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【一般演題】 

１．当院における自己抗体保有患者への輸血対応―輸血検査から適合血の選択― 

中村美栄、中嶋ゆう子、原順一、渡辺和亮、多田正人、高野勝弘、井上克枝 

（ 山梨大学医学部附属病院検査部・輸血細胞治療部 ） 

 

２．ヘモビジランス向上を目指した副作用監視体制の構築 

～記録システム改善による副作用観察の標準化～ 

山中浩代 1）２）、中嶋ゆう子 3）、原順一 3）、山本洋一 4）、荒神裕之 2）、高野勝弘 3） 

   （ 山梨大学医学部附属病院看護部 1）、同医療の質・安全管理部 2）、同輸血細胞治療部 3）、 

同医療情報室 4）） 

 

３．山梨県における輸血副作用の発生状況 

東保一葉、赤井洋美、伊藤直文、中村弘、杉田完爾 

（ 山梨県赤十字血液センター ） 

 

４．抗癌剤投与と輸血により鉄過剰症を来した StageⅣ乳癌の 1 例 

樋口雄大 1)、飯塚恒 2)、高野吉彦 3)、橋本良一 4)、山寺陽一 1) 

（ 山梨厚生病院外科 1)、同乳腺外科 2)、同臨床検査室 3)、同心臓血管外科 4) ） 

 

５．小規模医療施設において輸血療法を施行した輸血依存性骨髄異形成症候群の 1 例 

白井章太１）、桐戸敬太２） 

（ 武川診療所１）、山梨大学医学部附属病院血液・腫瘍内科２） ） 

 

６．在宅で輸血を行った 1 例 

  野田嘉明 1）、高添明日香 2）、花形哲夫 3）、井出和子 1）、長田由紀美 2）、岡安由香 2）、小林翔 2）、 

望月和子 4）、河野知子 4）、五明紀代美 4）、吉田えつこ 5）、齊藤弓子 5）、玉懸泰子 5）、小林友美５）、 

櫻井千津子 6）、中村洋一 7）、秋山政裕８） 

（ のだ内科クリニック 1）、あすか在宅クリニック 2）、花形歯科医院 3）、 

貢川訪問看護ステーション 4）、荒川訪問看護ステーション 5）、居宅介護支援事業所カンナ 6）、 

アーク調剤薬局７）、介護センター花岡８） ） 
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〇特別講演 

 

血液製剤をめぐる最近の話題    

 

日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所  佐竹正博 

 

 

１．血液製剤の安全性について 

血液製剤の安全性については、血小板製剤の細菌汚染が、最後に残った大きな課題である。2007年から2018年ま

での間に、135件の血小板輸血による細菌感染症疑い例が報告されたが、そのうち17例が細菌感染例として確認さ

れている。グラム陰性菌によるものがそのうち6例で、これらはより重症でかつ症状の発現が早い。多くの先進国

では、全品培養によるスクリーニングを実施しているが、培養が完璧な予防策というわけではなく、それらの国で

の細菌感染症の頻度は日本と同じかむしろ高い。日本で採用されている短い有効期限が大きな効果をあげていると

考えられる。ただ、日本でも 2017 年には死亡例があり、また採血翌日の血小板製剤でも細菌感染症を起こしてい

ることなどから、さらなる安全対策が必要である。培養のためのサンプリングを工夫したスクリーニング法の採用

や、病原因子低減化法の採用などが、さらに安全性を高めるものと考えられるが、これらの施策は、製剤の品質に

大きな影響を与え、また大規模な施設と人員の整備、工程の追加、コストの増加を伴うため、慎重にその導入を検

討していく必要がある。 

いっぽう、細菌感染症は製剤の面からだけでなく、医療機関側でもその影響を少しでも小さくできる部分がある。

細菌の増殖した製剤の一部は輸血前の製剤の外観試験で排除することができる。細菌感染症を疑った場合に適切な

検査と治療を迅速に行うことにより、症状の程度を軽くすることができる。  

2．新しい血液製剤の開発 

冷蔵血小板製剤は血小板を 35％血漿+65％血漿添加液(PAS)に浮遊させ 4℃で冷蔵保存したもので、保存中の血小

板の凝集はほとんどなく、血小板凝集能も 15 日間良好に維持できるものである。低温保存により血小板がある程

度活性化されており、特に活動性出血を起こしている患者には有効であると考えられる。また、低温保存のためた

とえ細菌が混入していたとしてもほとんど増殖することがないため、安全性も担保できる。ただし輸血後の生体内

寿命は短く、更なる技術開発が必要である。 

ヘモグロビンを脂質膜で包んだ人工赤血球(Hemoglobin vesicles)は室温で２年間保存が可能で、ヘモグロビン濃度

も高くすでに実用化できる段階にある。術中の緊急の輸血や、事故や島嶼・へき地などでの緊急輸血に威力を発揮

することが期待される。 

iPS 細胞由来血小板は、不死化した巨核球株のマスターバンクを作製しておき、そこから適宜細胞を取り出して拡

大培養・分化させ、成熟血小板の製剤とするものである。その凝集・止血機能などは in vitro、ウサギ輸血モデルな

どを用いて詳細に検討され、十分な止血機能を有していることが確認されている。血小板輸血不応状態の患者への

輸血などが適応となると考えられ、現在治験が進められている。 
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２．ヘモビジランス向上を目指した副作用監視体制の構築 ～記録システム改善による副作用観察の標準化～ 

山中浩代 1）２）、中嶋ゆう子 3）、原順一 3）、山本洋一 4）、荒神裕之 2）、高野勝弘 3） 

  （ 山梨大学医学部附属病院看護部 1）、同医療の質・安全管理部 2）、同輸血細胞治療部 3）、同医療情報室 4）） 

 

【背景】輸血治療においてヘモビジランス（血液安全監視）は重要である。中でも副作用監視体制（以下「体制」）の評

価が注目されている。2015年に当院で実施した体制の評価としての看護師の輸血副作用観察記録（以下「記録」）の調

査結果では輸血実施件数の約半数の記録で、電子カルテ上未入力や記録不備と評価され、体制機能が不十分であった。

記録不備の理由として、患者観察は実施されているにも関わらず、業務の煩雑さから入力が後回しになり失念する等の

ヒューマンエラーと簡便でない電子カルテ入力というシステム上の問題が考えられた。そこで医療情報室と連携し輸血

副作用記録システム（以下、記録システム）の改善をはじめとした体制構築を行った。今回、4年間の活動と成果を報

告する。 

【目的】当院における体制の構築とヘモビジランスの向上 

【活動内容】①記録システムの改善②副作用項目の標準化③記録のモニタリングとフィードバック④看護師への輸血教

育⑤副作用観察実施の啓発 

【結果】活動開始前では輸血実施製剤の約半数が電子カルテ上での記録未入力や観察項目の記入漏れがあったが、体制

構築後、4年の経過により記入漏れは約20％に減少、未入力は1％以下に著明に減少した。 

【考按】記録システムの改善により入力が簡便となり記録の未入力は著明に減少した。更に副作用観察項目の標準化に

より、看護師の副作用の観察が効率化されたほか、重篤な副作用の把握にも効果があった。医師からは記録が見やすく

なり情報共有に役立つ、患者の状態が適切に把握できる等の意見が聞かれた。副作用観察は輸血治療において不可欠で

あるが観察や記録実施の漫然な啓発は多忙な業務に追われる看護師への更なる負担となる為、記録が簡便かつ効率よく

入力できる方法としてシステム改善は有効である。また、輸血副作用に関する学習会とモニタリング結果のフィードバ

ックは看護師の副作用観察に対する意識づけの強化とアセスメント能力の向上に効果があった。改善したシステムが定

着するようプロセスを維持管理し更なるヘモビジランスの向上を目指す。 

【今後の課題】記録モニタリングは有効な方法であるがデータ収集と分析に時間を要する為、簡便で効率の良い方法の

検討が課題である。 

〇一般演題 

 

１．当院における自己抗体保有患者への輸血対応―輸血検査から適合血の選択― 

中村美栄、中嶋ゆう子、原順一、渡辺和亮、多田正人、高野勝弘、井上克枝 

（ 山梨大学医学部附属病院検査部・輸血細胞治療部 ） 

 

【はじめに】自己抗体陽性患者への輸血は、直接抗ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ試験（DAT）が陽性であっても、生体内で溶血所見が

認められなければ臨床上問題となることはない。しかし赤血球感作以上の自己抗体が産生され患者血漿中に遊離

することにより、不規則性抗体検査やｸﾛｽﾏｯﾁに支障を及ぼすことがある。今回2017年1月～2019年10月に自己

抗体陽性で、赤血球輸血が実施された 20 症例中、ｸﾛｽﾏｯﾁ不適合の 13 症例に対しての適合血選択について報告す

る。  内訳:同種抗体(抗E)1例、自己抗体(抗Eに特異性)１例、他11例 

【輸血検査】1.抗体解離試験：①酸解離法（DiaCidel,ﾊﾞｲｵ・ﾗｯﾄﾞ）、②ｸﾛﾛｷﾝ解離法（ｶﾞﾝﾏｸｲﾝ,（株）ｲﾑｺｱ） 

2.自己抗体吸着法：PEG法（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ試薬） 

【輸血検査結果と適合血の選択】自己抗体(抗Eに特異性)を認めた1例は、自己免疫性溶血性貧血(AIHA)患者で

あり、日本輸血・細胞治療学会が策定した「赤血球型検査(赤血球系検査)ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」により、血液製剤を選択。同

種抗体(抗E)を認めた1例は、E（-）,c(-）製剤を選択し、残りの11例に関しては、可能な限り患者抗原陰性の血

液製剤を選択。 

【結果】AIHA患者に関しては、初回輸血にて患者とRh抗原同型血（ccDEE）を選択したが、輸血後のHb値の

上昇がみられず輸血効果を得られなかった為、2回目は自己抗体の特異性に対応する抗原陰性の血液製剤を選択、

すると輸血後のHb値は、予測上昇Hb値（g/dl）前後まで上昇を認めた。（算出法:投与Hb量(g)/循環血液量(dl)）

その他、12例の患者に関しては輸血前後で、Hb値は上昇、T-BiL値,LDH値の上昇は認めていない。 

【考察】自己抗体が原因でｸﾛｽﾏｯﾁ不適合となった血液製剤でも輸血検査結果に基づき、適合血を選択することで問

題ないと考えられる。また、AIHA患者への適合血選択に関しても血液ﾃﾞｰﾀ等を確認し、輸血効果の得られる血液

製剤を選択することが必須であり、血液センターの協力や抗原検索ｼｽﾃﾑの活用により、安全で効果のある輸血を実

施することが重要である。 

３ 



  

４．抗癌剤投与と輸血により鉄過剰症を来したStageⅣ乳癌の1例 

樋口雄大1)、飯塚恒2)、高野吉彦3)、橋本良一4)、山寺陽一1) 

（ 山梨厚生病院外科1)、同乳腺外科2)、同臨床検査室3)、同心臓血管外科4) ） 

 

【はじめに】生体に鉄が過剰沈着する病態は鉄過剰症と呼ばれ、肝臓、心臓、膵臓など諸臓器に障害を来す。血液

疾患のみならず、悪性腫瘍に続発した慢性貧血においても輸血依存となる場合があり、輸血後鉄過剰症が臨床的な

問題となる。今回我々は、乳癌を背景として輸血後鉄過剰症となり、鉄キレート剤の投与により改善を認めた症例

を経験したので、その臨床経過を報告する。 

【症例】58歳女性、健康診断で胸部異常陰影と貧血を指摘され、前医で乳腺腫瘤が発覚したため、2019年5月9

日に当院乳腺外科紹介となった。精査の結果、左乳癌（Invasive ductal carcinoma、T2N2M1、StageIV）の診断と

なり化学療法を行う方針となった。またHb8.1g/dl と貧血を認め、間接型ビリルビン、LDH、網赤血球の増加を

伴うことから溶血性貧血を考えたが、直接クームス試験、寒冷凝集試験、抗 IgG 抗体、抗補体抗体はいずれも陰

性であった。悪性腫瘍に随伴した細小血管障害性溶血性貧血と考え、輸血による対症療法を開始した。 

【経過】乳癌に対する一次化学療法としてエピルビシン・シクロフォスファミドの投与を行った。一次化学療法6

コースを終了するまでに濃厚赤血球液を合計64 単位投与した。2019 年9 月6 日に血清フェリチン値を測定した

ところ3847ng/ml と高値であり、輸血後鉄過剰症と判断した。諸臓器に明らかな障害は認めなかった。輸血後鉄

過剰症に対する治療としてデフェラシロクス 540mg/日の投与を開始したところ、血清フェリチン値は漸減し、

2019年12月13日の採血検査では1790ng/mlと明らかな改善を認めた。 

【まとめ】担癌患者は輸血依存となる可能性を秘めており、そのような患者の診療にあたる場合には輸血後鉄過剰

症を念頭に置く必要がある。また、鉄キレート剤は輸血後鉄過剰症に対する有効な治療法であった。 

３．山梨県における輸血副作用の発生状況 

東保一葉、赤井洋美、伊藤直文、中村弘、杉田完爾 

（ 山梨県赤十字血液センター ） 

 

【はじめに】日本赤十字社では、「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」に従い、輸血

副作用・感染症情報を収集し、厚生労働大臣へ報告している。2018年1月から情報収集方法が変更され、従来全症例に

実施していた「詳細調査」及び「原因調査」を重篤症例に限定し、非重篤症例報告にかかる医療機関負担が軽減された。

これにより、Ａ病院からはこれまで血液センターに報告されなかった軽微な副作用も報告されるようになった。今回、

2014年から2018年の５年間に山梨県赤十字血液センターに報告された輸血副作用について解析したので報告する。 

【方法】情報収集方法変更前の2014年から2017年の4年間の平均値と、変更後の2018年の報告件数を、重篤度、症

状、施設別に比較した。 

【結果】変更前に報告された輸血副作用は、年平均で重篤症例4.5 件、非重篤症例7.5 件であった。症状別では、アレ

ルギー4.5件、重症アレルギー2.3件、発熱、呼吸困難がそれぞれ1.8件、血圧低下が0.8件、施設別の報告件数は、Ａ

病院5.0件、Ｂ病院3.0件、Ｃ病院1.8件、その他の4施設が1.0件以下であった。2018年の報告件数は、重篤４件、

非重篤147件で、症状別では、アレルギー123件、発熱13件、血圧上昇5件、重症アレルギー、呼吸困難、血圧低下

がそれぞれ1件、施設別では、Ａ病院136件、Ｂ病院7件、Ｃ病院0件、その他2施設が2件、4施設が1件であっ

た。供給本数に対する報告件数の割合は、A病院が1.61％、その他の施設全体で0.05％であった。 

【考察】情報収集方法の変更前後で重篤症例の年間報告件数はほぼ同数であり、重症アレルギーや呼吸困難、血圧低下

などの重篤症例は以前から実態に近い数が報告されていたと考えられた。症状別では、アレルギーや発熱などの非重篤

症例が19.6倍に増加していた。これはA病院からの報告が27.2倍に増加した分と考えられた。2018年のA病院の供

給本数に対する報告件数の割合がその他の施設全体と比較すると 23.2 倍高く、他施設でもアレルギーを中心とした非

重篤症例が報告件数以上に発生していることが想定される。それが、報告されていないのか輸血副作用が見逃されてい

るのか、今後のMR活動で確認していく予定である。 

４ 



 

 

５．小規模医療施設において輸血療法を施行した輸血依存性骨髄異形成症候群の1例 

白井章太１）、桐戸敬太２） 

（ 武川診療所１）、山梨大学医学部附属病院血液・腫瘍内科２） ） 

 

【はじめに】当院は北杜市武川町にある無床診療所である。地域の健康問題に幅広く対応することを求められる

中、輸血依存状態となった患者が地元の医療機関で輸血療法を受けられるように、2017年4月より輸血療法を開

始した。今回、血液内科専門医と連携して輸血依存状態の骨髄異形成症候群患者に6ヶ月に渡り輸血療法を施行し

た1例を経験した為報告をする。【症例】70代男性【現病歴】6年前にA病院で骨髄異形成症候群と診断され化学

療法が開始され、輸血依存状態となり週1回の輸血療法を施行されていた。2ヶ月前より化学療法の継続は困難と

なりB病院血液内科に転院し支持療法の方針となった。身体機能の低下からB病院への頻回の通院は困難があり、

地元の医療機関での輸血療法の目的で紹介となった。【経過】隔週のB病院血液内科での診察と、毎週の当院での

照射赤血球液2単位の輸血を行なった。Hbのコントロール値、輸血の量や頻度、鉄キレート剤の容量についてB

病院血液内科医に相談をしながら当院で調整を行った。【当院での輸血療法の流れ】輸血予定日の2日前に訪問看

護師による採血を施行し、B病院へ委託して不規則抗体検査を実施する。不規則抗体の結果を確認して血液製剤を

発注し、温度管理可能な冷蔵庫で製剤を保存する。翌日にB病院で交差試験を実施している。当日は輸血前診察、

輸血開始5分後、15分後、終了後の有害事象の有無の観察・バイタルサインの確認、輸血6時間後の電話での体

調の確認を行っている。【考察】骨髄異形成症候群は高齢者に多い血液疾患であり、輸血を必要とする患者は増加

傾向にあると予想され、小規模医療施設で輸血を受ける患者が増加すると考えられている。他県では小規模医療施

設での輸血が安全に行われる為のマニュアルが作成されている。小規模医療施設や在宅での輸血の需要が高まっ

ており、今後も血液内科医と連携をしながら対応をしていきたい。 

 

６．在宅で輸血を行った1例 

 野田嘉明1）、高添明日香2）、花形哲夫3）、井出和子1）、長田由紀美2）、岡安由香2）、小林翔2）、 

望月和子4）、河野知子4）、五明紀代美4）、吉田えつこ5）、齊藤弓子5）、玉懸泰子5）、小林友美５）、 

櫻井千津子6）、中村洋一7）、秋山政裕８） 

（ のだ内科クリニック1）、あすか在宅クリニック2）、花形歯科医院3）、貢川訪問看護ステーション4）、 

荒川訪問看護ステーション5）、居宅介護支援事業所カンナ6）、アーク調剤薬局７）、介護センター花岡８） ） 

 

【はじめに】輸血は医療行為としての特殊性から本来は十分な検査・治療体制の整った施設で行うことが望ましい。

しかし患者の病態や患者本人や家族の要望などにより在宅で行うことが選択される場合も想定される。今回、我々

は在宅療養を強く希望された 90 才の急性白血病患者に多職種在宅チームで在宅での輸血を行った症例を経験した

ので報告する。 

【症例】90才男性、B型Rh(+)、急性骨髄性白血病 

主訴：労作時の息切れ、食思不振 

既往歴：平成30年からCOPD、前立腺肥大症で近医にて加療を受けていた 

    5年前に頸椎症で手術を受けた 

現病歴：令和元年9月中旬より全身倦怠感、労作時の息切れ、食思不振が出現し、近医を受診したところ、高度の

貧血（Hb:4.5g/dl）を指摘され、精査目的で総合病院を紹介され入院となった。末梢血液像から急性骨髄性白血病

と診断され、予後1～3ヶ月と推定された。高齢であるため積極的治療は困難と判断されBSC(best supportive care)

の方針となった。入院中に2単位ずつ3回の赤血球輸血が行われ一定の症状緩和が得られた。本人が退院を強く希

望されたため、在宅多職種を含めた退院前カンファレンスで在宅輸血を行う方針とし第12病日に退院となった。 

【在宅での経過】在宅輸血に向け、２名の在宅医および２か所の訪問看護ステーションおよびその他の多職種によ

る支援体制のもと、週に１回の赤血球輸血を行った。Ｈｂ値は5～6g/dl以上で維持された。輸血関連の副作用なく

３回にわたり在宅輸血が行なわれた。経過中に虚血性腸炎、肺炎を併発し抗菌薬、在宅酸素、オピオイドが開始さ

れたが、在宅療養２９日目に呼吸不全で死亡された。 

【結語】BSC方針となった高齢の白血病患者に対して在宅で輸血を行った。諸事情によっては十分なバックアップ

体制のもと在宅における輸血も選択肢となり得ると思われた。 

５ 


