤十字社と田辺三菱製薬株式会社との合意に基づき設立された営利を目的としない一般社団法人です。

*Japan Blood Products Organization is a non-profitable general incorporated association established through an agreement between the Japanese Red Cross Society and Mitsubishi Tanabe 
 Pharma Corporation to accomplish the aim that supplying plasma derivatives derived from non-remunerated blood donations based on goodwill self-sufficiently in Japan.

主な輸血用血液 Major Blood Products for Transfusion

献血血液の流れ
Flow of Donated Blood

　血液は、栄養や酸素の運搬、免疫等人間の生命を維持するために欠くことの
できない機能を含んでいます。現在、血液の機能を完全に代替できる人工物が
ないため、血液は輸血医療に欠かすことができません。献血された血液は、赤血
球、血小板、血漿等の輸血用血液として使われるほか、血漿分画製剤の原料と
して使用されています。

     Blood has vital functions to maintain human life, such as transporting nutrients and 
oxygen, and immunity. Since there are no artificial materials which can substitute for 
blood functions at the moment, blood is necessary for transfusion. Donated blood is 
used as red cell products, platelet products and plasma products for transfusion. It is 
also used as source plasma for plasma derivatives. 

血漿分画製剤
Plasma Derivatives

日本血液製剤機構※
原料血漿

製薬メーカー 血漿分画製剤

医療機関

献血ルーム
献血者

献血バス

出張献血 Medical Institutions

輸血を待つ患者さん
Patients who need 
blood Transfusion

Source Plasma

原料血漿
Source Plasma

Japan Blood 
Products Organization*

Blood Donors

Mobile Blood Collection 
Buses

Blood Donation 
Rooms

Temporary Blood 
Donation Sites Pharmaceutical 

companies Plasma Derivatives

輸血用血液
Blood for transfusion検査

製造

供給

Blood Testing

Blood Preparation

Blood Supply
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Rising Importance of Medical Information
医薬情報活動の重要性

　MR（Medical Representatives）とは、医薬情報担当者のことを言います。医薬情報担当者は、
医療の一端を担う者として、輸血を受ける多くの患者さんの安全を確保するために輸血用血液等の
品質、有効性、副作用やその取扱いについて、医療現場を訪問し、医師、検査技師、薬剤師、看護師
等に適切な情報提供を行っています。
　また、情報提供と同時に医療現場から輸血用血液等の有効性や安全性（副作用）に関する情報
収集も同時に行っています。これらの情報は、血液センターや厚生労働省にフィードバックされ、輸血用
血液の安全対策に反映されています。このような情報を効率よく提供・収集するためには、医療機関と
の強い連携が必要となります。そのために医薬情報担当者は、最新の医薬情報の収集に努め、「献血
者の善意」を最新の医薬情報とともに医療現場の皆さまにお届けし、信頼の構築に努めています。

     Our Medical Representatives (MRs) are responsible for certain aspects of medical care. In this capacity, and 
to ensure the safety of the many patients who receive blood transfusions, Our MRs visit medical institutions to 
advise doctors, laboratory technicians, pharmacists and nurses and so on appropriate medical information, such 
as the quality, effectiveness and side effects of and instructions for handling blood products for transfusion and 
so on. 
     As well as providing information, Our MRs also collect information about the effectiveness and safety (side 
effects) of blood used in transfusions by visiting medical institutions. Based on such information received as 
feedback, blood centers and the Ministry of Health, Labor and Welfare take measures to improve the safety of 
blood for transfusion. For providing and collecting this information efficiently, full cooperation with medical 
institutions is important. Our MRs are making every effort to build a structure of trust, communicating both the 
care shown by blood donors as well as the latest medical information to those who are engaged in transfusion 
medicine.

医薬情報活動（ブロック血液センター及び地域血液センターの業務）
Activities of Medical Representatives (Operations of Block and Regional Blood Centers)
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Quality Assurance of Blood for 
Transfusion as a Pharmaceutical Product Quality Assurance Structure of Blood Centers

Blood Safety Committee

　輸血は高度医療にとって不可欠な手段であり、輸血用血液製剤の品質は医療 に大
きな影響を与えます。したがって、輸血医療における有効性や安全性の観点から、輸血
用血液製剤は「医薬品」としての厳しい品質規格に適合したものでなくてはなりません。
　品質保証部門では、「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（医薬品医療機器等法）」に規定される「医薬品及び医薬部外品の製造管
理及び品質管理の基準に関する省令（GMP省令）」、「生物学的製剤基準」などに基
づいて「医薬品としての輸血用血液製剤」の品質を確保し、維持するために、次の
ような業務を行っています。
Blood transfusion is a crucial measure in advanced medical care, and the quality of 
b lood products for t ransfus ion has an enormous impact on medical care. 
Consequently, from the perspective of the effectiveness and safety of transfusions, 
blood products for transfusion must conform strictly to quality standards as 
“pharmaceutical products.”
The Quality Assurance Department conducts the following operations with a view to 
ensur ing and maintaining the qual i ty of “blood products for transfusion as 
pharmaceutical products” based on the Ministerial Ordinance on Standards for 
Manu fac tu r ing Cont ro l  and Qua l i t y  Cont ro l  fo r  D rugs and Quas i - d rugs 
(“Drugs/Quasi-drugs GMP Ordinance”), General Biological Products Standards, and 
other standards provided for under the Pharmaceutical and Medical Device Act (the 
Law for Ensuring the Quality, Efficacy, and Safety of Drugs and Medical Devices). 

Putting the Pharmaceutical Quality System (PQS) into 
practice, we make every effort to provide high quality 
products by establishing a quality manual (quality 
guidelines and quality targets) and quality assurance 
structure for the JRC’s blood services.  

Under the guidance of the Blood Safety Committee, which conducts studies, deliberations, 
resolutions and approvals of various matters essential for the quality assurance of blood 
products for transfusion, we make every effort to establish a structure of good manufacturing 
practices (GMPs) to ensure as well as maintain and improve the quality of blood products for 
transfusion. We have established operational procedures with a view to conforming to the 
Ministerial Ordinance on Standards for Manufacturing Control and Quality Control for Drugs 
and Quasi-drugs (“Drugs/Quasi-drugs GMP Ordinance”) which stipulates the requirements 
for manufacturing top-quality pharmaceutical products. We make sure that these operational 
procedures are being followed, thereby ensuring the quality of our blood products for 
transfusion.

「医薬品としての輸血用血液」の品質保証

Supervisor of Bio-based Product Manufacturing

(Department of Manufacturing) - 
Manager of the Department of Manufacturing

(Department of Manufacturing)

(Department of Quality) - 
Manager of the Department of Quality

　輸血用血液製剤の品質保証に必要な事項の調査審議、決議及び承認を行う血液安全
委員会のもとにGMP体制を構築し、輸血用血液製剤の品質の確保及び維持向上に努め
ています。優れた品質の医薬品を製造するための要件を定めた「医薬品及び医薬部外品
の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（GMP省令）」が守られるために、作業手順
を規定し、これらが適切に行われているか確認し、輸血用血液製剤の品質を保証しています。

　医薬品品質システム（PQS）を運用するために、
日本赤十字社の血液事業における品質マニュアル
（品質方針及び品質目標）の制定及び品質保証体制
の構築により、高品質の製品を提供することに努めてい
ます。

医薬品製造業（GMP）に基づく品質保証
Quality Assurance based on 
Good Manufacturing Practices (GMPs)

医薬品品質システム（PQS）の運用
Putting into practice the 
Pharmaceutical Quality System (PQS)

血液センターの品質保証体制

血液安全委員会

生物由来製品製造管理者

（製造部門）
製造部門責任者

（製造部門）

（品質部門）
品質部門責任者

(Laboratory Section) – 
Department of Quality Control

（検査部署）
品質管理部門

(Quality Assurance Section) – 
Department of Quality Assurance

（品質保証部署）
品質保証部門

品質保証（ブロック血液センターの業務）
Quality Assurance (Operations of Block Blood Centers)
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※凍結血漿製剤については未照射

　輸血医療の進歩によって血液製剤の種類も多様となり、より安全で品質の高い輸血用血液が求められ
るようになりました。近年の輸血は患者さんが必要とする血液成分だけを輸血する方法（成分輸血）が一般
的となり、患者さんへの負担が軽減され、献血によって得られた貴重な血液を有効に使用することが可能に
なりました。成分輸血に使用する輸血用血液を血液成分製剤と呼んでいます。
　血液製剤の調製方法は献血方法によって異なります。そのうちのひとつの方法が全血献血で、血液バッグ
に採血された血液を遠心分離によって赤血球と血漿に分離し、各々が血液成分製剤として調製されます。
　もうひとつの方法が成分献血で、血液成分採血装置を使用して血小板または血漿のみを採血します。
採取された血液成分は試験検査を経て製品化され、輸血用血液製剤になります。
　各輸血用血液製剤は、発熱等の輸血副作用を軽減するために調製時にフィルター等によって白血球の
ほとんどが除かれています。また重篤な副作用である輸血後GVHD防止のために、製造工程の中で血液へ
の放射線照射を行っています。
　すべての輸血用血液製剤の調製は厳密な衛生管理、製造管理、品質管理の下で行われています。

  With advances in transfusion medicine, many new types of blood products have been developed, and there is greater 
demand for safer, higher-quality blood for transfusion. In recent years, it has become common to transfuse only the 
specific components of blood required by each patient (component transfusion). This helps reduce the burden on 
patients and also enables the effective use of blood obtained from donations. Blood products used in component 
transfusion are called blood component preparations.    
  The method of preparing blood products differs depending on the method of blood donation. One of these methods is 
whole blood donation. Here the blood collected in a bag is separated into red blood cells and plasma by centrifugation, 
and each is dispensed as a separate blood component preparation. 
  The other method is component donation, where a blood component collection device is used to harvest individual 
components such as platelets or plasma. The harvested component is made into a blood preparation for transfusion 
after testing. 
  All blood products for transfusion are passed through filters during the preparation process to remove most of the 
white blood cells in order to lower the adverse reactions associated with blood transfusion, such as pyrexia. Blood is 
irradiated during the preparation process to prevent transfusion-associated graft-versus-host disease (GVHD), a 
serious adverse reaction. 
  All blood preparations for transfusion are put through strict hygiene, manufacturing, and quality controls.

ラベリング・包装
Labeling / Packing

保管・製品化・出荷
Storage, Manufacture of Blood Products, and Shipment

放射線照射
Irradiation of Blood Products

遠心分離
Centrifugation

白血球除去
Reduction of Leukocytes (White Blood Cells)

原料血液の受け入れ
Receiving Ingredient Blood

成分分離（保存液の添加）
Component Separation (Addition of Preservative Solution)

血液の調製（ブロック血液センターの業務）
Blood Preparations  (Operation of Block Blood Centers)
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放射線照射
Irradiation of blood products

白血球除去フィルター
Leukocyte reduction filters
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     To ensure the safety of people who rece ive b lood 
transfusions, we examine all donated blood by blood grouping 
testing and serological testing for various kinds of viruses. The 
blood that has passed the serological testing is also carried 
out Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) which is more 
sensitive than serological testing. In addition, as a service to 
donors, we inform them of the results of biochemical and 
blood cell counts. 

　献血された血液は、輸血を受ける方の安全を確保する
ため、血液型や各種ウイルスの抗原・抗体検査を行って
います。また、より感度の高いウイルスの核酸増幅検査
（ＮＡＴ）も実施しています。また、献血者へのサービスとし
て、生化学検査・血球計数検査を行い、結果をお知らせ
しています。

血液型検査
ABO血液型検査 不規則抗体検査
ABO blood grouping Testing

Rh血液型検査
Rh blood grouping TestingIrregular antibodies screening 

Blood Grouping Testing

抗原・抗体検査
梅毒血清学的検査
B型肝炎ウイルス検査（HBs抗原・HBs抗体・HBc抗体検査）
C型肝炎ウイルス検査（HCV抗体検査）
エイズウイルス検査（HIV-1／HIV-2抗体検査）
HTLV-1抗体検査
ヒトパルボウイルスB19抗原検査
サイトメガロウイルス抗体検査（一部）

Serological testing for syphilis

Hepatitis B virus (HBs antigen/HBs antibody/HBc antibody)

Hepatitis C virus (HCV antibody)

HIV (HIV-1/HIV-2 antibody)

HTLV-1 antibody

Human parvovirus B19 antigen

Cytomegalovirus antibody (when required)

Antigen/Antibody Testing

核酸増幅検査（NAT）
B型肝炎ウイルス検査
Hepatitis B virus testing

C型肝炎ウイルス検査
Hepatitis C virus testing

エイズウイルス検査
HIV testing

Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) 

生化学検査
Biochemical Testing

血球数検査
Blood Cell Counts

HLA検査
HLA-related Testing

血液の検査（ブロック血液センターの業務）
Blood Testing (Operation of Block Blood Centers)

12



採血バッグや血液製剤ラベルなどの原料・資材について、
受け入れ時にその品質を試験し、確認しています。

生物学的製剤基準に基づき、製品の血小板数や容量など
が規格に適合しているか、また無菌性が確保されているか
などについて試験し、確認しています。

The quality of various materials and resources including blood collection bags 
and blood product labels is tested and confirmed at the time of receipt.
  

Based on the biological products standards, the sterility of the product as well 
as whether its platelet count, volume, etc., conform to the standards are 
tested and confirmed.
  

検体の分類作業
Classification work samples

使用する培地
Culture medium to use

製品抜取り試験
Sampling and Testing of the Final Products

原料、資材の受け入れ試験
Inspection of Purchased Materials
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　肝臓に最も多く含まれる酵素です。肝細胞が破壊されると血液中に流れ出すので、急性肝炎
で最も強く上昇し、慢性肝炎や脂肪肝（肥満）等でも上昇します。激しい運動の後に一過性の上
昇が見られることがあります。

ALT（GPT）

検査項目 説　明

γ-GTP

総蛋白
TP

アルブミン
ALB

アルブミン対グロブリン比
A/G

コレステロール
CHOL

グリコアルブミン
GA

貧血の有無を
知る目安とな
ります。

貧血の場合、
その種類の判
定の目安にな
ります。

赤血球数（RBC）

ヘモグロビン濃度（Hb）

ヘマトクリット値（Ht）

平均赤血球容積
（MCV）

平均赤血球ヘモグロビン量
（MCH）

平均赤血球ヘモグロビン濃度
（MCHC）

白血球数
（WBC）

血小板数
（PLT）

生化学検査

　献血にご協力いただいた方へ感謝の気持ちとして、7項目の生化学検査成績と8項目の血球計数検査成績をお知らせして
います。これらの検査成績はいずれも通知を希望された方を対象とし、献血後2週間程度で親展（書簡）等で通知しています。
　生化学検査及び血球計数検査欄に記した標準値は献血された方の検査結果から算定したもので、正常または異常を示す
ものではありません。また、受付時にB・C型肝炎ウイルス検査、梅毒検査、HTLV-1抗体検査の検査通知を希望された方には、
異常を認める場合のみ献血後1ヶ月以内に親展（書簡の郵便）にて通知しています。

血球計数検査

　肝、胆道、膵、腎等に多く含まれる酵素です。上昇する疾患は閉塞性黄疸、肝炎、アルコール性
肝障害等です。病気がなくても長期飲酒者では上昇することが多く、1ヶ月くらい禁酒するとある程
度正常化します。

　血清中には80種類以上の蛋白が含まれ、種々の機能を持ち、生命維持に大きな役割を果たし
ます。その総量を総蛋白として測定しています。

　血清蛋白の50%以上を占めるアルブミンは病気等で栄養が悪くなると減少するため、健康診
断のスクリーニングとして大きな意味があります。

　血清蛋白はアルブミン（A）とグロブリン（G）に分けられ、その比率は健康な人では一定の範囲
にありますが、病気によってはその比率が変化（主として減少）してきます。

　血清脂質の一つで、一般に脂肪の多い食事を続けていると上昇します。また肝臓等で作られ、
肝、胆道、腎、甲状腺の病気でその値が上下することがあります。血清コレステロールが多くなると
動脈硬化を起こしやすいとされています。

　糖尿病の検査の一つです。過去約2週間の血糖値が低い状態が続いていると低下し、高い状
態が続いていると上昇します。糖尿病では標準値より上昇します。標準値範囲内でも15.6%以上
の場合は注意が必要です。

　赤血球は血液の主な細胞成分で、酸素を肺から各組織へ運ぶ働きを持っ
ています。

　血液の赤い色は赤血球に含まれているヘモグロビン（血色素）によるもの
で、赤血球の働きの中心となっています。

　ヘマトクリット値は、一定の血液量に対する赤血球の割合（容積）をパーセント
で表したものです。

　赤血球1個の平均的容積、すなわち赤血球の大きさの指標となるもので、
赤血球数とヘマトクリット値から算出したものです。

　赤血球1個に含まれるヘモグロビン量を平均的に表したもので、赤血球数
とヘモグロビン濃度から算出したものです。

　赤血球の一定容積に対するヘモグロビン量の比をパーセントで表したもの
で、ヘモグロビン濃度とヘマトクリット値から算出したものです。

　白血球は細菌等を貪食し、免疫情報を伝達し、更に免疫能を発現して生体防御にかかわっ
ています。細菌感染症があると一般的に白血球数は増加しますが、ウイルス感染症の場合はか
えって減少することもあります。

検査項目 説　明

　血小板は出血を止めるための重要な働きを持ち、この値が極端に減少すると出血を起こし
やすくなります。

検査成績のお知らせ
Notification of Test Results
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These values 
i n d i c a t e  
whether one 
is anemic.

I f  o n e  i s  
a n e m i c ,  
these va lue 
i n d i c a te  i t s  
type.

Red Blood Cells(RBC)

Hemoglobin(Hb)

Hematocrit(Ht)

Mean Corpuscular Volume
(MCV)

Mean Corpuscular Hemoglobin
(MCH)

Mean Corpuscular
Hemoglobin Concentration

(MCHC)

White Blood Cells
(WBC) 

Platelet
(PLT)

Blood Cell Counts

     Red blood cells are the main cellar components of blood. they 
transport oxygen from the lungs to various tissues.

     The hemoglobin in erythrocytes gives blood its red color. It plays the 
central role in the functioning of red blood cells.

     The hematocrit shows, as a percentage,the volume of red blood cells 
in a given volume of blood.

     The MCV denotes the average volume, i .e.,  s ize, of a s ingle 
erythrocyte. It is calculated from the RBC and Ht.

    The MCH denotes the average hemoglobin contents of a single 
erythrocyte. It is calculated from the concentration of the RBC and Hb.

     The MCHC shows, as a percentage, the hemoglobin contents of a 
given volume of red blood cells. It is calculated from the Hb and Ht.

     White blood cells serve to defend the body by phagocytosing bacteria and other 
pathogens. The WBC generally increases when an individual has a bacterial infection and 
sometimes decreases with viral infections.

     We notify the results of a seven-point biochemical test and an eight-point test for blood cell counts to those who 
donate their blood in token of our gratitude. All of these results are notified only to those who request it, and are notified 
about 2 weeks later by confidential letter. 
     Standard values, indicated in the format of biochemical tests and blood cell counts, show the average values 
determined by the results of those who have donated blood, and they do not show normal / abnormal levels. For those 
who request the notifications of results about Hepatitis B and C, Syphilis and HTLV-1 when applying, we will notify them 
of the results within a month after blood donations by confidential letter, in the case of abnormal results. 

     The largest quantities of ALT are found in the liver. When liver cells are destroyed, this 
enzyme is released into the blood. the level of ALT in the blood is therefore most significantly 
higher cases of acute hepatitis;it is less high in cases of chronic hepatitis and fatty liver
(obesity). The ALT level might be transiently elevated after hard exercise.

ALT(GPT)

Point of Examination Description

γ-GTP

Total Protein
TP

Albumin
ALB

Albumin vs. 
Globulin Ratio

A/G

Cholesterol
CHOL

Glycoalbumin
GA

Biochemical Tests

     γ-GTP is found in large quantities in the liver, bile duct, pancreas and kidneys. An elevated 
level of γ-GTP in the blood is an indicator of diseases such as obstructive jaundice, hepatitis 
and alcoholic hepatopathy. Even if no decease is present, long-term drinkers of alcohol often 
have an elevated level of γ-GTP, which is normalized to some extent after on month's 
abstinence from alcohol.

     The serum contains over 80 different kinds of protein, which have different functions and 
play important life-supporting roles. The level of total protein represents the combined levels 
of all proteins.

     Because the level of albumin, which accounts for 50% or more of all proteins contained in 
the serum, falls in cases of malnutrition resulting from disease, it is a useful index in medical 
screening.

      Serum protein is categorized into albumin (A) and globulin (G). In a healthy person, the 
ratio between these two proteins falls within a given range, whereas it might deviate from this 
range (usually falling below it) in the presence of disease.

     Levels of cholesterol, one of the serum fats, are usually higher in people who adhere to a 
fatty diet over a long period of time. Because cholesterol is produced in the liver, the serum 
level of cholesterol might change due to diseases of the liver, of the bile duct, of the kidneys or 
of the thyroid. It is reported that elevated levels of serum cholesterol can cause arteriosclerosis.

     One of the tests for diabetes. The level decreases when blood glucose level keeps low for 
about two weeks, but increases when the blood glucose level keeps high. When you get 
diabetes, the level increases more than the standard value. Even though the level was within 
the standard value, it requires careful attention when the level was over 15.6%. 

Point of Examination Description

     Platelets serve a vital function in hemostasis. There is an increased tendency toward 
hemorrhaging when this value is markedly decreased.
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神奈川製造所
Kanagawa 
Production Site

　神奈川製造所は、東名高速道路厚木インター
チェンジ直近に位置し、神奈川県内で採血された
血液の調製を行っています。神奈川県内で採血さ
れた血液の検査は辰巳ビルで行っています。受入
工程から製品化工程まで7工程に自動化装置を使
用し、施設を共有する神奈川県赤十字血液セン
ターに出荷しています。

     Kanagawa Production Site is located very close to 
the Tomei Expressway Atsugi Interchange and is 
responsible for the preparation of blood collected within 
Kanagawa prefecture. The blood collected in Kanagawa 
Prefecture is tested in the Tatsumi Building. Automated 
equipment is used for seven processes between receipt 
of the materials and preparation of the product. The 
materials are shipped to the Japanese Red Cross 
Kanagawa Blood Center, with which the Kanagawa 
Production Site shares equipment in common.

ローソン

小田原厚木道路

東名
高速道路

日赤湘南
センター
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埼玉製造所
Saitama 
Production Site

　埼玉製造所は、関越自動車道東松山インター
チェンジ直近に位置し、北関東信越（茨城県・栃木
県・群馬県・埼玉県・新潟県・長野県）の６県内で
採血された血液の調製・検査を行っています。２箇
所の変電所から電力供給を可能とし、万一電力供
給が停止した場合でも３日間は機能を維持できる非
常用自家発電装置を備えています。

     Saitama Production Site is located very close to the 
Kanetsu Expressway Higashi-matsuyama Interchange 
and is responsible for the testing and preparation of 
blood collected in the six prefectures in the North-Kanto 
and Shinetsu region (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, 
Niigata and Nagano).This Production Site receives 
power from two electric power substations and is also 
equipped with a private generator that can meet this 
facility’s electricity requirements for up to three days in 
case of an electricity outage. 

デイリーヤマザキ

サンクス

東松山
石橋局

森林公園

東松山
インター
チェンジ

新郷

関
越
自
動
車
道

関
越
自
動
車
道
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献血ルーム

　主要駅に隣接したビルなどに設置され、天候に左右されず、広く、
明るい室内で快適にご協力いただける施設です。

     Blood donation rooms are located in buildings where major 
stations are near from them and so on. These are facilities where 
people can donate blood in roomy, br ight and comfor table 
surroundings without worrying about the weather.

Blood Donation Room

出張献血（オープン献血）

　献血の器材を持参して事業所の会議室等を借用し、献血を実施
する方法です。献血バスの駐車スペースが無い場合等でもこの方
法でご協力いただけます。

     This is a method of blood collection where equipment is brought 
in and set up in office-building conference rooms and other places 
to create a temporary blood donation site. This method is useful 
when, for instance, there is no space to park a blood donation bus. 

Temporary Blood Donation Site (Open Site) 

献血バス

　車内に必要な器材を搭載し、機動性を生かして事業所、地域、学
校や駅前等の様々な会場で献血のお願いをしています。

     Mobile blood collection buses are fully equipped for blood 
donations and collect blood at a variety of locations such as 
outside of f ices, local community centers, schools and train 
stations.

Mobile blood collection bus

献血推進イベント・キャンペーン
Events and Campaigns to Promote Blood Donation

ボランティア活動
　各献血会場（献血ルーム・街頭献血会場）では、「赤十字個人ボラ
ンティア」として登録した幅広い年齢の方々が献血運動を推進する各
種活動に参加されています。
　献血会場では、街頭での呼びかけや献血後の接待などを中心に活
動をお願いし、血液センターでは献血の協力をお願いする郵便の発送
準備、成分献血の電話依頼、献血者に配布する広告の用意等、資材
準備を中心に活動していただいています。

     At every blood donation site (blood donation rooms or outside blood 
donation sites), people of a wide range of ages register as Red Cross 
Volunteers, participating in various activities to promote blood donation. 
     At donation sites, volunteers appeal for blood donations on the street or 
serve donors after they give blood, and at the blood centers, they primarily 
help with sending letters requesting blood donation, making phone calls to 
request apheresis blood donation, and preparing advertisement fliers to 
be distributed to donors. 

　多くの方に献血会場に来ていただき、皆さま
に喜んでいただくため、様々なイベントやキャン
ペーンを企画しています。タレント・アーティスト、
漫画、スポーツチーム、企業とのコラボレーショ
ンやボランティアさんによる企画もあります。

     We plan a variety of enjoyable events and 
campaigns aimed at attracting a large number 
of people to b lood donat ion venues.We 
conduct events in col laborat ion with T V 
celebrities, manga artists, sports teams and 
corporations as well as events put together by 
volunteers as a service.

Volunteer Activities

　地域血液センターでは、献血ルーム、献血バス、出張献血（オープン献血）等の会場で、常時献血の受け
入れを行っています。献血団体及び献血推進団体にご協力をお願いする場合には、実施日のおよそ3ヵ月
前から日程調整、打ち合わせ、事前のPR等を行い、計画的な献血者確保をお願いしています。また、献血者
が減少しがちな冬季を中心に定期的な献血依頼を行う等、安定的な献血者確保に努めています。

     At Regional Blood Centers, blood is regularly collected in blood donation rooms, on mobile blood collection buses 
and at temporary blood donation sites (open sites). In the case of asking cooperation to blood donation groups and 
blood donation promotion groups, we ask them to make arrangements, meetings and publicity on ahead in three 
months before from the blood collecting day to contribute to stable donor recruitment. Efforts are made to secure a 
stable flow of blood donors by periodically sending out blood donation requests, especially in the winter when the 
number of blood donors tends to fall.

献血の受け入れ（地域血液センターの業務）
Receiving Blood Donations (Operation of Regional Blood Centers)

Ⓒアカマ　フミカ（茨城大学学生赤十字奉仕団所属）
ⒸFumika Akama
   (Student at Ibaraki University and member of the Red Cross Volunteer Group)

学食トレイ広告（平成２７年度キャンペーン告知）
Advertisement on school cafeteria trays (notice of the FY 2015 campaign) 
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　複数回献血クラブは、安全性の高い輸血用血液を安定的に患者さんへお
届けすることを目的として、献血に継続的に協力いただける方の登録をお願い
しております。
　登録いただいた方には、血液センターからのお知らせや輸血用血液に不足
が生じた場合の献血依頼等がメールにより配信されます。献血の履歴や検査
成績を照会でき、登録会員限定の献血カードや特典もあります。

　医療機関からの血液需要に対して、安定した供給体制
を確立するため、ダイレクトメールを中心とした献血の協力
要請を行っています。特に年末年始を含めた冬季や年度
末の献血者が減少しがちな時期には、多くの方々に献血
へのご協力をお願いしています。
　Ｒｈ（－）の血液型やまれな血液型の血液、ＨＬＡ適合血
小板等を必要とする患者さんに合った輸血用血液等を確
保する必要があるため、電話や手紙による献血の協力要
請も行っています。
　また、電子メールを活用した献血のお願いができるよう
に複数回献血クラブへの登録もお願いしています。

      To make sure that we are able to deliver a stable supply of 
b lood in response to the demand for b lood f rom medica l 
institutions, we send out requests for blood donation mainly 
through direct mail. 
In particular, during the winters including the New-Year holiday 
season and at the end of the fiscal year, when blood suppliers tend 
to run short, we send out a large number of requests to people for 
their cooperation through blood donation.
     To ensure the availability of matching blood for transfusion to 
patients requiring Rh-negative and other rare blood types, or 
HLA-matched platelet blood, we even seek cooperation from 
donors through telephones and letters. 
     In addition, we ask donors to register with the Multiple Blood 
Donation Club so that we can use e-mail to send out requests for 
blood donation.

     The aim of the Multiple Blood Donation Club is to make it possible to stably supply 
high-safety blood for transfusion to patients. We ask people who can provide 
continuous support through multiple blood donations to register with this club.
     Those who register with the Multiple Blood Donation Club receive periodic notices 
from Blood Centers and requests for blood donation via email during times of blood 
shortage. When a donor registers with the Multiple Blood Donation Club, their blood 
donation history and the results of their blood tests are available for ready reference. 
Registered members receive a blood donation card and other special benefits.

複数回献血クラブ 詳しくはこちら▶Multiple Blood Donation Club

献血者募集の方法
Methods of Blood Donor Recruitment

検 索複数回献血クラブ
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献血方法別の採血基準
献血の
種類

全血献血

200mL全血献血 400mL全血献血

成分献血

血漿成分献血 血小板献血項目

一回献血量 200mL 400mL 600mL以下
（循環血液量の12%以内） 400mL以下

年齢 16～69歳※ 男性：17歳～69歳※
女性：18歳～69歳※ 18歳～69歳※ 男性：18歳～69歳※

女性：18歳～54歳

体重 男性：45kg以上
女性：40kg以上 男女とも50kg以上 男性：45kg以上

女性：40kg以上

最高血圧 90mmHg以上

血色素量
（ヘモグロビン濃度）

男性：12.5g/dL以上
女性：12.0g/dL以上

男性：13.0g/dL以上
女性：12.5g/dL以上

12.0g/dL以上
（赤血球指数が標準域にある
女性は11.5g/dL以上）

12.0g/dL以上

血小板数 - - - 15万/μL以上

年間献血回数 男性：6回以内
女性：4回以内

男性：3回以内
女性：2回以内

血小板成分献血1回を2回分に換算して
血漿成分献血と合計で24回以内

年間総献血量
200mL献血と400mL献血を合わせて

男性：1,200mL以内
女性：800mL以内

- -

献血にご協力いただける方の安全を第一として、国が定めた基準等に従い、医師が健康状態を総合的に判断してお願いしています。
※65歳以上の方の献血については、献血いただく方の安全と健康に配慮し、60～64歳の間に献血経験がある方に限らせていただいております。

※併せて血漿成分を採血しない場合には、1週間後に血小板成分献血が可能になります。ただし、4週間に4回実施した場合には、次回まで4週間以上期間をあけてください。

献血の間隔表
200mL全血献血 400mL全血献血 血漿成分献血 血小板成分献血※

200mL全血献血

　男女とも4週間
後の同じ曜日から
献血できます

　男性は12週間
後・女性は16週間
後の同じ曜日から献
血できます 男女とも2週間後の

同じ曜日から献血できます

400mL全血献血

血漿成分献血

血小板成分献血※

　男女とも8週間後
の同じ曜日から献血
できます

今回の献血

次回の献血

　健康な方であれば献血による体への影響はほとんどありません。しかし、体調をくずしていたり健康状態の良くな
い時に献血をすると健康を損ねる場合もあります。献血者の健康を守るために様々な採血基準を設けています。

採血基準
Blood Collection Standards
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Criteria for Blood Collection by Donation Method
Blood
 Types Whole Blood Donation

200ml Whole Blood Donation 400ml Whole Blood Donation

Apheresis

Plasma pheresis Platelet pheresisItems

Volume per 
Donation 200mL 400mL

600mL or less
(Within 12% of the volume of 

circulating blood)
400ml or less

Age From 16 to 69 years old* Male:From 17 to 69 years old*
Female:From 18 to 69 years old* From 18 to 69 years old*

Male:From 18 to 69 years old*
Female:From 18 to 54 years old

Weight Male:45kg or more
Female:40kg or more 50kg or more

Male：45kg or more
Female：40kg or more

Blood Pressure 90mmHg or more

Hemoglobin Level
(Hemoglobin

Concentration）

Male:12.5g/dL or more
Female:12.0g/dL or more

Male:13.0g/dL or more
Female:12.5g/dL or more

12.0 g/dL or more
（Females whose MCV, MCH and MCHC are 

within the standard level, 11.5g/dl or more）
12.0 g/dL or more

Platelet 
Count

- - - 0.15million/µL or more

Donations 
per Year

Male:up to 6 times
Female:up to 4 times

Male:up to 3 times
Female:up to 2 times

Up to 24 times
(One platelet pheresis donation is counted as 

two plasma pheresis donations.)

Total Volume
per Year

Combined of whole blood donations 
Male: up to 1,200 mL
Female: up to 800 mL

- -

The safety of blood donors is our first priority. We accept blood donors based on standards established by the national government and each donor’s total health 
condition examined by a doctor.
*Considering the safety and health of donors, 65-year-old or older donors must have donated at least once between the ages of 60-64.

*If plasma is not contained, platelet pheresis is possible a week later. 
 However, if you donate it 4 times in 4 weeks, an interval for the next blood donation must be 4 weeks or more. 

Chart Showing Intervals between Blood Donations
200mLWhole 

Blood Donation
400mLWhole 

Blood Donation Plasma pheresis Platelet pheresis*

200mLWhole 
Blood Donation

     Donations can 
be made 4 weeks 
later.

     Male can donate 12 
weeks later.
     Females can donate 
16 weeks later.

Donations can be made 2 weeks later.

400mLWhole 
Blood Donation

Plasma pheresis

Platelet pheresis*

     Donations can 
be made 8 weeks 
later.

This Time

Next Time

     If you are healthy, the blood donations do not have much effect on your body. However, blood donations under poor 
physical condition may be harmful to your health. We have many criteria for blood collection to protect your health. 
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海外血液事業研修生研修
Training for overseas trainees from 
Sister Red Cross and Red Crescent Societies
and other related organizations

主な研修・見学は次のとおりです。
Our major training courses and observation 
tours are as follows :

· 海外血液事業研修生研修
   Training for overseas trainees from 
   Sister Red Cross and Red Crescent Societies
   and other related organizations

· 海外感染症対策専門家研修
   Training for overseas infectious disease specialists

· 海外赤十字関係等視察
   Study tours of overseas Red Cross and 
   other related organizations

· 東京大学・慶應義塾大学医学部学生学外研修
   Externship for medical school students from 
   the University of Tokyo and Keio University

· 関係企業等見学・研修
   Study tours and training for corporations 
   and other organizations

· 赤十字奉仕団等見学
   Study Tours for Red Cross volunteer groups

· 各種学校・生徒等見学及び体験学習
   Study Tours for school students

· 各種職員研修
   Various Trainings for 
   Red Cross staff members

　海外からの研修生や医学系大学の学生を始め、小・中・高等学校の総合学習の一環としての研修や見
学の受け入れを行っています。また、血液事業に携わる職員としての資質向上を図り、輸血を必要とされる
方々に安全な血液製剤を安定的にお届けするため、各種職員研修を行っています。

     The Japanese Red Cross Society provides training opportunities for trainees and medical school students from 
abroad as well as study tour opportunities for elementary, junior-high and high school students as part of their general 
education. We also provide various kinds of trainings for Red Cross staff members who are in charge of Blood Services 
to enhance their abilities and to supply safe blood products to those who need blood transfusion. 

各種研修（ブロック血液センター及び地域血液センターの業務）
Trainings (Operation of Block and Regional Blood Centers)

医学部学生学外研修
Externship for medical school students

タイ赤十字社への技術支援
Technical support to Thai Red Cross Society

22



　骨髄移植・末梢血幹細胞移植とは白血病や
再生不良性貧血等の病気により正常な造血が行
えない患者さんに血液のもとである造血幹細胞を
入れ替える有効的な治療です。移植に際しては白
血球の型であるＨＬＡ型が一致する必要がありま
す。ＨＬＡ型が一致する割合は、血縁者である兄弟
姉妹で約４分の１、血縁関係のない方では数百～
数万分の１の確率でしか一致しません。この骨髄
移植・末梢血幹細胞移植のコーディネート等を
（公財）日本骨髄バンクが行っています。血液セン
ターでは、下記のドナー登録業務を行っています。
     Bone marrow transplantation or peripheral blood 
stem cell transplantation is a treatment for patients 
with hematopoietic diseases like leukemia and 
aplastic anemia, where the diseased marrow is 
replaced with healthy marrow. For a successful bone 
marrow transplantation, a donor’s HLA type (typing 
of white cells) should match that of the patient’s 
receiving the bone marrow transplant. The frequency 
of finding an HLA-matched donor is about 25% 
among close relatives (siblings), but only one in 
several thousand to 10,000 people among those not 
related to each other. The Japan Marrow Donor 
P r o g r a m  ( P u b l i c  I n t e r e s t  I n c o r p o r a t e d  
Foundation)does the work of matching donors for 
patients who need bone marrow or peripheral blood 
stem cell transplants. The JRC Blood Centers 
conduct the following operations. 

●骨髄移植・末梢血幹細胞移植について
　十分理解した提供希望者の登録受付
●登録者のHLA型（A座B座C座DR座）検査
●登録者のデータ管理
●Registration of donors who have been informed 

a b o u t  b o n e  m a r r ow t r a n s p l a n t a t i o n  a n d  
per iphera l b lood stem ce l l  t ransplantat ion 
(PBSCT)

●HLA-typing (A-locus, B -locus, C-locus, DR-locus) 
of registered donors

●Management of donor data

骨髄ドナー登録業務

　医療機関（産科）で採取されたさい帯血と同意書な
どの書類をいただいてきます。
     We receive cord blood and related documents(a consent form signed 
by the mother, etc) from the medical institutions.(obstetrics departments)

　調製されたさい帯血
     A processed cord blood unit      Cord blood is preserved by freezing at -196°c in liquid nitrogen.

　さい帯血は－196℃の液体窒素タンク内で保存されます。

Registration of 
Bone Marrow Donors

　関東甲信越ブロック血液センターと提携医療機関（産科）の協力で「日本
赤十字社関東甲信越さい帯血バンク」が組織されています。小児への治療と
して始まったさい帯血移植ですが、現在では約85％が成人の移植例となり、
成人にも十分な量のさい帯血の保存を目指しています。産科で分娩時に採
取されたさい帯血を受け入れ、検査、調製、保存を行い、さい帯血のHLA
データなどを公開しています。移植医療機関からの要請に応じて、適合したさ
い帯血を提供します。

     The Kanto-Koshinetsu Cord Blood Bank was established by the Kanto-Koshinetsu 
Block Blood Center and affiliated medical institutions (obstetrics departments).  Cord blood 
transplantation was limited to children, but now adults make up about 85% of all cases.  We 
therefore aim for sufficient reserves of units with the high cell content to be used for adult 
patients.  Cord blood collected by the obstetrics departments is tested, processed and 
preserved.  Data of cord blood that meets all the required standards is published on the 
Hematopoietic Stem Cell Transplantation Information Service website.  The processed cord 
blood is transported to medical institutions as requested.

さい帯血バンク Cord Blood Bank

さい帯血バンク・骨髄ドナー登録（ブロック血液センター及び地域血液センターの業務）
Cord Blood Bank and Bone Marrow Donor Registration (Operations of Block and Regional Blood Centers)

     Cord blood is processed in the clean room.
　さい帯血の調製は無菌室で行います。

     We test the cord blood.
　さい帯血の検査をします。
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北海道ブロック血液センター

東北ブロック血液センター

関東甲信越
ブロック血液センター

東海北陸ブロック血液センター

近畿ブロック血液センター

中四国ブロック血液センター

九州ブロック血液センター

岩手

青森

秋田

山形

福島

北海道

宮城

栃木

茨城
群馬

新潟

長野

山梨

愛知

岐阜

福井

石川

富山

三重

和歌山

大阪

滋賀
京都

奈良

兵庫

鳥取

岡山

福岡

九州

熊本

大分

島根

広島

血液管理
センター 静岡

埼玉

東京 千葉

山口 香川
徳島

高知
愛媛

宮崎鹿児島

長崎

佐賀

沖縄

神
奈
川

新潟県赤十字血液センター

群馬県赤十字血液センター

栃木県赤十字血液センター

埼玉製造所

茨城県赤十字血液センター

関東甲信越ブロック血液センター

東京都赤十字血液センター

千葉県赤十字血液センター

神奈川県赤十字血液センター

神奈川製造所
山梨県赤十字血液センター

長野県赤十字血液センター

埼玉県赤十字血液センター

全国7つのブロック体制
Seven Blocks Nationwide

　日本赤十字社は、24時間365日いつでも医療機関に輸血用血
液製剤を直ちにお届けできるように全国に血液センターを設置して
います。また、全国を７つのブロックに分け、各ブロック血液センターの
調整により血液の過不足の調整を図る等、緻密なネットワークを作っ
ています。

     The Japanese Red Cross Society has established Blood Centers all over 
Japan in order to deliver blood products for transfusion immediately to 
medical institutions 24 hours a day, 7 days a week and 365 days a year. The 
country has been divided into seven blocks, with closely-networked Block 
Blood Centers managing blood supply in order to prevent both surpluses 
and shortages. 

関東甲信越ブロック
Kanto-Koshinetsu Block

Niigata Blood Center

Gunma Blood Center

Tochigi Blood Center

Ibaraki Blood Center

Saitama Production Site
Chiba Blood Center

Kyushu Block Blood Center

Chugoku-Shikoku Block Blood Center

Kinki Block Blood Center

Tokai-Hokuriku Block Blood Center

Kanto-Koshinetsu Block 
Blood Center

Tohoku Block Blood Center

Hokkaido Block Blood Center

Kanagawa Blood Center

Kanto-Koshinetsu Block Blood Center

Tokyo Metropolitan Blood Center

Saitama Blood Center

Kanagawa Production Site

Nagano Blood Center

Yamanashi Blood Center
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関東甲信越ブロック血液センター組織図
Kanto-Koshinetsu Block Blood Center Organigram

総務部
General Affairs Department

経理課
Finance Division

総務企画課
Planning and General Affairs Division

用度課
Supplies and Property Division

事業部
Operations Department

需給管理課
Supply-and-Demand Control Division

献血管理課
Blood Donation Control Division

学術情報課
Medical Information Division

品質保証部
Quality Assurance Department

品質保証一課
1st Quality Assurance Division

品質保証二課
2nd Quality Assurance Division

技術部
Technical Department

神奈川製造所
Kanagawa Production Site

業務管理課
Office Administration Division

品質保証課
Quality Assurance Division

製剤課
Preparation Division

検査部
Laboratory Department

検査一課
1st Laboratory Division

検査二課
2nd Laboratory Division

検査三課
3rd Laboratory Division

検査四課
4th Laboratory Division

検査開発課
Laboratory Development Division

品質部
Quality Department

埼玉製造所
Saitama Production Site

品質保証課
Quality Assurance Division

検査一課
1st Laboratory Division

検査二課
2nd Laboratory Division

検査三課
3rd Laboratory Division

製剤二部
2nd Preparation Department

業務管理課
Office Administration Division

物流管理課
Distribution Control Division

製剤一課
1st Preparation Division

製剤二課
2nd Preparation Division

製剤一部
1st Preparation Department

製剤一課
1st Preparation Division

製剤二課
2nd Preparation Division

製剤三課
3rd Preparation Division
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　スイス人、アンリー･デュナンの呼びかけをきっかけにして
誕生した赤十字は、人道の精神を基に、赤十字国際委員会
（戦争時における救援活動等）、国際赤十字・赤新月社連盟
（地震、洪水といった災害時における救援活動等）及び各国
赤十字社、赤新月社（190社、平成28年1月現在）とともに
世界各地で人道的な活動を展開しています。

     The International Committee of the Red Cross (ICRC) was 
established in response to the call of Henry Dunant from Switzerland. 
Based on the spirit of humanity, the ICRC (which conducts relief 
activities during wars), the International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (IFRC, which conducts disaster relief 
activities), and the various national Red Cross and Red Crescent 
Societies (190 companies as of January 2016) conduct humanitarian 
activities in every region across the world.

国際赤十字の紹介 Introduction of International Red Cross

　どのような状況の中でも、政治的・人種的・宗教的・思想的に差
別することなく生命と健康を守り、人間の尊厳を確保するという基
本原則に基づき、今、日本赤十字社は国内および国外でさまざまな
活動に取り組んでいます。

     Japanese Red Cross Society is currently involved in a wide range of 
activities both in Japan and abroad in accordance with its fundamental 
principles of protecting life and health and ensuring human dignity under 
every circumstance, without discrimination on the basis of politics, race, 
religion or ideology.

日本赤十字社の事業紹介 Introduction of Japanese Red Cross Society

日本赤十字社は、血液事業以外でも
災害救助をはじめ国内外で
さまざまな活動に取り組んでいます。
In addition to providing blood services, 
Japanese Red Cross Society undertakes a wide variety of 
activities both within and outside Japan, 
including disaster relief activities.

赤十字の活動
Red Cross Activities 

国際活動
International Activities

©ikjeid.com/Kjeld Duits

赤十字国際委員会
International Committee of the Red Cross

災害救護活動
Disaster Relief Activities

医療事業
Medical Services 

看護師養成
Nursing Education

救急法などの講習
First Aid Courses

赤十字ボランティア
Red Cross Volunteers 

青少年赤十字
Junior Red Cross 

社会福祉事業
Social Welfare Services

国際赤十字・赤新月社連盟
International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies

日本赤十字社
Japanese Red Cross Society (National Society)
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地域 施設名 所在地 電話

地域 施設名 所在地 電話

関東甲信越ブロックの血液センター・血液センター施設

関東甲信越ブロックの献血ルーム

茨城県
 茨城県赤十字血液センター 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷3114-8 029-246-5566

 茨城県赤十字血液センター　つくば供給出張所 茨城県つくば市春日1-10  029-860-2501

栃木県 栃木県赤十字血液センター 栃木県宇都宮市今宮4-6-33 028-659-0111

群馬県 群馬県赤十字血液センター 群馬県前橋市天川大島町2-31-13 027-224-2118

 埼玉県赤十字血液センター 埼玉県さいたま市見沼区深作955-1 048-684-1511

埼玉県 埼玉県赤十字血液センター　日高事業所 埼玉県日高市高萩1370-12 042-985-6111

 埼玉県赤十字血液センター　熊谷出張所 埼玉県熊谷市奈良新田398-1 048-525-1330

 千葉県赤十字血液センター 千葉県船橋市豊富町690 047-457-0711

千葉県 千葉県赤十字血液センター　千葉港事業所 千葉県千葉市中央区千葉港5-7 043-241-8331

　　　　　 千葉県赤十字血液センター　鴨川供給出張所 千葉県鴨川市花房57-3 04-7099-1611

                東京都赤十字血液センター                                東京都新宿区若松町12-2 03-5272-3511

                東京都赤十字血液センター　辰巳供給出張所 東京都江東区辰巳2-1-67 03-5534-7662

 東京都赤十字血液センター　立川事業所 東京都立川市緑町3256 042-529-0401
東京都

 東京都赤十字血液センター　武蔵野出張所 東京都武蔵野市境南町1-26-1 0422-32-1100

 東京都赤十字血液センター　葛飾事業所 東京都葛飾区亀有5-14-15 03-5682-2802

 東京都赤十字血液センター　大田出張所 東京都大田区仲六郷3-30-1 03-3733-3315 

神奈川県
 神奈川県赤十字血液センター 神奈川県横浜市港北区大豆戸町680-7 045-834-4611

 神奈川県赤十字血液センター　湘南事業所 神奈川県厚木市愛甲1837 046-228-9818

新潟県
 新潟県赤十字血液センター 新潟県新潟市中央区関屋下川原町1-3-12 025-230-1700

 新潟県赤十字血液センター　長岡供給出張所 新潟県長岡市喜多町1113-1 0258-29-3303

山梨県 山梨県赤十字血液センター 山梨県甲府市池田1-6-1 055-251-5891

 長野県赤十字血液センター 長野県長野市稲里町田牧1288-1 026-214-8070

長野県 長野県赤十字血液センター　諏訪出張所 長野県諏訪市清水3-3840-1 0266-53-7211

 長野県赤十字血液センター　松本供給出張所 長野県松本市旭2-11-30 0263-33-0550

 鴻巣献血ルーム 埼玉県鴻巣市鴻巣405-4　埼玉県運転免許センター内 0120-048-543

埼玉県
 所沢プロペ通り献血ルーム 埼玉県所沢市日吉町10-19　Tokorozawa ex 2階 0120-042-927

 川口駅献血ルーム 埼玉県川口市栄町3-1-24　川口駅東口ビル3階 0120-353-611

 熊谷駅献血ルーム 埼玉県熊谷市筑波2-112　ＪＲ熊谷駅構内 0120-789-581

 モノレールちば駅献血ルーム 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1　千葉都市モノレール千葉駅構内 043-224-0332

 運転免許センター献血ルーム 千葉県千葉市美浜区浜田2-1　千葉運転免許センター内 043-276-3641

千葉県
 津田沼献血ルーム 千葉県船橋市前原西2-19-1　津田沼パルコ　B館6階 047-493-0322

 献血ルーム　フェイス 千葉県船橋市本町1-3-1　Faceビル7階 047-460-0521

 
松戸献血ルーム　Pure 千葉県松戸市松戸1307-1　松戸ビル1階 047-703-1006

 柏献血ルーム 千葉県柏市柏2-2-3　榎本ビル5階 04-7167-8050

 新宿西口献血ルーム 東京都新宿区西新宿1　西口地下街1号 03-3348-1211

 新宿東口献血ルーム 東京都新宿区新宿3-17-5　カワセビル6階 03-5269-1431

 都庁献血ルーム 東京都新宿区西新宿2-8-1　都議会議事堂地下1階 03-3343-2231

 献血ルーム　新宿ギフト 東京都新宿区新宿3-18-1　丸井新宿東口ビル9階 03-6380-0331

 新宿東口駅前献血ルーム 東京都新宿区新宿三丁目25-1　ヒューリック新宿ビル10階 03-6380-0635

 ハチ公前献血ルーム 東京都渋谷区道玄坂2-3-2　大外ビル6階 03-3476-2880

東京都
 献血ルーム　池袋い～すと 東京都豊島区東池袋1-1-4　タカセセントラルビル8階 03-3988-9000

 献血ルーム　池袋ぶらっと 東京都豊島区東池袋1-12-8　フジキビル3階 03-5950-3000

 有楽町献血ルーム 東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館6階 03-3213-8666

 akiba：F献血ルーム 東京都千代田区外神田1-16-9　朝風二号館ビル5階 03-3251-8201

 献血ルーム　feel 東京都墨田区押上1-1-2　東京スカイツリータウン・ソラマチ10階 03-6456-1972

 献血ルーム　吉祥寺タキオン 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-15-2　ダイヤバローレビル8階 0422-21-9000

 立川献血ルーム 東京都立川市曙町2-7-17　丸井・井上共同ビルB1階 042-527-1140

 まちだ献血ルーム　comfy 東京都町田市原町田6-3-3　町映ビル7階 042-732-8494

 横浜駅西口献血ルーム 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2　ＴＳプラザビル1階 045-314-7082

 横浜駅東口クロスポート献血ルーム 神奈川県横浜市西区高島2-13-2　横浜駅前共同ビル7階 045-444-1088

 横浜Leaf献血ルーム 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1　横浜ファーストビル14階 045-534-7173

神奈川県
 二俣川献血ルーム 神奈川県横浜市旭区中尾2-3-1　神奈川県運転免許試験場内 045-361-0330

 川崎ルフロン献血ルーム 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11　川崎ルフロン9階 044-245-1857

 みぞのくち献血ルーム 神奈川県川崎市高津区溝口1-3-1　ノクティプラザ1 10階 044-813-0311

 クロスウェーブ湘南藤沢献血ルーム 神奈川県藤沢市南藤沢21-8　大安興業ビル2階 0466-25-8877

 本厚木献血ルーム 神奈川県厚木市中町2-8-13　TPR厚木ビル1階 046-225-7001

新潟県
 献血ルームばんだい　ゆとりろ 新潟県新潟市中央区万代1-4-33　損保ジャパン・新潟セントラルビル2階 025-240-5500

 献血ルーム　千秋 新潟県長岡市千秋2-1087-1　リバーサイド千秋　センタープラザ2階 0258-29-2350

山梨県 甲府献血ルーム　グレープ 山梨県甲府市丸の内1-16-20　KoKoriビル2階 055-235-3135

長野県
 松本献血ルーム　サントビューネ 長野県松本市中央1-8-11　セントラル松本中央ビル2階 0263-37-1600

 長野献血ルーム 長野県長野市鶴賀問御所町1271-3　TOiGO WEST 2階 026-219-2480

平成29年7月現在

茨木県
 献血ルーム MEET 茨城県水戸市宮町1-7-31　水戸駅ビルエクセルみなみ6階 029-224-9226

 つくば献血ルーム 茨城県つくば市吾妻1-10-1　つくばセンタービル2階 029-852-7888

栃木県 うつのみや大通り献血ルーム 栃木県宇都宮市大通り2-1-5　明治安田生命ビル1階 028-632-1131

 高崎駅献血ルーム Harmony 群馬県高崎市八島町222　JR高崎駅東口3階　イーサイト内 027-327-8139

群馬県 前橋献血ルーム 群馬県前橋市南町3-9-5　大同生命ビル1階 027-220-5522

 太田献血ルーム 群馬県太田市飯塚町1549-2 0276-60-3300

 大宮献血ルーム　ウエスト 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-4-1　DOM PART III 5階・6階 0120-077-979

埼玉県 越谷レイクタウン献血ルーム 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウン mori 1階 0120-137-379

 川越クレアモール献血ルーム 埼玉県川越市脇田町4-2　川越モディ4階 0120-049-225

地域 施設名 所在地 電話

施設名  所在地 電話

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター 東京都江東区辰巳2-1-67 03-5534-7666

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター 神奈川製造所 神奈川県厚木市愛甲1837 046-228-9871

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター 埼玉製造所 埼玉県東松山市新郷493-1 0493-24-3111
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▲17世紀における仔羊血
の輸血, La Transfusion 
sanguine, Au Serice de 
la Sante フランス国立輸血
センターDr.Cagnardより贈
られたパンフレット 2頁

▲ロンドンの産科医James 
Blundell, 臨床輸血学（隅
田幸男著、金原出版、昭和
53年9月、1978）、518頁

▲晩年のLandsteiner, 臨
床学（隅田幸男著、金原出
版、昭和53年9月、1978）、
521頁

▲Landsteinerの机のあった
ところを示すプレート, 遠山
訪問撮影（ウィーン、1969）

輸血の歴史
　血液が人間の生命自身の根源、spiritであるということは、古代エジプト、ロー

マ時代から人々は本能的に知っていたようである。有史以来、様々な輸血の方

法が試みられてきた。1492年、ローマ法王Innocent8世が危篤状態に陥った

とき、3人の青年の血が死に至るまで絞りとられ、法王がそれを飲まされたとい

う。しかし輸血が極めて盛んになったのは17世紀頃からであった。

　1667年、フランス国王Louis14世の侍医Jean Baptiste Denysは、輸血

の熱烈な信奉者で、4名の貧血患者に仔羊の血液を輸血したと記録にある。と

ころが、副作用で患者はまっ黒な尿を出したという。まさに溶血性副作用の世界

第一例の報告といえるが、4名のうち1名が死亡するに至り、Denysは殺人者と

して裁判にかけられた。長い法廷闘争の末、結局無罪となったが、パリ大学、英

国国会、法皇庁という三つの権威ある団体が輸血禁止令を出したという。その

ためもあってその後の18世紀には輸血に関する報告は1例もみられない。

　19世紀になると、いわゆる産業革命の波が押し寄せ、近代医学の黎明期を

迎えた。その頃、ロンドンの産科医James Blundellが、致命的な弛緩出血の

産婦約10名ほどに人血輸血を行った。これは、血液型発見の約70年前、血液

抗凝固剤開発の85年前、SemmelweisさらにListerが無菌法を開発普及せ

しめた約40年も前の試みで、いかに惨憺たるものであったかは想像に難くな

い。ところが、結果的には半数に有効だったという。これはABO式血液型を無

視して輸血したときの成功率と同程度の割合である。

  

　1900年、ウィーン大学のKarl Landsteinerが今日のABO式に当たる血液

型を発見した。自身の研究室の同僚や使用人20人ほどから採血し、血球と血

清に分離していろいろ組み合わせると、その血球を血清が凝集する場合としな

い場合のあることを発見し、これから今日のA、B、Oにあたる3型の存在が判明

した。ところが、いわゆる白人には今日のAB型にあたる血液は日本人の約半数

の割合5％位しかいないので、当時、この20数人の被験者の中にはAB型の人

はいなかったと思われる。翌年、De CastelloとSturliは第4の型、今日のAB型

にあたるものがあることを追加した。

　この血液型の名称は、当時はJanskyというボヘミヤの研究者がI型、II型、III

型、IV型とつけており、これは今日のO、A、B、AB型にあたった。一方、米国では

MossらがI、II、III、IV型をそれぞれ今日のAB、A、B、O型とした。当然混乱が起こ

ることとなり、1928年に国際連盟衛生委員会は、この血液型の名称を

Landsteinerの不朽の功績を讃えて、彼自身が使っていたO、A、B、AB型に改

名統一することを世界に宣言したのである。

　ところで、Landsteinerは、自分がユダヤ人であることをひた隠しにしていた

が、それが知人によって暴かれ、非常に迫害を受けることになった。第一次世界

大戦敗戦のためもあって、彼は研究費が全くなくなってしまった。そこでオランダ

のハーグ市の王立研究所にしばらく逃れ、それから友人のFlexnerの奨めもあ

り、1922年に新天地を求めて、アメリカのロックフェラー研究所に移った。彼は

そこでAlexander Wiener、Philip Levineという2人の素晴らしい弟子にめぐり

合い、1930年に血清学ならびに免疫化学に貢献した功績によりノーベル化

学賞を受賞した。第二次大戦中の1943年に実験室でピペットを持ったまま他

界された。享年75歳であった。

　輸血にはもう1つ大きな業績があった。それはクエン酸ナトリウムという血液抗

凝固剤の開発である。これはベルギーのHustin、アルゼンチンのAgote、アメリ

カのLewisohn、Weilらがそれぞれ別々に輸血用抗凝固剤としてのクエン酸ナ

トリウムの有用性を発表している（1914～1915）。それから約85年、クエン酸

ナトリウムは輸血用血液抗凝固剤の王者の地位を一歩も他の薬剤に譲って

いない。その理由としては、（1）毒性が少なく、受血者の肝臓での解毒・分解が

迅速で、腎から排泄されること。（2）カルシウムイオンのキレート化によって瞬時

に血液の凝固を完全に阻止できること。（3）耐熱性があって加熱消毒が容易

であること。（4）さらに値段が安くて使いやすいこと等があげられる。輸血は、

ABO型血液型の発見とこのクエン酸ナトリウムの開発、これが車の両輪となっ

て輸血安全化の坂道を一挙に駆け降りたのである。

　その頃の日本の状況はといえば、大正8年（1919年）、九州大学外科の後

藤七郎教授、東京大学外科の塩田広重教授が官命により第一次世界大戦

における西部戦線の野戦病院を視察され、そこで輸血を行っているのを目のあ

たりにして、そのドラマティックな効果に非常に驚かれたという。みやげに血液型

判定用血清とJeanbrau式という輸血の器機を持ち帰られた。帰国後、後藤教

授は陳旧性膿胸の患者に、Schede式という極めて大規模の手術をしたとき

に、また塩田教授は子宮出血の貧血患者に輸血をして、ともに成功されたのが

日本における輸血成功第1例ということになっている。

　輸血という治療手技は、戦争など、何か歴史的な事件が契機となって進歩が

加速するようである。昭和5年（1930年）、ときの内閣総理大臣浜口雄幸氏が

東京駅のプラットフォームで凶漢に拳銃で腹部を狙撃され、腸間膜動脈が破

損し、腹腔内大出血でショック状態に陥った。広島県の陸軍の合同演習に出

席するために東京駅から超特急つばめ号で西に下る直前の災禍であった。直

ちに東大外科に連絡が入り、塩田広重教授が弟子数人と婦長を連れて急行

したが、そのときに血液型判定用血清と輸血器を忘れずに持って出られた。そし

て駅長室で首相の子息の巖根氏より200ｍＬの輸血を行い、東大病院に搬送

して開腹手術を施行し、さらに子息と秘書官より首相に輸血し、結局輸血は合

計550ｍＬに及んだ。首相は救命された。これは国内外に大きく報道され、一国

の宰相に勇敢にも輸血を行ったということは非常に評価された。この当時は、

輸血は「進歩的かつ危険なる治療法」であるとして、まだ恐れられ、敬遠されて

いた療法だったのである。

　昭和11年（1936年）2月26日の雪の日の朝、のちに二・二六事件と呼ばれ

る歴史的な事件が起こった。当時、日本は不況のどん底で、特に農村の疲弊は

目を覆うものがあった。陸軍の青年将校の中にはその原因が国の元老、重臣、

上流階級の腐敗、無能のためにあるとしてテロに訴えようとするグループがあっ

たのである。その志を同じくする将校が兵士約1,500人を連れ、夜半密かに麻

布の兵営を出た。1,500名の軍隊は8組に分かれ、岡田総理大臣の他に斉藤

実内大臣、高橋是清大蔵大臣、教育総監の渡辺錠太郎大將、そして天皇の

侍従長であった鈴木貫太郎大將等を襲撃した。鈴木侍従長は3発の銃弾を受

けて倒れ、兵士がとどめを刺そうとしたときに、夫人が鈴木侍従長の上に身を伏

せて「私を先に殺してください」といわれた。それを見た襲撃隊長の安藤輝三大

尉（歩兵第3連隊第6中隊長）は、非常に人格者で人間性に富んだ人物だっ

たためか、とどめを刺すのをやめさせた。鈴木氏は間もなく到着した救助隊によっ

て病院に運ばれ輸血を受け、救命されたのである。

 

　ロシアでは1930年代に入って、「死体血輸血」というのが始まっていた。

Shamov（1928年）が犬の死体で実験、Yudin（1933年）が人に人の死体血

を輸血しても何ら副作用はない、おまけに繊維素溶解現象で血液は固まらない

から大変具合が良いということを発表した。なぜこんなことができるかといえば、

強権国家のソビエト連邦時代のことであり、ソビエト連邦では人が死んだ場合、

死体管理権は24時間政府のものとなるために、家族の許可がなくても採血が

可能だったとのことである。

  

　さて、1940年に先述のLandsteinerの弟子であるAlexander Wienerがア

カゲザルの血球で免疫したウサギの血清がニューヨークの白人の血球の約

85％を凝集し、約15％を凝集しないという驚くべき結果を得て、今日のRh式D

抗原にあたる新抗原の発見を報告した。また同時にPhilip Levineは、その前

の1939年に、ある分娩のときに激しい出血をした女性に夫の血液を輸血した

ところ、すさまじい輸血副作用が起こった。これはWienerの発見したD抗原にあ

たる新抗原に対する新抗体が分娩のときに出血したその婦人の血中にあり、そ

こへDにあたる抗原プラスの夫の血を輸血したので、大変に激しい副作用が起

こったのであるとそのメカニズムを解明した。

　Rh式血液型の主要抗原はRho、rh’、hr’、rh”、hr”と5つの因子が発見された

が、第二次大戦中にすべて発見されている。名称が分かりにくいという世論で、

Fisher、RaceがC、D、E、c、d、eという名称を提唱し、それが今日に普及している。

　戦争があると輸血が発展することを述べてきたが、昭和14年（1939年）にド

イツ軍がポーランドに侵入し第二次大戦の幕が切って落とされた。フランスが降

伏し、ドイツ空軍が英国本土を空襲するようになって多数の死傷者が出た。そ

のときに「Blood Bankを作って負傷者を救命しよう」という声が市民の間から澎

湃（ほうはい）として沸き起こった。これが今日の「保存血」誕生の直接の原因に

なったのである。

　この運動はすぐに同盟国である米国に飛び火し、米国赤十字社が多くの博

愛団体の支援を得て、多数の血液銀行が加わって保存血を作った。当初使用

されていた抗凝固保存液はACD液の前身であったのであろう。保存血は

Loutitが大変優秀な抗凝固剤のACD液を1943年に考案し、日本でも実に昭

和56年（1981年）まで使っていた。昭和56年から日本赤十字社でCPD液に

変更された。

 

　第二次世界大戦終了後に、新しい赤血球型の発見ラッシュが始まった。

Lutheran式（1946年）、Lewis式（1946年）、Kell（1946年）、MNSs式

（1947年）、Duffy式（1950年）、Kidds式（1951年）、Diego式（1955年）、こ

ういった重要な血液型が発見され、その後も続 と々新しい赤血球型抗原が発

見・整理されて今日に至っている。

　日本は戦争に敗れ、こうした欧米の保存血はおろか、Rh式をはじめ、新しい血

液型も、何も知らなかったという表現が適当かと思う。全く「国際音痴」で、戦前

そのまま100ｍＬの大型ガラス器で売血者あるいは患者の家族などから血を採

り、そのまま輸血をするいわゆる「枕元輸血」を行っていた。

　昭和27年（1952年）4月に日本赤十字社東京血液銀行が誕生した。しかし

20以上の民間血銀も認可され、200ｍＬガラス壜入りのACD保存血を売血者

より採血し、電話1本で病院に届けるようになって、この膨大な保存血は日本の

臨床医学、特に外科に画期的な発展をもたらす原動力となったのである。米国

の援助・指導もあったことを忘れることはできない。

　昭和30年（1955年）頃から早くも「売血制度」の大きな弊害が色濃くなり、

頻回採血による高度の貧血、モラルの低下、輸血後肝炎の猖獗（しょうけつ）、

その他の問題の山積みにより、献血制度に移行するべきであるとの世論の大

合唱が満ち満ちてきた。おりしも昭和39年（1964年）にEdwin Reischauer

駐日米国大使が日本人の青年に襲われ右大腿部に出刃包丁を突刺され、大

量の保存血輸血を行い、虎の門病院で手術を行ったが、危惧どおり肝炎になら

れ、肝硬変から肝がんとなり25年後に死亡されたのである。この事件の後で、日

本政府の首相以下の恐縮は非常なものであった。これが「売血から献血に切り

換える閣議決定」が行われた大きなモーメントになった。事件後約5カ月のことで

あった。この年は、東京オリンピックが開催され、東海道新幹線が開通し、日本

が一流国に復帰した記念すべき年である。

　輸血といえば、感染症との戦いである。昭和56年（1981年）にAIDSが登場

し、世界の医学界を震撼させた。昭和61年（1986年）より輸血血液の全部に

ついてHIV抗体がルーチンに検査されて今日に至っている。しかし、感染して間

もない頃は抗HIV抗体は検出不可能なwindow periodであるので、赤十字血

液センターは問診を充分に施行している。

　内閣総理大臣の命を受けて、厚生省薬務局長は、日本赤十字社社長と各

都道府県知事に対して、昭和39年（1964年）11月11日付けで、「献血推進

対策要綱について」なる通達を出した。又、当局はとにかく問題の多かった民間

血液銀行に対して因果をふくめた。かねてより覚悟をしていたのか、民間各社に

抵抗はなく、製薬会社、検査会社、医療材料製造会社などに転身していった。

各地方では騒然たるものもあったが、昭和42年（1967年）までに各都道府県

に1つ以上の赤十字血液センターが設置されて100％献血となった。「一体国

民は献血に協力して下さるものかどうか」、これが政府はじめ輸血関係者一同

の共通の心配であった。しかしこれは杞憂に過ぎず、国民は献血の呼びかけに

呼応して一斉に立ち上がってくれたのである。しかし、移行期にはやはり血液が

不足し、高校生へ献血を依存したりしたことが思い出される。当時の血液は勿

論ガラス壜に200ｍＬ採ったACD保存血であった。日赤血液センターは技術陣

に旧民間血液銀行のそれらの人 を々採用したりして、驚くほど強力になってき

た。昭和50年（1975年）になってガラス壜に代わってプラスチック血液バッグ

が登場し、「全血時代」に別れを告げて「成分輸血の時代」に突入したのであ

る。シングル、ダブル、トリプル各バッグを駆使して赤血球、血小板、血漿の成分

が別々に自由に供給できるようになったのである。

　発注に応じて血液量は毎年5～10％ずつ増加し、昭和60年（1985年）に

は延べ献血者は約870万人に達し、献血率は7.3％でスイス、フィンランドに次

いで世界第3位の好成績で、人口の多いいわゆる大国では、日本は世界一と

なった。しかし、外科医を中心として日本の臨床医は血液製剤の使い方に大き

な問題があり、全血・新鮮凍結血漿・アルブミンの過剰使用が続いた。そのア

ンバランスのため、一時赤血球成分が大量に余って捨てざるを得ないような状

態に陥った。そのために幾つもの厚生省の研究班が出来て、様々な検討をふま

えて、昭和61年（1986年）4月に「新採血基準」が作られ、400ｍＬ、成分採血

も許され、「血液製剤使用のガイドライン」が発行され、改訂を重ねて、血液事業

も段々によい形となってきている。

古典的な輸血の時代

近代輸血の幕開け－LandsteinerによるABO式血液型の発見－

クエン酸ナトリウムの開発は大きな業績
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　血液が人間の生命自身の根源、spiritであるということは、古代エジプト、ロー

マ時代から人々は本能的に知っていたようである。有史以来、様々な輸血の方

法が試みられてきた。1492年、ローマ法王Innocent8世が危篤状態に陥った

とき、3人の青年の血が死に至るまで絞りとられ、法王がそれを飲まされたとい

う。しかし輸血が極めて盛んになったのは17世紀頃からであった。

　1667年、フランス国王Louis14世の侍医Jean Baptiste Denysは、輸血

の熱烈な信奉者で、4名の貧血患者に仔羊の血液を輸血したと記録にある。と

ころが、副作用で患者はまっ黒な尿を出したという。まさに溶血性副作用の世界

第一例の報告といえるが、4名のうち1名が死亡するに至り、Denysは殺人者と

して裁判にかけられた。長い法廷闘争の末、結局無罪となったが、パリ大学、英

国国会、法皇庁という三つの権威ある団体が輸血禁止令を出したという。その

ためもあってその後の18世紀には輸血に関する報告は1例もみられない。

　19世紀になると、いわゆる産業革命の波が押し寄せ、近代医学の黎明期を

迎えた。その頃、ロンドンの産科医James Blundellが、致命的な弛緩出血の

産婦約10名ほどに人血輸血を行った。これは、血液型発見の約70年前、血液

抗凝固剤開発の85年前、SemmelweisさらにListerが無菌法を開発普及せ

しめた約40年も前の試みで、いかに惨憺たるものであったかは想像に難くな

い。ところが、結果的には半数に有効だったという。これはABO式血液型を無

視して輸血したときの成功率と同程度の割合である。

  

　1900年、ウィーン大学のKarl Landsteinerが今日のABO式に当たる血液

型を発見した。自身の研究室の同僚や使用人20人ほどから採血し、血球と血

清に分離していろいろ組み合わせると、その血球を血清が凝集する場合としな

い場合のあることを発見し、これから今日のA、B、Oにあたる3型の存在が判明

した。ところが、いわゆる白人には今日のAB型にあたる血液は日本人の約半数

の割合5％位しかいないので、当時、この20数人の被験者の中にはAB型の人

はいなかったと思われる。翌年、De CastelloとSturliは第4の型、今日のAB型

にあたるものがあることを追加した。

　この血液型の名称は、当時はJanskyというボヘミヤの研究者がI型、II型、III

型、IV型とつけており、これは今日のO、A、B、AB型にあたった。一方、米国では

MossらがI、II、III、IV型をそれぞれ今日のAB、A、B、O型とした。当然混乱が起こ

ることとなり、1928年に国際連盟衛生委員会は、この血液型の名称を

Landsteinerの不朽の功績を讃えて、彼自身が使っていたO、A、B、AB型に改

名統一することを世界に宣言したのである。

　ところで、Landsteinerは、自分がユダヤ人であることをひた隠しにしていた

が、それが知人によって暴かれ、非常に迫害を受けることになった。第一次世界

大戦敗戦のためもあって、彼は研究費が全くなくなってしまった。そこでオランダ

のハーグ市の王立研究所にしばらく逃れ、それから友人のFlexnerの奨めもあ

り、1922年に新天地を求めて、アメリカのロックフェラー研究所に移った。彼は

そこでAlexander Wiener、Philip Levineという2人の素晴らしい弟子にめぐり

合い、1930年に血清学ならびに免疫化学に貢献した功績によりノーベル化

学賞を受賞した。第二次大戦中の1943年に実験室でピペットを持ったまま他

界された。享年75歳であった。

　輸血にはもう1つ大きな業績があった。それはクエン酸ナトリウムという血液抗

凝固剤の開発である。これはベルギーのHustin、アルゼンチンのAgote、アメリ

カのLewisohn、Weilらがそれぞれ別々に輸血用抗凝固剤としてのクエン酸ナ

トリウムの有用性を発表している（1914～1915）。それから約85年、クエン酸

ナトリウムは輸血用血液抗凝固剤の王者の地位を一歩も他の薬剤に譲って

いない。その理由としては、（1）毒性が少なく、受血者の肝臓での解毒・分解が

迅速で、腎から排泄されること。（2）カルシウムイオンのキレート化によって瞬時

に血液の凝固を完全に阻止できること。（3）耐熱性があって加熱消毒が容易

であること。（4）さらに値段が安くて使いやすいこと等があげられる。輸血は、

ABO型血液型の発見とこのクエン酸ナトリウムの開発、これが車の両輪となっ

て輸血安全化の坂道を一挙に駆け降りたのである。

　その頃の日本の状況はといえば、大正8年（1919年）、九州大学外科の後

藤七郎教授、東京大学外科の塩田広重教授が官命により第一次世界大戦

における西部戦線の野戦病院を視察され、そこで輸血を行っているのを目のあ

たりにして、そのドラマティックな効果に非常に驚かれたという。みやげに血液型

判定用血清とJeanbrau式という輸血の器機を持ち帰られた。帰国後、後藤教

授は陳旧性膿胸の患者に、Schede式という極めて大規模の手術をしたとき

に、また塩田教授は子宮出血の貧血患者に輸血をして、ともに成功されたのが

日本における輸血成功第1例ということになっている。

　輸血という治療手技は、戦争など、何か歴史的な事件が契機となって進歩が

加速するようである。昭和5年（1930年）、ときの内閣総理大臣浜口雄幸氏が

東京駅のプラットフォームで凶漢に拳銃で腹部を狙撃され、腸間膜動脈が破

損し、腹腔内大出血でショック状態に陥った。広島県の陸軍の合同演習に出

席するために東京駅から超特急つばめ号で西に下る直前の災禍であった。直

ちに東大外科に連絡が入り、塩田広重教授が弟子数人と婦長を連れて急行

したが、そのときに血液型判定用血清と輸血器を忘れずに持って出られた。そし

て駅長室で首相の子息の巖根氏より200ｍＬの輸血を行い、東大病院に搬送

して開腹手術を施行し、さらに子息と秘書官より首相に輸血し、結局輸血は合

計550ｍＬに及んだ。首相は救命された。これは国内外に大きく報道され、一国

の宰相に勇敢にも輸血を行ったということは非常に評価された。この当時は、

輸血は「進歩的かつ危険なる治療法」であるとして、まだ恐れられ、敬遠されて

いた療法だったのである。

　昭和11年（1936年）2月26日の雪の日の朝、のちに二・二六事件と呼ばれ

る歴史的な事件が起こった。当時、日本は不況のどん底で、特に農村の疲弊は

目を覆うものがあった。陸軍の青年将校の中にはその原因が国の元老、重臣、

上流階級の腐敗、無能のためにあるとしてテロに訴えようとするグループがあっ

たのである。その志を同じくする将校が兵士約1,500人を連れ、夜半密かに麻

布の兵営を出た。1,500名の軍隊は8組に分かれ、岡田総理大臣の他に斉藤

実内大臣、高橋是清大蔵大臣、教育総監の渡辺錠太郎大將、そして天皇の

侍従長であった鈴木貫太郎大將等を襲撃した。鈴木侍従長は3発の銃弾を受

けて倒れ、兵士がとどめを刺そうとしたときに、夫人が鈴木侍従長の上に身を伏

せて「私を先に殺してください」といわれた。それを見た襲撃隊長の安藤輝三大

尉（歩兵第3連隊第6中隊長）は、非常に人格者で人間性に富んだ人物だっ

たためか、とどめを刺すのをやめさせた。鈴木氏は間もなく到着した救助隊によっ

て病院に運ばれ輸血を受け、救命されたのである。

 

　ロシアでは1930年代に入って、「死体血輸血」というのが始まっていた。

Shamov（1928年）が犬の死体で実験、Yudin（1933年）が人に人の死体血

を輸血しても何ら副作用はない、おまけに繊維素溶解現象で血液は固まらない

から大変具合が良いということを発表した。なぜこんなことができるかといえば、

強権国家のソビエト連邦時代のことであり、ソビエト連邦では人が死んだ場合、

死体管理権は24時間政府のものとなるために、家族の許可がなくても採血が

可能だったとのことである。

  

　さて、1940年に先述のLandsteinerの弟子であるAlexander Wienerがア

カゲザルの血球で免疫したウサギの血清がニューヨークの白人の血球の約

85％を凝集し、約15％を凝集しないという驚くべき結果を得て、今日のRh式D

抗原にあたる新抗原の発見を報告した。また同時にPhilip Levineは、その前

の1939年に、ある分娩のときに激しい出血をした女性に夫の血液を輸血した

ところ、すさまじい輸血副作用が起こった。これはWienerの発見したD抗原にあ

たる新抗原に対する新抗体が分娩のときに出血したその婦人の血中にあり、そ

こへDにあたる抗原プラスの夫の血を輸血したので、大変に激しい副作用が起

こったのであるとそのメカニズムを解明した。

　Rh式血液型の主要抗原はRho、rh’、hr’、rh”、hr”と5つの因子が発見された

が、第二次大戦中にすべて発見されている。名称が分かりにくいという世論で、

Fisher、RaceがC、D、E、c、d、eという名称を提唱し、それが今日に普及している。

　戦争があると輸血が発展することを述べてきたが、昭和14年（1939年）にド

イツ軍がポーランドに侵入し第二次大戦の幕が切って落とされた。フランスが降

伏し、ドイツ空軍が英国本土を空襲するようになって多数の死傷者が出た。そ

のときに「Blood Bankを作って負傷者を救命しよう」という声が市民の間から澎

湃（ほうはい）として沸き起こった。これが今日の「保存血」誕生の直接の原因に

なったのである。

　この運動はすぐに同盟国である米国に飛び火し、米国赤十字社が多くの博

愛団体の支援を得て、多数の血液銀行が加わって保存血を作った。当初使用

されていた抗凝固保存液はACD液の前身であったのであろう。保存血は

Loutitが大変優秀な抗凝固剤のACD液を1943年に考案し、日本でも実に昭

和56年（1981年）まで使っていた。昭和56年から日本赤十字社でCPD液に

変更された。

 

　第二次世界大戦終了後に、新しい赤血球型の発見ラッシュが始まった。

Lutheran式（1946年）、Lewis式（1946年）、Kell（1946年）、MNSs式

（1947年）、Duffy式（1950年）、Kidds式（1951年）、Diego式（1955年）、こ

ういった重要な血液型が発見され、その後も続 と々新しい赤血球型抗原が発

見・整理されて今日に至っている。

　日本は戦争に敗れ、こうした欧米の保存血はおろか、Rh式をはじめ、新しい血

液型も、何も知らなかったという表現が適当かと思う。全く「国際音痴」で、戦前

そのまま100ｍＬの大型ガラス器で売血者あるいは患者の家族などから血を採

り、そのまま輸血をするいわゆる「枕元輸血」を行っていた。

　昭和27年（1952年）4月に日本赤十字社東京血液銀行が誕生した。しかし

20以上の民間血銀も認可され、200ｍＬガラス壜入りのACD保存血を売血者

より採血し、電話1本で病院に届けるようになって、この膨大な保存血は日本の

臨床医学、特に外科に画期的な発展をもたらす原動力となったのである。米国

の援助・指導もあったことを忘れることはできない。

　昭和30年（1955年）頃から早くも「売血制度」の大きな弊害が色濃くなり、

頻回採血による高度の貧血、モラルの低下、輸血後肝炎の猖獗（しょうけつ）、

その他の問題の山積みにより、献血制度に移行するべきであるとの世論の大

合唱が満ち満ちてきた。おりしも昭和39年（1964年）にEdwin Reischauer

駐日米国大使が日本人の青年に襲われ右大腿部に出刃包丁を突刺され、大

量の保存血輸血を行い、虎の門病院で手術を行ったが、危惧どおり肝炎になら

れ、肝硬変から肝がんとなり25年後に死亡されたのである。この事件の後で、日

本政府の首相以下の恐縮は非常なものであった。これが「売血から献血に切り

換える閣議決定」が行われた大きなモーメントになった。事件後約5カ月のことで

あった。この年は、東京オリンピックが開催され、東海道新幹線が開通し、日本

が一流国に復帰した記念すべき年である。

　輸血といえば、感染症との戦いである。昭和56年（1981年）にAIDSが登場

し、世界の医学界を震撼させた。昭和61年（1986年）より輸血血液の全部に

ついてHIV抗体がルーチンに検査されて今日に至っている。しかし、感染して間

もない頃は抗HIV抗体は検出不可能なwindow periodであるので、赤十字血

液センターは問診を充分に施行している。

　内閣総理大臣の命を受けて、厚生省薬務局長は、日本赤十字社社長と各

都道府県知事に対して、昭和39年（1964年）11月11日付けで、「献血推進

対策要綱について」なる通達を出した。又、当局はとにかく問題の多かった民間

血液銀行に対して因果をふくめた。かねてより覚悟をしていたのか、民間各社に

抵抗はなく、製薬会社、検査会社、医療材料製造会社などに転身していった。

各地方では騒然たるものもあったが、昭和42年（1967年）までに各都道府県

に1つ以上の赤十字血液センターが設置されて100％献血となった。「一体国

民は献血に協力して下さるものかどうか」、これが政府はじめ輸血関係者一同

の共通の心配であった。しかしこれは杞憂に過ぎず、国民は献血の呼びかけに

呼応して一斉に立ち上がってくれたのである。しかし、移行期にはやはり血液が

不足し、高校生へ献血を依存したりしたことが思い出される。当時の血液は勿

論ガラス壜に200ｍＬ採ったACD保存血であった。日赤血液センターは技術陣

に旧民間血液銀行のそれらの人 を々採用したりして、驚くほど強力になってき

た。昭和50年（1975年）になってガラス壜に代わってプラスチック血液バッグ

が登場し、「全血時代」に別れを告げて「成分輸血の時代」に突入したのであ

る。シングル、ダブル、トリプル各バッグを駆使して赤血球、血小板、血漿の成分

が別々に自由に供給できるようになったのである。

　発注に応じて血液量は毎年5～10％ずつ増加し、昭和60年（1985年）に

は延べ献血者は約870万人に達し、献血率は7.3％でスイス、フィンランドに次

いで世界第3位の好成績で、人口の多いいわゆる大国では、日本は世界一と

なった。しかし、外科医を中心として日本の臨床医は血液製剤の使い方に大き

な問題があり、全血・新鮮凍結血漿・アルブミンの過剰使用が続いた。そのア

ンバランスのため、一時赤血球成分が大量に余って捨てざるを得ないような状

態に陥った。そのために幾つもの厚生省の研究班が出来て、様々な検討をふま

えて、昭和61年（1986年）4月に「新採血基準」が作られ、400ｍＬ、成分採血

も許され、「血液製剤使用のガイドライン」が発行され、改訂を重ねて、血液事業

も段々によい形となってきている。

日本での輸血にまつわる歴史的エピソード

1930年、死体輸血が開始される

大戦中に発見されたRh式血液型の主要抗原
▲ 浜 口 首 相 狙 撃 事 件
（1930）, 毎日新聞社提供
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▲Edwin Reischauer駐日
米国大使, 毎日新聞社提供

▲血液銀行より供給された
2 0 0 m L  A C D 保存血
（1955年頃）, テルモ社供与

　血液が人間の生命自身の根源、spiritであるということは、古代エジプト、ロー

マ時代から人々は本能的に知っていたようである。有史以来、様々な輸血の方

法が試みられてきた。1492年、ローマ法王Innocent8世が危篤状態に陥った

とき、3人の青年の血が死に至るまで絞りとられ、法王がそれを飲まされたとい

う。しかし輸血が極めて盛んになったのは17世紀頃からであった。

　1667年、フランス国王Louis14世の侍医Jean Baptiste Denysは、輸血

の熱烈な信奉者で、4名の貧血患者に仔羊の血液を輸血したと記録にある。と

ころが、副作用で患者はまっ黒な尿を出したという。まさに溶血性副作用の世界

第一例の報告といえるが、4名のうち1名が死亡するに至り、Denysは殺人者と

して裁判にかけられた。長い法廷闘争の末、結局無罪となったが、パリ大学、英

国国会、法皇庁という三つの権威ある団体が輸血禁止令を出したという。その

ためもあってその後の18世紀には輸血に関する報告は1例もみられない。

　19世紀になると、いわゆる産業革命の波が押し寄せ、近代医学の黎明期を

迎えた。その頃、ロンドンの産科医James Blundellが、致命的な弛緩出血の

産婦約10名ほどに人血輸血を行った。これは、血液型発見の約70年前、血液

抗凝固剤開発の85年前、SemmelweisさらにListerが無菌法を開発普及せ

しめた約40年も前の試みで、いかに惨憺たるものであったかは想像に難くな

い。ところが、結果的には半数に有効だったという。これはABO式血液型を無

視して輸血したときの成功率と同程度の割合である。

  

　1900年、ウィーン大学のKarl Landsteinerが今日のABO式に当たる血液

型を発見した。自身の研究室の同僚や使用人20人ほどから採血し、血球と血

清に分離していろいろ組み合わせると、その血球を血清が凝集する場合としな

い場合のあることを発見し、これから今日のA、B、Oにあたる3型の存在が判明

した。ところが、いわゆる白人には今日のAB型にあたる血液は日本人の約半数

の割合5％位しかいないので、当時、この20数人の被験者の中にはAB型の人

はいなかったと思われる。翌年、De CastelloとSturliは第4の型、今日のAB型

にあたるものがあることを追加した。

　この血液型の名称は、当時はJanskyというボヘミヤの研究者がI型、II型、III

型、IV型とつけており、これは今日のO、A、B、AB型にあたった。一方、米国では

MossらがI、II、III、IV型をそれぞれ今日のAB、A、B、O型とした。当然混乱が起こ

ることとなり、1928年に国際連盟衛生委員会は、この血液型の名称を

Landsteinerの不朽の功績を讃えて、彼自身が使っていたO、A、B、AB型に改

名統一することを世界に宣言したのである。

　ところで、Landsteinerは、自分がユダヤ人であることをひた隠しにしていた

が、それが知人によって暴かれ、非常に迫害を受けることになった。第一次世界

大戦敗戦のためもあって、彼は研究費が全くなくなってしまった。そこでオランダ

のハーグ市の王立研究所にしばらく逃れ、それから友人のFlexnerの奨めもあ

り、1922年に新天地を求めて、アメリカのロックフェラー研究所に移った。彼は

そこでAlexander Wiener、Philip Levineという2人の素晴らしい弟子にめぐり

合い、1930年に血清学ならびに免疫化学に貢献した功績によりノーベル化

学賞を受賞した。第二次大戦中の1943年に実験室でピペットを持ったまま他

界された。享年75歳であった。

　輸血にはもう1つ大きな業績があった。それはクエン酸ナトリウムという血液抗

凝固剤の開発である。これはベルギーのHustin、アルゼンチンのAgote、アメリ

カのLewisohn、Weilらがそれぞれ別々に輸血用抗凝固剤としてのクエン酸ナ

トリウムの有用性を発表している（1914～1915）。それから約85年、クエン酸

ナトリウムは輸血用血液抗凝固剤の王者の地位を一歩も他の薬剤に譲って

いない。その理由としては、（1）毒性が少なく、受血者の肝臓での解毒・分解が

迅速で、腎から排泄されること。（2）カルシウムイオンのキレート化によって瞬時

に血液の凝固を完全に阻止できること。（3）耐熱性があって加熱消毒が容易

であること。（4）さらに値段が安くて使いやすいこと等があげられる。輸血は、

ABO型血液型の発見とこのクエン酸ナトリウムの開発、これが車の両輪となっ

て輸血安全化の坂道を一挙に駆け降りたのである。

　その頃の日本の状況はといえば、大正8年（1919年）、九州大学外科の後

藤七郎教授、東京大学外科の塩田広重教授が官命により第一次世界大戦

における西部戦線の野戦病院を視察され、そこで輸血を行っているのを目のあ

たりにして、そのドラマティックな効果に非常に驚かれたという。みやげに血液型

判定用血清とJeanbrau式という輸血の器機を持ち帰られた。帰国後、後藤教

授は陳旧性膿胸の患者に、Schede式という極めて大規模の手術をしたとき

に、また塩田教授は子宮出血の貧血患者に輸血をして、ともに成功されたのが

日本における輸血成功第1例ということになっている。

　輸血という治療手技は、戦争など、何か歴史的な事件が契機となって進歩が

加速するようである。昭和5年（1930年）、ときの内閣総理大臣浜口雄幸氏が

東京駅のプラットフォームで凶漢に拳銃で腹部を狙撃され、腸間膜動脈が破
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して開腹手術を施行し、さらに子息と秘書官より首相に輸血し、結局輸血は合

計550ｍＬに及んだ。首相は救命された。これは国内外に大きく報道され、一国

の宰相に勇敢にも輸血を行ったということは非常に評価された。この当時は、
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布の兵営を出た。1,500名の軍隊は8組に分かれ、岡田総理大臣の他に斉藤
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侍従長であった鈴木貫太郎大將等を襲撃した。鈴木侍従長は3発の銃弾を受

けて倒れ、兵士がとどめを刺そうとしたときに、夫人が鈴木侍従長の上に身を伏

せて「私を先に殺してください」といわれた。それを見た襲撃隊長の安藤輝三大
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たためか、とどめを刺すのをやめさせた。鈴木氏は間もなく到着した救助隊によっ

て病院に運ばれ輸血を受け、救命されたのである。
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強権国家のソビエト連邦時代のことであり、ソビエト連邦では人が死んだ場合、

死体管理権は24時間政府のものとなるために、家族の許可がなくても採血が

可能だったとのことである。
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カゲザルの血球で免疫したウサギの血清がニューヨークの白人の血球の約

85％を凝集し、約15％を凝集しないという驚くべき結果を得て、今日のRh式D

抗原にあたる新抗原の発見を報告した。また同時にPhilip Levineは、その前

の1939年に、ある分娩のときに激しい出血をした女性に夫の血液を輸血した

ところ、すさまじい輸血副作用が起こった。これはWienerの発見したD抗原にあ

たる新抗原に対する新抗体が分娩のときに出血したその婦人の血中にあり、そ

こへDにあたる抗原プラスの夫の血を輸血したので、大変に激しい副作用が起

こったのであるとそのメカニズムを解明した。

　Rh式血液型の主要抗原はRho、rh’、hr’、rh”、hr”と5つの因子が発見された

が、第二次大戦中にすべて発見されている。名称が分かりにくいという世論で、

Fisher、RaceがC、D、E、c、d、eという名称を提唱し、それが今日に普及している。

　戦争があると輸血が発展することを述べてきたが、昭和14年（1939年）にド

イツ軍がポーランドに侵入し第二次大戦の幕が切って落とされた。フランスが降

伏し、ドイツ空軍が英国本土を空襲するようになって多数の死傷者が出た。そ

のときに「Blood Bankを作って負傷者を救命しよう」という声が市民の間から澎

湃（ほうはい）として沸き起こった。これが今日の「保存血」誕生の直接の原因に

なったのである。

　この運動はすぐに同盟国である米国に飛び火し、米国赤十字社が多くの博

愛団体の支援を得て、多数の血液銀行が加わって保存血を作った。当初使用

されていた抗凝固保存液はACD液の前身であったのであろう。保存血は

Loutitが大変優秀な抗凝固剤のACD液を1943年に考案し、日本でも実に昭

和56年（1981年）まで使っていた。昭和56年から日本赤十字社でCPD液に

変更された。

 

　第二次世界大戦終了後に、新しい赤血球型の発見ラッシュが始まった。

Lutheran式（1946年）、Lewis式（1946年）、Kell（1946年）、MNSs式

（1947年）、Duffy式（1950年）、Kidds式（1951年）、Diego式（1955年）、こ

ういった重要な血液型が発見され、その後も続 と々新しい赤血球型抗原が発

見・整理されて今日に至っている。

　日本は戦争に敗れ、こうした欧米の保存血はおろか、Rh式をはじめ、新しい血

液型も、何も知らなかったという表現が適当かと思う。全く「国際音痴」で、戦前

そのまま100ｍＬの大型ガラス器で売血者あるいは患者の家族などから血を採

り、そのまま輸血をするいわゆる「枕元輸血」を行っていた。

　昭和27年（1952年）4月に日本赤十字社東京血液銀行が誕生した。しかし

20以上の民間血銀も認可され、200ｍＬガラス壜入りのACD保存血を売血者

より採血し、電話1本で病院に届けるようになって、この膨大な保存血は日本の

臨床医学、特に外科に画期的な発展をもたらす原動力となったのである。米国

の援助・指導もあったことを忘れることはできない。

　昭和30年（1955年）頃から早くも「売血制度」の大きな弊害が色濃くなり、

頻回採血による高度の貧血、モラルの低下、輸血後肝炎の猖獗（しょうけつ）、

その他の問題の山積みにより、献血制度に移行するべきであるとの世論の大

合唱が満ち満ちてきた。おりしも昭和39年（1964年）にEdwin Reischauer

駐日米国大使が日本人の青年に襲われ右大腿部に出刃包丁を突刺され、大

量の保存血輸血を行い、虎の門病院で手術を行ったが、危惧どおり肝炎になら

れ、肝硬変から肝がんとなり25年後に死亡されたのである。この事件の後で、日

本政府の首相以下の恐縮は非常なものであった。これが「売血から献血に切り

換える閣議決定」が行われた大きなモーメントになった。事件後約5カ月のことで

あった。この年は、東京オリンピックが開催され、東海道新幹線が開通し、日本

が一流国に復帰した記念すべき年である。

　輸血といえば、感染症との戦いである。昭和56年（1981年）にAIDSが登場

し、世界の医学界を震撼させた。昭和61年（1986年）より輸血血液の全部に

ついてHIV抗体がルーチンに検査されて今日に至っている。しかし、感染して間

もない頃は抗HIV抗体は検出不可能なwindow periodであるので、赤十字血

液センターは問診を充分に施行している。

　内閣総理大臣の命を受けて、厚生省薬務局長は、日本赤十字社社長と各

都道府県知事に対して、昭和39年（1964年）11月11日付けで、「献血推進

対策要綱について」なる通達を出した。又、当局はとにかく問題の多かった民間

血液銀行に対して因果をふくめた。かねてより覚悟をしていたのか、民間各社に

抵抗はなく、製薬会社、検査会社、医療材料製造会社などに転身していった。

各地方では騒然たるものもあったが、昭和42年（1967年）までに各都道府県

に1つ以上の赤十字血液センターが設置されて100％献血となった。「一体国

民は献血に協力して下さるものかどうか」、これが政府はじめ輸血関係者一同

の共通の心配であった。しかしこれは杞憂に過ぎず、国民は献血の呼びかけに

呼応して一斉に立ち上がってくれたのである。しかし、移行期にはやはり血液が

不足し、高校生へ献血を依存したりしたことが思い出される。当時の血液は勿

論ガラス壜に200ｍＬ採ったACD保存血であった。日赤血液センターは技術陣

に旧民間血液銀行のそれらの人 を々採用したりして、驚くほど強力になってき

た。昭和50年（1975年）になってガラス壜に代わってプラスチック血液バッグ

が登場し、「全血時代」に別れを告げて「成分輸血の時代」に突入したのであ

る。シングル、ダブル、トリプル各バッグを駆使して赤血球、血小板、血漿の成分

が別々に自由に供給できるようになったのである。

　発注に応じて血液量は毎年5～10％ずつ増加し、昭和60年（1985年）に

は延べ献血者は約870万人に達し、献血率は7.3％でスイス、フィンランドに次

いで世界第3位の好成績で、人口の多いいわゆる大国では、日本は世界一と

なった。しかし、外科医を中心として日本の臨床医は血液製剤の使い方に大き

な問題があり、全血・新鮮凍結血漿・アルブミンの過剰使用が続いた。そのア

ンバランスのため、一時赤血球成分が大量に余って捨てざるを得ないような状

態に陥った。そのために幾つもの厚生省の研究班が出来て、様々な検討をふま

えて、昭和61年（1986年）4月に「新採血基準」が作られ、400ｍＬ、成分採血

も許され、「血液製剤使用のガイドライン」が発行され、改訂を重ねて、血液事業

も段々によい形となってきている。

保存血の誕生は戦禍のおかげ？

新しい赤血球型の発見ラッシュ

献血制度の誕生

感染症との戦い

日本の献血制度
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▲発売当初の血液バッグ, 
テルモ社供与

遠山博（元日本輸血学会〔日本輸血・細胞治療学会〕名誉会長）
「輸血の過去と将来」（1999年）より

　血液が人間の生命自身の根源、spiritであるということは、古代エジプト、ロー

マ時代から人々は本能的に知っていたようである。有史以来、様々な輸血の方

法が試みられてきた。1492年、ローマ法王Innocent8世が危篤状態に陥った

とき、3人の青年の血が死に至るまで絞りとられ、法王がそれを飲まされたとい

う。しかし輸血が極めて盛んになったのは17世紀頃からであった。

　1667年、フランス国王Louis14世の侍医Jean Baptiste Denysは、輸血

の熱烈な信奉者で、4名の貧血患者に仔羊の血液を輸血したと記録にある。と

ころが、副作用で患者はまっ黒な尿を出したという。まさに溶血性副作用の世界

第一例の報告といえるが、4名のうち1名が死亡するに至り、Denysは殺人者と

して裁判にかけられた。長い法廷闘争の末、結局無罪となったが、パリ大学、英

国国会、法皇庁という三つの権威ある団体が輸血禁止令を出したという。その

ためもあってその後の18世紀には輸血に関する報告は1例もみられない。

　19世紀になると、いわゆる産業革命の波が押し寄せ、近代医学の黎明期を

迎えた。その頃、ロンドンの産科医James Blundellが、致命的な弛緩出血の

産婦約10名ほどに人血輸血を行った。これは、血液型発見の約70年前、血液

抗凝固剤開発の85年前、SemmelweisさらにListerが無菌法を開発普及せ

しめた約40年も前の試みで、いかに惨憺たるものであったかは想像に難くな

い。ところが、結果的には半数に有効だったという。これはABO式血液型を無

視して輸血したときの成功率と同程度の割合である。

  

　1900年、ウィーン大学のKarl Landsteinerが今日のABO式に当たる血液

型を発見した。自身の研究室の同僚や使用人20人ほどから採血し、血球と血

清に分離していろいろ組み合わせると、その血球を血清が凝集する場合としな

い場合のあることを発見し、これから今日のA、B、Oにあたる3型の存在が判明

した。ところが、いわゆる白人には今日のAB型にあたる血液は日本人の約半数

の割合5％位しかいないので、当時、この20数人の被験者の中にはAB型の人

はいなかったと思われる。翌年、De CastelloとSturliは第4の型、今日のAB型

にあたるものがあることを追加した。

　この血液型の名称は、当時はJanskyというボヘミヤの研究者がI型、II型、III

型、IV型とつけており、これは今日のO、A、B、AB型にあたった。一方、米国では

MossらがI、II、III、IV型をそれぞれ今日のAB、A、B、O型とした。当然混乱が起こ

ることとなり、1928年に国際連盟衛生委員会は、この血液型の名称を

Landsteinerの不朽の功績を讃えて、彼自身が使っていたO、A、B、AB型に改

名統一することを世界に宣言したのである。

　ところで、Landsteinerは、自分がユダヤ人であることをひた隠しにしていた

が、それが知人によって暴かれ、非常に迫害を受けることになった。第一次世界

大戦敗戦のためもあって、彼は研究費が全くなくなってしまった。そこでオランダ

のハーグ市の王立研究所にしばらく逃れ、それから友人のFlexnerの奨めもあ

り、1922年に新天地を求めて、アメリカのロックフェラー研究所に移った。彼は

そこでAlexander Wiener、Philip Levineという2人の素晴らしい弟子にめぐり

合い、1930年に血清学ならびに免疫化学に貢献した功績によりノーベル化

学賞を受賞した。第二次大戦中の1943年に実験室でピペットを持ったまま他

界された。享年75歳であった。

　輸血にはもう1つ大きな業績があった。それはクエン酸ナトリウムという血液抗

凝固剤の開発である。これはベルギーのHustin、アルゼンチンのAgote、アメリ

カのLewisohn、Weilらがそれぞれ別々に輸血用抗凝固剤としてのクエン酸ナ

トリウムの有用性を発表している（1914～1915）。それから約85年、クエン酸

ナトリウムは輸血用血液抗凝固剤の王者の地位を一歩も他の薬剤に譲って

いない。その理由としては、（1）毒性が少なく、受血者の肝臓での解毒・分解が

迅速で、腎から排泄されること。（2）カルシウムイオンのキレート化によって瞬時

に血液の凝固を完全に阻止できること。（3）耐熱性があって加熱消毒が容易

であること。（4）さらに値段が安くて使いやすいこと等があげられる。輸血は、

ABO型血液型の発見とこのクエン酸ナトリウムの開発、これが車の両輪となっ

て輸血安全化の坂道を一挙に駆け降りたのである。

　その頃の日本の状況はといえば、大正8年（1919年）、九州大学外科の後

藤七郎教授、東京大学外科の塩田広重教授が官命により第一次世界大戦

における西部戦線の野戦病院を視察され、そこで輸血を行っているのを目のあ

たりにして、そのドラマティックな効果に非常に驚かれたという。みやげに血液型

判定用血清とJeanbrau式という輸血の器機を持ち帰られた。帰国後、後藤教

授は陳旧性膿胸の患者に、Schede式という極めて大規模の手術をしたとき

に、また塩田教授は子宮出血の貧血患者に輸血をして、ともに成功されたのが

日本における輸血成功第1例ということになっている。

　輸血という治療手技は、戦争など、何か歴史的な事件が契機となって進歩が

加速するようである。昭和5年（1930年）、ときの内閣総理大臣浜口雄幸氏が

東京駅のプラットフォームで凶漢に拳銃で腹部を狙撃され、腸間膜動脈が破

損し、腹腔内大出血でショック状態に陥った。広島県の陸軍の合同演習に出

席するために東京駅から超特急つばめ号で西に下る直前の災禍であった。直

ちに東大外科に連絡が入り、塩田広重教授が弟子数人と婦長を連れて急行

したが、そのときに血液型判定用血清と輸血器を忘れずに持って出られた。そし

て駅長室で首相の子息の巖根氏より200ｍＬの輸血を行い、東大病院に搬送

して開腹手術を施行し、さらに子息と秘書官より首相に輸血し、結局輸血は合

計550ｍＬに及んだ。首相は救命された。これは国内外に大きく報道され、一国

の宰相に勇敢にも輸血を行ったということは非常に評価された。この当時は、

輸血は「進歩的かつ危険なる治療法」であるとして、まだ恐れられ、敬遠されて

いた療法だったのである。

　昭和11年（1936年）2月26日の雪の日の朝、のちに二・二六事件と呼ばれ

る歴史的な事件が起こった。当時、日本は不況のどん底で、特に農村の疲弊は

目を覆うものがあった。陸軍の青年将校の中にはその原因が国の元老、重臣、

上流階級の腐敗、無能のためにあるとしてテロに訴えようとするグループがあっ

たのである。その志を同じくする将校が兵士約1,500人を連れ、夜半密かに麻

布の兵営を出た。1,500名の軍隊は8組に分かれ、岡田総理大臣の他に斉藤

実内大臣、高橋是清大蔵大臣、教育総監の渡辺錠太郎大將、そして天皇の

侍従長であった鈴木貫太郎大將等を襲撃した。鈴木侍従長は3発の銃弾を受

けて倒れ、兵士がとどめを刺そうとしたときに、夫人が鈴木侍従長の上に身を伏

せて「私を先に殺してください」といわれた。それを見た襲撃隊長の安藤輝三大

尉（歩兵第3連隊第6中隊長）は、非常に人格者で人間性に富んだ人物だっ

たためか、とどめを刺すのをやめさせた。鈴木氏は間もなく到着した救助隊によっ

て病院に運ばれ輸血を受け、救命されたのである。

 

　ロシアでは1930年代に入って、「死体血輸血」というのが始まっていた。

Shamov（1928年）が犬の死体で実験、Yudin（1933年）が人に人の死体血

を輸血しても何ら副作用はない、おまけに繊維素溶解現象で血液は固まらない

から大変具合が良いということを発表した。なぜこんなことができるかといえば、

強権国家のソビエト連邦時代のことであり、ソビエト連邦では人が死んだ場合、

死体管理権は24時間政府のものとなるために、家族の許可がなくても採血が

可能だったとのことである。

  

　さて、1940年に先述のLandsteinerの弟子であるAlexander Wienerがア

カゲザルの血球で免疫したウサギの血清がニューヨークの白人の血球の約

85％を凝集し、約15％を凝集しないという驚くべき結果を得て、今日のRh式D

抗原にあたる新抗原の発見を報告した。また同時にPhilip Levineは、その前

の1939年に、ある分娩のときに激しい出血をした女性に夫の血液を輸血した

ところ、すさまじい輸血副作用が起こった。これはWienerの発見したD抗原にあ

たる新抗原に対する新抗体が分娩のときに出血したその婦人の血中にあり、そ

こへDにあたる抗原プラスの夫の血を輸血したので、大変に激しい副作用が起

こったのであるとそのメカニズムを解明した。

　Rh式血液型の主要抗原はRho、rh’、hr’、rh”、hr”と5つの因子が発見された

が、第二次大戦中にすべて発見されている。名称が分かりにくいという世論で、

Fisher、RaceがC、D、E、c、d、eという名称を提唱し、それが今日に普及している。

　戦争があると輸血が発展することを述べてきたが、昭和14年（1939年）にド

イツ軍がポーランドに侵入し第二次大戦の幕が切って落とされた。フランスが降

伏し、ドイツ空軍が英国本土を空襲するようになって多数の死傷者が出た。そ

のときに「Blood Bankを作って負傷者を救命しよう」という声が市民の間から澎

湃（ほうはい）として沸き起こった。これが今日の「保存血」誕生の直接の原因に

なったのである。

　この運動はすぐに同盟国である米国に飛び火し、米国赤十字社が多くの博

愛団体の支援を得て、多数の血液銀行が加わって保存血を作った。当初使用

されていた抗凝固保存液はACD液の前身であったのであろう。保存血は

Loutitが大変優秀な抗凝固剤のACD液を1943年に考案し、日本でも実に昭

和56年（1981年）まで使っていた。昭和56年から日本赤十字社でCPD液に

変更された。

 

　第二次世界大戦終了後に、新しい赤血球型の発見ラッシュが始まった。

Lutheran式（1946年）、Lewis式（1946年）、Kell（1946年）、MNSs式

（1947年）、Duffy式（1950年）、Kidds式（1951年）、Diego式（1955年）、こ

ういった重要な血液型が発見され、その後も続 と々新しい赤血球型抗原が発

見・整理されて今日に至っている。

　日本は戦争に敗れ、こうした欧米の保存血はおろか、Rh式をはじめ、新しい血

液型も、何も知らなかったという表現が適当かと思う。全く「国際音痴」で、戦前

そのまま100ｍＬの大型ガラス器で売血者あるいは患者の家族などから血を採

り、そのまま輸血をするいわゆる「枕元輸血」を行っていた。

　昭和27年（1952年）4月に日本赤十字社東京血液銀行が誕生した。しかし

20以上の民間血銀も認可され、200ｍＬガラス壜入りのACD保存血を売血者

より採血し、電話1本で病院に届けるようになって、この膨大な保存血は日本の

臨床医学、特に外科に画期的な発展をもたらす原動力となったのである。米国

の援助・指導もあったことを忘れることはできない。

　昭和30年（1955年）頃から早くも「売血制度」の大きな弊害が色濃くなり、

頻回採血による高度の貧血、モラルの低下、輸血後肝炎の猖獗（しょうけつ）、

その他の問題の山積みにより、献血制度に移行するべきであるとの世論の大

合唱が満ち満ちてきた。おりしも昭和39年（1964年）にEdwin Reischauer

駐日米国大使が日本人の青年に襲われ右大腿部に出刃包丁を突刺され、大

量の保存血輸血を行い、虎の門病院で手術を行ったが、危惧どおり肝炎になら

れ、肝硬変から肝がんとなり25年後に死亡されたのである。この事件の後で、日

本政府の首相以下の恐縮は非常なものであった。これが「売血から献血に切り

換える閣議決定」が行われた大きなモーメントになった。事件後約5カ月のことで

あった。この年は、東京オリンピックが開催され、東海道新幹線が開通し、日本

が一流国に復帰した記念すべき年である。

　輸血といえば、感染症との戦いである。昭和56年（1981年）にAIDSが登場

し、世界の医学界を震撼させた。昭和61年（1986年）より輸血血液の全部に

ついてHIV抗体がルーチンに検査されて今日に至っている。しかし、感染して間

もない頃は抗HIV抗体は検出不可能なwindow periodであるので、赤十字血

液センターは問診を充分に施行している。

　内閣総理大臣の命を受けて、厚生省薬務局長は、日本赤十字社社長と各

都道府県知事に対して、昭和39年（1964年）11月11日付けで、「献血推進

対策要綱について」なる通達を出した。又、当局はとにかく問題の多かった民間

血液銀行に対して因果をふくめた。かねてより覚悟をしていたのか、民間各社に

抵抗はなく、製薬会社、検査会社、医療材料製造会社などに転身していった。

各地方では騒然たるものもあったが、昭和42年（1967年）までに各都道府県

に1つ以上の赤十字血液センターが設置されて100％献血となった。「一体国

民は献血に協力して下さるものかどうか」、これが政府はじめ輸血関係者一同

の共通の心配であった。しかしこれは杞憂に過ぎず、国民は献血の呼びかけに

呼応して一斉に立ち上がってくれたのである。しかし、移行期にはやはり血液が

不足し、高校生へ献血を依存したりしたことが思い出される。当時の血液は勿

論ガラス壜に200ｍＬ採ったACD保存血であった。日赤血液センターは技術陣

に旧民間血液銀行のそれらの人 を々採用したりして、驚くほど強力になってき

た。昭和50年（1975年）になってガラス壜に代わってプラスチック血液バッグ

が登場し、「全血時代」に別れを告げて「成分輸血の時代」に突入したのであ

る。シングル、ダブル、トリプル各バッグを駆使して赤血球、血小板、血漿の成分

が別々に自由に供給できるようになったのである。

　発注に応じて血液量は毎年5～10％ずつ増加し、昭和60年（1985年）に

は延べ献血者は約870万人に達し、献血率は7.3％でスイス、フィンランドに次

いで世界第3位の好成績で、人口の多いいわゆる大国では、日本は世界一と

なった。しかし、外科医を中心として日本の臨床医は血液製剤の使い方に大き

な問題があり、全血・新鮮凍結血漿・アルブミンの過剰使用が続いた。そのア

ンバランスのため、一時赤血球成分が大量に余って捨てざるを得ないような状

態に陥った。そのために幾つもの厚生省の研究班が出来て、様々な検討をふま

えて、昭和61年（1986年）4月に「新採血基準」が作られ、400ｍＬ、成分採血

も許され、「血液製剤使用のガイドライン」が発行され、改訂を重ねて、血液事業

も段々によい形となってきている。
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