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は じめ

近年 ,血 液製剤 の安全性 は格段 に向上 して きたが,免 疫性 ,感 染性な どの副作用や合併
症が生 じる危険性がい まだにあ り,軽 症 の もの も含 めればその頻度 は決 して低 い とはい え
ず ,致 命的な転帰をとる こともまれにある ことか ら,血 液製剤 が本来的に有す る危険性 を
改 めて認識 し,よ り適正な使用 を推進す る必要がある。
また,血 液製剤 は,人 体 の一部 かつ有限で貴重な資源である血液 か ら作 られてい ること
か ら,そ の取扱 い には倫理的観点 か らの配慮 が必要であ り,血 液製剤 につい て 自国内で の
自給 を目指す ことが国際的な原則 となっている。 したがつて,血 液 の国内完全 自給達成 の
ためには,血 液製剤 の使用適 正化 の推進が不可欠である。
このため,厚 生省

(当

時)で は,昭 和 61(1986)年 に,採 血基 準を改正 して血液 の量的

確保対策 を講 じるとともに,「 血液製剤 の使用適正化基準」を設 け,血 液製剤 の国内 自給
の達成 を 目指す こととした。 一方 ,平 成元 (1989)年 には医療機 関内での輸血がよ り安全
かつ適 正に行われ るよ う 「輸血療法 の適正化 に関す るガイ ドライ ン」を策定 した。また
平成 6(1994)年 には 「血小板製剤 の使用基準」,平 成

,

H(1999)年 には 「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 」 が策定 された。 「血液製剤 の使用指針」
につい ては,血 小板製剤 の使用基準を含 めるとともに,各 領域 における最新 の知見に基 づ
き,血 液製剤 の使用適 正化 の一層 の推進 を図るため,平 成 17(2005)年 に大 きく改定 され
た後 ,医 療 の発展 にあわせて,一 部改正が重ね られてきた。
国内 自給 に関 しては,濃 縮凝固因子製剤 の国内 自給 が平成 4(1992)年 に達成 され ,ア ル
ブ ミン製剤

(人 血清 アルブ ミン,加 熱人血 漿 たん 白)の

自給率は 5%(昭 和 60(1985)年 )

か ら 56.40/0(平 成 27(2015)年 )へ ,免 疫 グ ロブ リン製剤 の 自給率は 40%(平 成 7(1995)
年 )か ら 95.6%(平 成 27(2015)年 )へ と上昇 した。
使用量に関 しては,高 齢化 の進展に伴 い ,増 加が予想 されてきたが,医 療 の発展お よび
各関係者 の適 正使用 へ の協力によ り,こ こ数年 ,赤 血球液 についてはやや減少 して きてお
り,新 鮮凍結 血 漿お よび血小板濃厚液 につい てはほぼ横 ばいである。 アルブ ミン製剤 につ
いては平成

H(1999)年 の総使用量は 226.8万

レであったが,平 成 17(2005)年 は
リッ トア

165,4万 リッ トル ,平 成 27(2015)年 は 125.4万 リッ トル と年 々減少 してきた。 一方 ,免 疫

グ ロブ リン製剤 の使用量は,適 応拡大によ りやや増加傾 向にあるが,諸 外国 と比較す ると
まだ少ない。
血 漿分画製剤 の国内 自給率を更に向上 させ るとともに,感 染 の可能性 を低下 させ るため
に,こ れ らの製剤 を含 む血液 の国内完全 自給 ,安 全性 の確保お よび適正使用 を 目的 とす る

,

安全な血液製剤 の安定供給 の確保等に関す る法律 (昭 和 31年 法律第 160号 )が 平成 15(2003)
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年 7月 に改正施行 された。当該法に基づき,「 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」

(隊 下 「基本方針」とい う。)に て,以 降の血液事業の方

向性を示 し,以 降 5年 ごとに再検討が行 われている。
また,基 本方針 のなかでは,輸 血により,感 染症,免 疫学的副作用等が発生するリスク
は,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 とされている。将来,血
液製剤の需給が逼迫する可能性も鑑み,引 き続き,自 己血輸血の手技や手法 を維持発展 さ
せて行 くことも重要 と考える。
以上の観点から,医 療現場 における血液製剤の適正使用を引き続き推進する必要がある。
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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 る目的は,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)に ある。
このよ うな補充療法を行 う際には,輸 血の適応 となる基準値
い ることをあ らか じめ確認す る

(ト

(ト

リガー値 )を 満た して

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)と ともに,毎 回 の投与時に各成分 の到達すべ き 目標値 を臨床症
状 と臨床 検査値 か らあ らか じめ設定 し,次 いで補充す べ き血液成分量を計算 し,更 に生体
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 し,状 況 に応 じて補充間隔
を決 める必 要 がある。 また,毎 回 の投与後 には,初 期 の 目的, 日標 が どの程度達成 された
かについての有効性 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 い,同 時
に副作用 と合併症 の発生 の有無 を観察 し,診 療録 に記録す ることが必要 である。

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 の使用については,単 なる使用者 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 として挙げ られ る。このよ うな観 J点 か ら,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 こととす る。
また,本 指針 は必ず しも医師 の裁量を制約す るもので はない。 しか し,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 つた適応 。使
用方針 の場合 には,さ らなる注意 をもつて説明を行 い ,患 者 の同意 を取得す ることが望ま
しい9

*

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 しているが,こ れま

で適宜部分改正 を行 って きた。そ の間,輸 血 医療 において も,医 療者 と患者 が特定 の臨床
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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 とな って きた。
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 について は

,

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 つたもので はなか つた ことか ら,今 般 ,厚 生 労働省お よび 日本医療研究開発機構
「
(ANttED)の 助成 の もとに,日 本医学会 の分科会 に所属す る,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 した こ
とに ともない,本 指針 にお いて も これ に準拠 し,時 代 にあ つた ものに改定 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 るが,詳 細 については,最 新 の学会 ガイ ドライ ンを参照 されたい。
今回 の改定にお いて は,学 会 ガイ ドライ ンの記述方 式に従 つて,使 用指針 の推奨 の強 さ
り
お よびエ ビデ ンスの強 さを 「Minds診 療 ガイ ドライ ン作成 の手引き 2014」 1こ 準 じて ,以 下
,

の基準で表現 した。
推奨 の強 さは,「 1」

:強 く推奨す る,「 2」

:推 奨す るの 2通 りで提示 し

,

ア ウ トカ ム全般のエ ビデ ンスの強 さについて は,以 下の A,B,C,Dを 併記 してい る。

A(強 ):効
B(中 ):効
C(弱 ):効
D(と

果 の推定値 に強 く確信 がある
果 の推定値 に中程度 の確信 がある
果 の推定値 に対す る確信 は限定的である

て も弱 い):効 果 の推定値 がほ とん ど確信 できない

なお,推 奨 の強 さお よびエ ビデ ンスの強 さが示 されてい ない多 くの記述 につい ては,エ
ビデ ンスがないか,あ るい はあつて も著 しく欠乏 してい るものであ り,そ の記述 は,専 門
家 としての意見に留 まるもの とした。
文献

1)福 井次矢,山 口直人 :「 Mhds診 療ガイ ドライ ン作成 の手引き 2014」
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II赤 血球液 の適 正使用
1.目 的
赤血球液 (Rcd Blood Cells i 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 された場合 ,最 も確実な臨床的効果 を得 ることがで
きる。 このよ うな赤血 球補充 の第 一義的な 目的は,組 織や臓器 へ十分な酸素 を供給す るこ
とにあるが,循 環血液量を維持す るとい う目的 もある。

2.適 応 の現状 と問題点
ご く一部 では,現 在 でも全血の使用 あるいは全血 の代替 としての赤血球液 と新鮮凍結血
漿 の等量 の併用 が行われ ている。 しか しなが ら,成 分輸血が導入 されて,既 に 30年 以上が
経過 し,こ の間,従 来は専 ら全血が使 われていた症例 について も,赤 血球液が単独 で用い
られ るよ うにな り,優 れた臨床効果 が得 られ ることが確認 されてい る。

3.使用指針 り
1)慢 性 貧 血 に 対 す る適応
慢性貧血 に対 してはまずそ の原 因を明 らかに し,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 わないざ
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 を維持す ることであるが,そ の値 は,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 り,こ

こに

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
り,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。 しか
し,い ずれ の場合 でも,Hb値 を 10g/dL以 上にす る必要はない。
一般的に輸 血の適応 を決定す る場合 には,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 る必要 もある。
高度 の貧血の場合 には,循 環血 漿 量が増加 していること,心 臓 に負荷 がかかっているこ
とか ら,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 ことが ある。腎障害を
合併 している場合 には,'特 に注意が必要である。
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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 によ り鉄過剰状態 (lrOn overload)を 来す ので,不 必要な輸血 は行 わず

,

できる限 り投与間隔を長 くす る。
以下,代 表的な疾患 による慢性貧血に対す る適応 を列挙す る。
「
ノ

a)造 血 不全 に伴 う貧 血

再生不良性貧血 ,骨 髄異形成症候群 な どによる慢性貧血患者 にお いて, トリガー値 を

,

息者 の状態 にあわせて,Hb値 6〜 7g/dLと す る。一部 の疾患にお いて は輸 血に依存す るよ う
になる前 の早期 に ESA(Eげ 肘opoiCSiS― stimulating agcnts)製 剤投与を考慮すれば,輸 血量を
減少 させ る可能性がある。
なお,赤 血球輸 血による鉄過剰 に伴 う臓器障害 のマネージメ ン トは重要であ り,鉄 キ レ
ー ト剤 が有用 である。

b)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
強 いエ ビデ ンスで はないが,造 血器腫瘍 に対す る化学療法 ,造 血幹細胞移植治療 におけ
る トリガー値 を特に他疾患 と区別す る必要はない。造血幹細胞移植後 の造血 回復 は前処置
の強度 によつて異 な り,造 血機能 を高度 に低下 させ る前処置 を用 い る場合は,通 常 ,造 血
が 回復す るまでに移植後 2〜 3週 間を要す る。 この間, トリガー値 を Hb値 7〜 8g/dLと す る
ことを推奨す る [2C]。

c)固 形癌化 学療法 な どに よる貧 血
固形癌 に対す る化学療法 における赤血球輸 血の適応 について比較 した論文は少 ない。赤
血球輸 血が必 要なほ どの骨髄抑制 を生 じる化学療法 は避 け られ る傾 向があることか ら,造
血器腫瘍 に対す る化学療法 における赤血球輸 血 を参考 とし, トリガー値 を Hb値 7〜 8g/dL
とす る。

d)鉄 欠乏性 ,ビ タ ミン B12欠 乏性 な どに よる貧 血
消化管や泌尿 生殖器 か らの少量長期的な出血等 による鉄欠乏性貧血 ,ビ タ ミン B12欠 乏性
貧 血 な どにお いては,体 内の代償機構 が働 くた めに,短 時間 の間に貧 血が著 しく進行す る
ことはない。
通常 ,貧 血が高度 であって も,生 命 の維持 に支障を来すおそれ がある場合以外 は,原 則
として赤血球輸血を行わず

[2C],必 要な程度 に安静 を保 って欠乏 した成分 を補充 し貧血

の 回復 を待 つ ことを推奨す る。
妊婦 の慢性貧血症例 にお いて は,特 殊 な場合 を除 いて輸 血 しない ことを推奨す る [2D]。
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e)自 己免疫性溶血性貧血
急速に進行する可能性のある自己免疫性溶血性貧血においては,生 命 の維持に支障を来
すおそれがある場合,赤 血球輸血を実施することを推奨する [2C]。 使用する血液につい
ては,同 種抗体の有無, 自己抗体の特異性を勘案 して決定するが,輸 血検査に関しては

,

日本輸血・細胞治療学会からガイ ドライ ンが示 されている

2ち

f)腎 不全 による貧 血
腎不全による貧血におい ては,ESA製 剤投与や鉄剤治療等 を優先 し,こ れ らの治療に反
応 しないな どの特殊 な場合 を除き,Hb値 7g/dL以 上では原則輸血は行 わず ,輸 血す る場合
は必 要最小限の輸 血 とす ることを推 奨す る [2C]。 なお ,大 量に輸血す る場合 ,ま たは小
児 に輸血す る場合は,高 カ リウム血症 に留意す る。

2)急

性 出 血 に 対 す る適 応

急性 出血には外傷性 出血のほかに,消 化管出血 ,腹 腔内出血 ,産 科的出血 ,気 道内出血
な どがある。消化管出血の原因 は 胃十 二指腸潰瘍,食 道静脈瘤破裂 ,マ ロ ジー フイ ス症候
群 ,悪 性腫瘍か らの 出血な どがあ り,腹 腔内出血 の原因には原発性 あるい は転移性肝腫瘍

,

肝臓や牌臓な 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 どがある。
急速出血では,Hb値 低下 (貧 血 )と

,循 環血液量の減少 が起 こる。循環血液量の 15%以

下 の 出血 (class I)で は,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。また,15〜 30%の 出血

(class

Ⅱ)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 るよ うになる。更に,30〜 40%の 出血

(classⅢ )で は

,

そ 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

(ctassⅣ )で は,嗜 眠傾 向 とな り,生 命 にも危険な状態 とされてい る。

貧 血の面か ら,循 環 血液量 が正 常な場合 の急性貧血 に対す る耐性 につい ての明確なエ ビ
デ ンス はない。Hb値 が 10g/dLを 超 える場合は輸血 を必要 とす ることはないが,6g/dL以
下 では輸 血はほぼ必須 とされている。特 に,急 速に貧血が進行 した場合はそ の傾 向は強 い。

Hb値 が 6〜 10g/dLの ときの輸血の必 要性は患者 の状態や合併症に よつて異なるので,Hb
値 のみで輸血 の開始 を決定す ることは適切ではない。
急性上部消化管出血 にお いては,ト リガー値 を Hb値 7g/dLあ るい は 9g/dLと した場合 の

,

予後や輸血後副反応 にお いて,前 者 の優位性 が示 され ,輸 血量の減少 をもた らす ことが明
らか となっていることか ら,消 化管出血における急性貧血 にお いて, トリガー値 を Hb値
7g/dLと す ることを強 く推奨す る [lA]り 。また,Hb値 9g/dL以 上では,輸 血 しない ことを

強 く推奨す る [lA]。

3)周 術期 の輸 血
一般的な周術期の輸血適応の原則を以下に示す。

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。慣習 的に行 われてきた術前投与 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。
一般 に貧血 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 ,ま たはそ のおそれがある場合 のみ必要 とされ る。

b)術

中投 与

手術 中の出血に対 して必要 となる輸血について,予 め術前に判断 して準備す る。更に

,

ワル フ ァ リンな どの抗凝固薬 が投与 されてい る場合 な どでは,術 前 の抗凝固・ 抗血小板療
法 につい て,い つの時点で中断す るか,一 時的なヘ パ リン置換な どを行 うかを判断す る こ
とも重要である。
周術期貧血の トリガー値 を Hb値 7〜 8g/dLと す ることを強 く推奨す る [lA]牝 ただ し

,

貧 血状態 の代償機転 における心肺機能 の重要性 に鑑みた場合 ,冠 動脈疾患な どの心疾患あ
るい は肺機能障害や脳循環障害 の ある息者では,Hb値 を 10g/dL程 度 に維持す る ことが 引き
続 き推奨 され るが,今 後 の さらなる研究 と評価 が必要である。
なお ,大 量輸血 (24時 間以内に循環血液量 の 100%以 上の輸血 を行 うこと)時 または
100mL/分 以 上の急速 輸血 をす るよ うな事態 には,血 液希釈 による凝 固因子や血小板数 の低
下 のため,出 血傾 向が起 こる可能性 があるので ,凝 固系や 血小板数 の検査値 お よび臨床的
な出血傾 向を参考に して,新 鮮凍結 血 漿や血小板濃厚液 の投与 も考慮す る。 この間,血 圧 ・
脈拍数 な どのバ イタル サイ ンや尿量・ 心電 図・血算 ,血 液 ガ スな どの所見 を参考に して必
要 な血液成分 を追加す る。

c)心 疾 患 を有す る息者 の手術 に伴 う貧 血
心疾患 ,特 に虚血性心疾患 を有す る患者 の手術 (非 心臓手術 )に お ける貧 血に対 して

,

トリガー値 を Hb値 8〜 103/dLと す る ことを推奨す る [2C]。

d)人 工心肺使用 手術 に よる貧 血
弁置換術や冠動脈 大動脈 バ イパス術 (CorOnary Artcry Bypass Cra■

:CABG)術 後急性期 の

貧 血 に対 して赤血球輸 血 を開始す る Hb値 を 9〜 108/dLと す ることを強 く推奨す る [lB]5ち
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なお ,同 種血の輸 血量が予後 の悪化 と相関す るとの報告 もあ り,過 剰 な同種血輸血は避 け
ることが望ま しい

6)。

e)術 後投与
術後 の 1〜 2日 間 は創部 か らの間質液 の漏出や手術部位 の浮腫 による機能的細胞外液量減
少 ,血 漿透過性克進 による血 清 アルブ ミン濃度低下が起 こることが ある。ただ し,バ イタ
ル サイ ンが安定 している場合は,細 胞外液補充液 の投与以外 に赤血球液 ,等 張 アルブ ミン
製剤や新鮮凍結血漿な どの投与が必 要 となる場合は少 ない。
急激 に貧 血が進行す る術後出血 の場合 ,赤 血球液 の投与は,早 急に外科的止血処置 とと
こそ
もイ
子う。

4)敗

血 症 息者 の貧 血 め

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 [lA]。

4.投 与量
赤血 球液 の投与によつて改善 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 lkgあ た りの循環 血 液 量)× 体重 (k8)/100
例 えば,体 重 50kgの 成人

(循 環血液量 35dL)イ こ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 ッグ中の合有 Hb量 は約 14g/dL× 4dL=約 56gと
なる)輸 血す ることによ り,Hb値 は約 1.6g/dL上 昇す ることに なる。
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 し,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 して評価す るとともに,副 作用 の有無
を観察 して,診 療録 に記載す る。
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6.不 適切 な使用
1)終 末 期 患 者 へ の 投 与
終末期 の息者 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。

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。 なお, 日本赤十宇社 か ら供給 さ
れ る赤血球液 は全て 白血球除去製剤 となつてお り,ベ ッ ドサイ ドでの 白血球 除去フ ィル タ
ーの使用は不要 である。
また,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 ン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 (Ycrsma entcrocolitica),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 lmgで あることから,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。 また,ヘ モグロビン lgは ビリル ビン 40mgに 代謝 され,そ のほ
ば半量は血管外 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するために,原 則 として放射線を照射 (15〜 50Gy)
した赤血球液を使用する り。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 されるようになり,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。なお,採 血後 14日 間保存 した赤血球液の輸
血によつ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
11

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。 また,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 で,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 旧
及困難 ,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 ノ 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 リウム浪度
が上昇す る場合がある。 また,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。 そ のため,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

D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 ング ごとに細心 の注意 を払 つた 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)。 また,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

CⅢ lV抗 体陰性 の妊婦 ,あ

(CMV)抗 体 陰性 赤 血 球 液

るいは極低 出生体重児 に赤血球輸血 を行 う場合には,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 CⅢ IV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。
12

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。
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自己血輸血について

1.自 己血輸血の推進
同種血輸 血の安全性 は飛躍的に向上 したが,病 原体 の伝播・感染や免疫学的な合併症 が
生 じる危険性 を,可 能な限 り回避す ることが求め られ る。輸血 を必要 とした待機的手術症
例 の 80〜 90%は ,2,000mL以 内 の出血量で手術 を終 えてい ることか ら,こ れ らの手術症例
の多 くは,術 前貯血式 ,血 液希釈式 ,術 中・術後回収 式な どの 自己血輸 血 を十分に活用す
る ことによ り,同 種血輸血 を行 うことな く手術 を行 うことが可能 とな ってい る。
したがって,輸 血が必要 と考え られ る待機的手術 の際に,過 誤輸血や細菌感染等院内感
染 の発生に十分注意す る必要があるものの,自 己血 輸血による同種血輸 血 回避 の可能性 を
検討す る こと 適 正使用 を実践す るためにも推奨 され る。
liキ

2.疾 患別 の 自己血輸血の適応
1)整 形外 科 手術

(人 工 膝 関節 置換術 ,人 工股 関節 置換術 ,脊椎 側 弯症 手術 な

ど)
人工関節置換術において,本 邦では貯血式 自己血輸血が推奨 されている [2D]が ,欧 米
では術後回収式 自己血輸血が強く推奨されてきた [lB]。 ただし術式の工夫な ど止血対策
の進歩により,輸 血が不要 となる症例が今後増加する可能性がある 1上

2)婦 人科 手術

(子 宮筋腫 ,子 宮癌 の 手術 な ど)

出血量が多い子宮筋腫手術に対 して,我 が国では術前の 自己血貯血 も多く行われている
が,そ の有用性を示すエ ビデ ンスは乏 しい。術中回収式 自己血輸血は,推 奨 される [2C]。

3)産 科 手術
出血量の多い産科手術において,自 己血輸血 (貯 血式,希 釈式,回 収式)は 同種血輸血
の回避に有効であり,特 に前置胎盤 の症例では自己血貯血の実施率が高い。
妊婦の迷走神経反射発生率は高いことから,1回 あた りの 自己血貯血量は,体 重を考慮 し
ながら200〜 400■ 1と することを強 く推奨する [lB]劾

4)心 臓 血 管 手術

'勤

'0。

(開 心 術 な ど)

開心術などの心臓血管手術において,自 己血輸血

(回 収式,ま たは回収式 と貯血式や希

釈式 との併用)に よる同種血輸血の減少効果は,頻 度は少ないが,輸 血後感染症や不規則
抗体の発症 リスクの減少あるいは回避につながる。
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また回収式を用 い た 自己血輸 血 と同種血輸血 の間で,輸 血後 の臓器障害や炎症な どの副
作用 の頻度 に差は認 め られ ない ことか ら,自 己血輸血

(回 収式あるい は回収式 と貯 血式や

希釈式 との併用)を 行 うことを強 く推奨す る [lA]。

5)外 科 手術

(大 腸切 除や 肝 l税 切 除 な ど)

大腸切除や肝切除な ど,あ る程度出血を伴 う外科手術 において も,自 己血輸血 (貯 血式

,

回収式,希 釈式を含む)に より,同 種血輸血の減量や回避が可能 となることか ら推奨する
[2C]。
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Iv血 小板濃厚液 の適 正使用
1.目 的
血小板浚厚液 (Platclct Conccntratc:PC)の 輸血は,血 小板数 の減少または機能 の異常に
よ り重篤 な出血ない し出血の予測 され る病態に対 して,血 小板成分を補充す ることによ り
上血 を図 り (治 療的投与),ま たは 出血 を防止す ること

(予 防的投与)を

目的 とす る。

2.適応 の現状 と問題点
血小板濃厚液 の多 くが予 防的に投与 されてい る。血小板濃厚液 の供給量は年 々増加傾 向
にあ つたが,こ の数年間は横 ばい状態 とな ってい る。 そ の背景 としては高齢化率 の上昇 に
伴 い,が ん患者 の増加 がみ られ ,強 力な化学療法による治療や外科的処置な どに伴 う使用
も多 くな つた一方 ,出 血の少ない術式や医療 の進歩によ り,使 用量が減少 してきた ことが
挙げ られ る。
なお,血 小板濃厚液 の有効期間は採 血後 4日 間 と短 い ことか ら,常 時必要量 を確保 して
お くことは容易ではない。 また,我 が国では血小板濃厚液 の供給は原則予約制 であ り,遠
隔地等におい ては入手に長時間を要す ることがある。 したがつて,輸 血本来 の在 り方であ
る血小板数 をチ ェ ック してか ら輸血す ることが,実 際上,困 難 な場合がある。特に予防的
投与では,頻 回な輸血が必 要な患者 の負担 も考慮 して,血 小板減少 を予 め見込んで輸血 時
の血 小板数 を必ず しも確認 せ ずに血小板輸血 を行 つているのが現状 である。
なお,頻 回 の輸 血は抗 血小板同種抗体 の産生を促 し,血 小板輸血不能状態 を引き起 こす
おそれ もある ことか ら,血 小板輸血は必要最小限 とす る。

3.使用指針

1光

り'9

血 小板輸血 の適応 は,血 小板数 ,出 血症状 の程度お よび合併症 の有無 によ り決定す る こ
とを基本 とす る。特 に,血 小板数 の減少は重要 ではあるが,そ れ のみか ら安易 に一律 に決
定す べ きではない。出血ない し出血傾 向がみ られ る場合 は,必 要に応 じて凝 固・線溶系 の
検 査な どを行 い,血 小板数 の減少 または機能異常に よるものではない場合 (特 に血管損傷)
には,血 小板輸血 の適応 とはな らない。 なお,本 指針 に示 された血小板数 の設定はあ くま
で も目安であって,全 ての症 例に合致す るもので はない ことに留意す べ きである。
血 小板輸血 を行 う場合 には,事 前 に血小板数 を測定す る。血小板輸血 の適応 を決定す る
に当た って,血 小板数 と出血症状 の大略 の 関係 を理解 してお く必要がある。
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一般 に,血 小板数が 5万 /μ

L以 上では,血 小板減少 による重篤 な出血 を認 めることはな

く, したがつて血小板輸血が必要 となることはない。
血小板数 が 2〜 5万 /μ

Lで は,時 に出血傾 向を認 めることがあ り,上 血 困難 な場合 には血

小板輸 血が必 要 となる。
血小板数 が 1〜 2万 /μ

Lで は,時 に重篤 な出血をみ ることが あ り,血 小板輸血が必要 とな

る場合がある。 血小板数 が 1万 /μ

L未 満 では しば しば重篤 な出血 をみることがあるため

,

血小板輸血 を必要 とす る。
しか し,慢 性 に経過 してい る血小板減少症 (再 生不良性貧血 ,骨 髄異形成症候群 な ど)
で,他 に出血傾 向を来す合併症がな く,血 小板数 が安定 してい る場合 には,血 小板数が 5
千 〜 1万 /μ

Lで あつて も,血 小板輸血な しで重篤 な出血 を来す ことはまれ なことか ら,血 小

板輸 血は極力避 ける。

1)活 動 性 出 血
活動性 出血 時は,止 血処理がないまま血小板輸血だけでは止血できないため,出 血部位
の止血 を最優先 とす る。
血小板減少 による重篤 な活動性 出血 を認 める場合 (特 に網膜 ,中 枢神経系,肺 ,消 化管
な どの出血 )に は,原 疾患 の治療 を十分に行 うとともに,血 小板数 を 5万 /μ L以 上に維持
す るよ うに血小板輸血 を行 うことを推奨す る [2D]。
更に,外 傷性頭蓋内出血の場合 には,血 小板数 10万 /μ L以 上に維持す ることを推奨す る
[2D]。

2)外

科 手 術 の 術 前 状 態 ,侵 襲 的 処 置 の 施 行 前

待機的手術患者 では,術 前あるい は施行前 の血小板数 が 5万 /μ L以 上あれば,通 常は血
小板輸血 を必要 とす る ことはな く,周 術期 につい ては血小板数 5万 /μ

L以 上を維持す るよ

う輸血 を行 うことを推奨す る [2D]。
複雑 な心臓大血管手術 で,長 時間の人 工心肺使用例 ,低 体温体外循環 を用 い た手術 な ど
では,血 小板減少 あるい は機能異常による と考 え られ る止血困難 な出血 (00zingな ど)を み
る ことが ある。このよ うな病態 を呈す る場合 には,血 小板数 が 5万 /μL〜 10万 /μLに なるよ
うに血小板輸 血 を行 う。 また,臨 床的に血小板機能異常が強 く疑われ ,出 血が持続す る場
合 には,血 小板数 を 10万 /μ L以 上にす る ことも考慮 し,血 小板輸血 を行 う。
頭蓋内の手術 のよ うに;局 所 での上血が困難 な特殊 な領域 の手術 では,10万 /μ L以 上で
ある ことが望ま しい。

17

ただ し,脳 脊髄手術や ,CABG,人 工心肺 を併用 した心臓・大血管手術や広範な癒着剥離
を要す る手術 ,出 血傾 向を伴 う慢性腎臓病や肝疾患を有す る場合な ど,出 血 ジス クの高 い
手術で のエ ビデ ンス は限定的である。
中心静脈 カテーテル挿入時 には,血 小板数 2万 /μ L以 上を 目指 して血小板輸血 を行 うこと
を推奨す る [2D]。 また,腰 椎穿刺 にお いて は血小板数 5万 /μ L以 上 とす ることを推奨す る
[2D]。

一方 ,骨 髄穿刺な ど局所 の上血が容易な手技 では,通 常血小板輸血 を予防的に行 う必要
はない。ただ し,抜 歯 において は血小板数 1万 /μ L以 上を 目安 に血小板輸血 を行 つて もよい。
硬膜外腔穿刺 ,消 化器 内視鏡や気管支鏡 による生検 ,肝 臓等 の臓器針 生検 につい ては

,

エ ビデ ンス はほとん どない。
なお, トロンボポエ チン受容体作動薬 の適応がある症例では,血 小板輸血の代替療法 と
しての使 用 を考慮す る。

3)大

量輸血 時

急速失血 により 24時 間以内に循環血液量相 当量,特 に 2倍 量以上 の大量 の輸 血が行われ
ると,血 液 の希釈 によ りoozhgと 呼ばれ る出血傾 向を来す ことがある。 止血 困難 な出血症
状 とともに血小板減少 を認 める場合には,血 小板輸血 の適応 となる。
なお ,産 科危機的出血や外 傷性出血性 シ ョックな どの救急患者 では,凝 固因子 の著 しい
喪失及 び消費 による,止 血 困難が しば しば先行す ることか ら,血 小板濃厚液や新鮮凍結 血
漿 の早期投与による予後 の改善 が期待 され る。

4)播

種 性 血 管 内凝 固 (Disseninated lntravascular Coagulation:DIC)

出血傾 向の強 く現れ る可能性 の ある DIC(基 礎疾患 が 白血病 ,癌,産 科的疾患 ,重 症感染
症 な ど)で ,血 小板数 が急速に 5万 /μ

L未 満 へ と減少 し,出 血症状 を認 める場合 には,血

小板輸 血 を考慮す る。ただ し,DICの 治療 は,原 因 となる疾患や病態の改善を図るとともに
抗凝固療法を適宜併用す る ことが原則 である。
なお ,血 栓 による臓器症状が強 く現れ る DICで は,血 小板輸 血の決定は慎重 に行 う。ま
た,出 血症状 のない慢性 DICに つい ては,血 小板輸血 の適応 はない。

5)血

液疾 患

a)造 血 器腫瘍
原疾患や治療 に伴 う出血の リス クを回避す るために,血 小板輸 血 を予防的に行 うことを
推奨す る [2C]。
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急性 白血病・悪性 リンパ腫 な どの寛解導入療法 にお いて は,急 速 に血小板数 が低下す る
ので,危 険な レベ ル 以下に低下 した場合には,血 小板数 をそれ以上に維持す るよ うに血小
板輸血を行 う。
急性 白血病 (急 性前骨髄球性 白血病 を除 く)に お いては,安 定 した状態

(発 熱や重症感

染症な ど合併 していない,あ るい は急速な血小板数 の低下 がない状態)で あれば,血 小板

L未 満 に低下 した場合 に,血 小板輸血を予 防的 に行 うことを推奨す る [2C]。
ただ し,患者 の状況や医療環境 によつて は,ト リガー値 を血小板数 1〜 2万 /μ 以上に して

数 が 1万 /μ

,

適時適切 に姑応す る。
なお,出 血 リス クの高い急性前骨髄球性 白血病 では,そ の病期や合併症 の有無等に応 じ
て, トリガー値 を血小板数 2〜 5万 /μ とす る。

b)再 生不 良性貧 血・ 骨髄異形成症候群
これ らの疾患 では,血 小板減少 は慢性に経過す る ことが多 く,血 小板数が 5千 /μ

L以 上

あつて,出 血症状 が皮下出血斑程度 の軽微 な場合 には,血 小板輸血の適応 とはな らない。
抗 血小板 同種抗体 の産生を考慮 し,安 易に血小板輸 血 を行わない ことを推奨す る [2D]。
しか し,血 小板数 が 5千 /μ

L前 後 ない しそれ以下に低下す る場合 には,重 篤な出血 をみ

る頻度が高 くなるので,血 小板輸血 を行 うことを推奨す る [2D]c
なお,感 染症 を合併 して血小板数 の減少 をみ る場合 には,出 血傾 向が増強す ることが多
いので,a)の 「造 血器腫瘍」 に準 じて血小板輸 血 を行 う。

c)免 疫性 血小 板減少 症
特発性 血小板減少性紫斑病 (Idiopathic TttonbocytOpenic Pulpura:ITP)イ こ封 しては通 常

,

血小板輸血 を予防的に行わない ことを推奨す る [2C]。

lTPで 外科的処置を行 う場合 には,輸 血 による血小板数 の増加 は期待できない ことが多 く

,

まず ステ ロイ ド剤 あるい は静注用免疫 グ ロブ リン製剤 の事前投与を行 う。 これ らの薬剤 の
効果 が不 十分 であ り,大 量 の 出血が予測 され る場合 には,血 小板輸 血の適応 とな り,通 常
よ り多量 の血小板濃厚液 を要す ることがある。
また,lTPの 母親か ら生まれた新生児で重篤な血小板減少症 をみ る場合 には,交 換輸 血の
ほか,ス テ ロイ ド剤 または静注用免疫 グ ロブ リン製剤 の投与 とともに血小板輸血 を要す る
ことが ある。
なお,慢 性 ITPに お いて は他 の治療 にて十分な効果が得 られない場合 ,忍 容性 に問題 が
あると考え られ る場合 ,ま たは,血 小板数 ,臨 床症状 か らみて出血 リス クが高 い と考え ら
れ る場合 には,適 応 の ある トロンボポエ チ ン受容体作動薬 の使用を考慮す る。
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d)血 栓性 血小板減少性紫斑病

(ThrOmbotic Thrombocytopenic Purpura:TTP)

馴,Pで は,血 小板輸血 によ り症状 の悪化 をみ ることがあるので,血 小板輸血 を予防的に
行 うことは推奨 しない [2C]。 活動性 の出血 や手術 ,外 科的処置時 は禁忌ではないが,安
全性が確認 されていない ため,血 栓症 の発症 ,増 悪 に注意 しなが ら,慎 重かつ最小限に行
うことが望ま しい。

e)血 小板機 能異常症
血小板無力症な どの先天性 血小板機能異常症 ,抗 血小板療法な どによる後天性 血小板機
能異常症 による出血症状 の程度 は,症 例に よつて さま ざまである。 血小板輸血は,抗 血 小
板 同種抗体 を産生す る可能性 もあることか ら,出 血の リス クが高 く,止 血 困難 な部位 へ の
手術や侵襲的処置 を行 う場合 ,重 篤な出血ない し上血 困難 な場合 にのみ適応 となる。

f)ヘ パ リン起 因性 血小板減少症

(Heparin― hduced

Thrombocytopenia:Ⅲ

T)

HTが 強 く疑われ る,ま たは確定診断 された患者 において,明 らかな出血症状がない場合
には,予 防的血小板輸 血は避 けることを推奨す る [2C]。

g)固 形腫瘍 に対す る化 学療法
固形腫瘍 に対 して強力な化学療法 を行 う場合 には,急 速 に血小板数が減少す ることがあ
るので,必 要に応 じて適宜血小板数 を測定す る。
血小板数 が 1万 /μ

L未 満 に減少 し,出 血傾 向を認 める場合 には,血 小板数が 1万 /μ L以

上を維持す るよ うに血小板輸 血 を行 うことを推奨す る [2C]。
化学療法 の 中止後に,血 小板輸血を しな くとも血小板数が 1万 /μ L以 上に増加 した場合
には,回 復期 に入 つたもの と考 え られ ることか ら,そ れ以降 の血 小板輸血は不要である。

h)造 血 幹細胞移植

(自

家 ,同 種 )

造血幹細胞移植後に骨髄機能が回復す るまで の期間は,安 定 した状態

(発 熱や重症感染

症 な どを合併 していない,あ るい は急速な血小板数 の低下がない状態 )で あれば,血 小板
数 が 1万 /μ

L未 満 に低下 した場合 に,血 小板輸血を予防的に行 うことを推奨す る

[2C]。

出血症 状 があれば,追 加 の血 小板輸血 を考慮す る。

6)血

小 板 輸 血 不 応 状 態 (IILA適合 血 小 板 輸 血 の 適 応 )

血小板輸 血後に血小板数が増加 しない状態 を血小板輸血不応状態 とい う。 血小板数 が増
加 しない原因 には,抗 血小板 同種抗体な どの免 疫学的機序に よるもの と,発 熱 ,感 染症

,

DIC,牌 腫大な どの非免疫学的機序によるもの とがある。
免疫学的機序による不応状態 の大部分は抗 HLA同 種抗体によるもので,一 部に血小板特
異抗原 (Human Platelet Antigcll:HPA)1こ 対す る同種抗体が関与す るものが ある。抗 HLA
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抗体 による血小板輸血不応状態では,HLA適 合血小板輸 血 によ り,血 小板数 の増加 をみ る
ことが多い。 一方 ,非 免疫学的機序 による血小板輸 血不応状態 では,原 則 として HLA適 合
血小板濃厚液 を使用 しない。
白血病 ,再 生不良性貧血な どで通常 の血小板輸血 を行 い ,輸 血翌 日の血小板数 の増加 が
み られない場合 には,次 回輸血後 の血小板数 を測定 し,そ の増加 が低値 の場合 (5.効果 の
評価 の項 を参照),抗

HLA抗 体等に よる免疫学的機序 を疑 うことを推奨す る

[2C]心 抗

HLA抗 体が検 出 され る場合 には,HLA適 合血小板濃厚液 の使用 を強 く推奨す る [lC]。
なお,抗 HLA抗 体は経過 中に陰性化 し,通 常の血小板濃厚液 が有効 となることがあるの
で,経 時的に検査す る ことが望まれ る。

HLA適 合血小板濃厚液 の供給 のためには,特 定の ドナー に多大な負担 を課す ことになる
ことか ら,そ の適応 に当た つては,適 切 かつ慎重な判断 が必要である。HLA適 合 血小板濃
厚液 が入手 し得 ない場合や無効 の場合 ,あ るい は非免疫学的機序 による血小板輸血不応状
態にあ り,出 血 を認 める場合 には,通 常の血 小板濃厚液 を輸 血 して経過 を観察す る。

投与量

4。

患者 の血小板数 ,循 環 血液量 ,重 症度な どか ら, 目的 とす る血小板数 の上昇 に必要 とさ
数
れ る投与量を決 める。血小板輸 血 直後 の予測 血小板増力日

(/μ

L)は 以下の計算式に よ り算

出す る。
予測血小板増加数

(/μ

L)

輸 血血小板総数

2
×

循環 血 液 量 (m上 ′
)×

103

卑臓 に捕捉 され るための補 正係数 )
(2/3:輸 血 された血小板 が月

例 えば,体 重 lkgあ た りの循環 血液量を 70mL/kgと した とき,血 小板濃厚液 10単 位

(2.0

×1011個 以上の血 小板 を含有 *)を ,体 重 60kgの 患者 (循 環 血液量 70mL/kg× 60k『 4,200mL)
に輸血す ると,直 後 には輸血 前 の血小板数 より約 32,000/μ

L以 上増加す ることが見込まれ

る。
一般 に,一 回投与量に依存 して輸血 間隔は延長す るので,外 来患者 では過量輸血 に注意
を払 い なが ら,通 常量以上の輸血 も考慮 され る 0。
なお,体 重 25kg以 下の小児では,10単 位 を 3〜 4時 間かけて輸 血す る。
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*

我が国の血小板濃厚液 は,単 一供 血者か ら成分採血装置 を使用 して製造 され てお り,1単 位 は 0.2

x1011個 以上,5単 位 は l x 1011個 以上,10単 位 は 2x1011個 以上,15単 位 は 3x1011個 以上,20
単位 は 4x1011個 以上の血小板 を含 んでいる。

5.効 果 の評価
血小板輸 血 実施後には,そ の効果 について,臨 床症状 の改善 の有無 ,お よび血小板数 の
増加 の程度 を評価す る。
血小板数 の増加 の評価は,血 小板輸血後 10分 か ら 1時 間,翌 朝または 24時 間後 の補 正
血小板増加数 (Corrcctcd Count hcrement i CCI)に よ り行 う。 CCIは 次式 によ り算出す る。

CCI(/μ L)
輸 血血小 板増加数

輸 血血小板総数

(/μ

L)× 体表 面積 (m2)

(× 1011)

通常 の合併症 な どのない場合 には,血 小板輸血後 10分 か ら 1時 間 の CCIは ,少 な くとも
7,500/μ

L以 上である。また,翌 朝または 24時 間後 の CCIは 通常 4,500/μ L以 上である。血

小板輸血後 10分 か ら 1時 間 の CCIが 低値 の場合 は,抗

HLA抗 体 の有無 を調べ ることを推

奨す る [2C]。
引き続 き血小板輸血 を繰 り返 し行 う場合 には,臨 床症状 と血小板数 との評価 に基 づい て
以後 の輸血 計画を立てることとし,漫 然 と継続的に血小板輸血 を行 うべ きではない。

HLA適 合血小板輸血 を用 いた場合は,血 小板輸血後 10分 か ら 1時 間または翌朝 か 24時
間後 CCIを 測定 して,そ の有効性 を評価す ることを強 く推奨す る [lC]。

6.不 適切 な使用
1)終 末期 患者 へ の投 与
終末期患者に対 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。

7.使用 上の注意点
1)使 用 法
血小板浚厚液を投与する場合には,血 小板輸血セ ッ トを使用することが望ましい。赤血
球液や血漿製剤 の投与に使用 した輸血セ ットを引き続き血小板輸血に使用すべ きではない。
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なお,血 小板濃厚液 は全て保 存前 白血球 除去製剤 とな つてお り,ベ ッ ドサイ ドでの白血
球除去 フ ィル ターの使用は不要 である。

2)感 染症 の伝播
血小板濃厚液はその機能 を保つために室温 (20〜 24℃ )で 水平振盪 しながら保存されて
お り,細 菌混入 による致命的な感染症等に留意する必要がある。
輸血の実施前に,バ ング内の血液については,ス ワー リング*の 有無,色 調の変化,凝 集
塊の有無

),バ ッグの

(黄 色ブ ドウ球菌等 の細菌混入に より凝集塊 が発生する場合がある

外観については,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。

*

スワー リング (S前 rlng):血 小板 の入 つたパ ッグを光 にか ざしてゆっ くりと攪拌す ることで,円 盤状

の血小板 が光を一様 に屈折 し,渦 巻 き状 のパ ター ンがみ られ る現象 の こと。静置保存 による p■ の低下や低
温保存 ,細 菌汚染等 によ り血小板 の形態が変化 し,ス ワー リングが弱 くなることがある。

3)輸 血 後移植 片対宿 主病
輸血後移植片対宿主病

(PT―

(PT― GⅧ

D)の 予 防対策

GVHD)の 発症を防止するため,原 則 として放射線 を照射

(15

〜50Gy)し た血小板濃厚液を使用する。

4)輸 血 関連循 環 過負 荷 (Transfusion■ ssociated

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で,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 血前の息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。

5)サ イ トメガ ロ ウイ ル ス (CMV)抗 体 陰性 血小 板 濃厚 液
CMV抗 体陰性の妊婦,あ るいは極低出生体重児に血小板輸血を行 う場合には,CMV抗
体陰性 の血小板濃厚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 CWⅣ 抗体陰性 の場合にも,CMV抗 体陰性の
血小板濃厚液を使用す 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。

6)HLA適 合 血 小板 濃 厚液
血小板輸血不応状態に対 して有効な場合が多く,ABO同 型 の血小板濃厚液を使用するこ
とが望ましい。なお,血 小板輸血不応状態には,血 小板特異抗原に対する同種抗体 による
ものもある。
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7)ABO血 液 型 eD(Rho)型 と交 差 適 合 試 験
原則 として,ABO血 液型 の 同型 の血小板濃厚液 を使用す る。現在供給 されてい る血小板
濃厚液は赤血球をほ とん ど含 まないので,交 差適合試験 を省略 してもよい。
患者が D(Rho)陰 性 の場合 には,D(Rho)陰 性 の血小板濃厚液 を使用す ることが望ま
しく,特 に妊娠可能な女性では推 奨 され る。 しか し,緊 急 の場合 には,D(Rho)陽 性 の血
小板濃厚液 を使用 して もよい。また,D(Rho)陽 性患者 に D(Rho)陰 性 の血 小板濃厚液
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。
通常の血小板輸血 の効果 がな く,抗

HLA抗 体が認 め られ る場合 には,HLA適 合血小板濃

厚液 を使用す る。

8)ABO血 液 型 が 不 一 致 の 輸 血
ABO血 液型 が一致す る血小板濃厚液 が入手困難な場合は,ABO血 液型 が不一致 の血小板
濃厚液 の使用 も可能だが,な るべ く適合す る血小板濃厚液 を使用す る。 この場合 ,血 小板
濃厚液 中の抗 A,抗

B抗 体による溶血の可能性 に注意す る。また,患 者 の抗 A,抗 B抗 体

価 がきわめて高い場合 ,ABO血 液型が不 一致 の血小板輸血では,十 分な輸血効果 が期待 で
きないこ とがある。
なお,や むを得ず ABO血 液型不適合 の血小板濃厚液 を輸 血す る場合 ,輸 血 しよ うとす る
製剤 の抗体価 が 128倍 以上の場合 ,ま たは息者 が低年齢 の小児 の場合 には,可 能な限 り洗
浄血 小板 を考慮す ることが望ま しい 動。

9)洗

̀置 換 血 小 板 の 適 応 お よび そ の 調 製
以下 の 1〜 3の 状態 にある患者 に対 し,血 小板濃厚液 の輸 血による副作用 を防止す る目的
浄

で,血 小板 を洗浄 した後 ,息 者 に投与す る ことが望ま しい。

1.ア ナフィラキシー シ ョンク等 の重篤 な副作用が 1度 で も観察 された場合
2.種 々の薬剤 の前投与 の処置等で予防できない,華麻疹 ,発 熱 ,呼 吸困難 ,血 圧低下等
の副作用 が 2回 以上観察 された場合

3.そ の他上記 8)の 場合
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V

新鮮凍結血漿 の適正使用

1.目 的
新鮮凍結 血漿

(Fresh FЮ zen

Plasma:FFP)の 投与は,血 漿因子 の欠 乏による病態 の改善

を 目的に行 う。特に,凝 固因子 を補充す ることによ り,上 血の促進効果 (治 療的投与)を
もた らす ことにある。

2.適応 の現状 と問題点
血 漿分画製剤 と比べ て,新 鮮凍結 血 漿は,感 染性 の病原体に対す る不活化処理がな され
ていないため,輸 血感染症 を伝播す る危険性 を有 していること,お よび血漿 タ ンパ ク濃度
は血液保 存液 によ り希釈 されてい ることに留意す る必要がある。 なお, 日本赤十宇社 の血
液 セ ンター では新鮮凍結血 漿 の貯留保管を行 ってお り,平 成 17(2005)年 7月 か らは,6
カ月間の貯留保管 を行 つた後 に,製 剤 として供給 されてい る。
従来,新 鮮凍結 血 漿は単独 で,あ るい は赤血球液 との併用 によ り,循 環血 漿量 の補充 に
用 い られてきた。 しか しなが ら,こ のよ うな 目的 のためには,よ り安全な細胞外液補充液
(乳 酸 リングル液 ,酢 酸 リングル液な ど)や 人 工膠質液

(HES,デ キス トランな ど),あ る

い は等張アルブ ミン製剤 を用 い ることが推 奨 され る。 このよ うな背景 か ら,本 指針 におい
ては,新 鮮凍結血 漿 の適応 は,ご く一部 の例外
溶 血性尿毒症症候群

(血 栓性 血小板減少性紫斑病

(冨 P)お よび

(HUS)等 )を 除いて,複 合的な凝固因子 の補充に限 られ ることを明

記 した。
※

血 漿分画製剤 の国内 自給推進

血漿分画製剤 の国内 自給 を推進 ・維持す るためには,限 りある資源 である原料血 漿
を安定的 に確保す る必要があ り,新 鮮凍結 血漿 の適 正使用 を積極的に推進す ることが
きわめて重要である。

3.使用指針 0
欠乏 している複数 の凝固因子 の同時補充による治療的投与 を主 目的 とす る。観血的処置
時 を含 めて,新 鮮凍結 血漿 の予防的投与 の効果 は明 らかではない め'批
本来 ,新 鮮凍結血 漿 の投与量や投与間隔は,止 血に必 要な各凝 固因子 の活性値 ,生 体内
での半減期や回収率な どを考慮 して決定 され るが,複 数 の凝 固因子 の 同時補充 (複 合型疑
回障害 の項 を参照)で ある ことか ら,現 実的でない。
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特定 の凝 固因子 の補充を 目的 とした新鮮凍結血漿 の投与は,他 に安全で効果的な血漿分
画製剤 あるい は代替医薬品

(リ

コンビナン ト製剤 な ど)が ない場合 にのみ,適 応 となる。

投与に当た つて は,投 与前にプ ロ トロンビン時間

(PT),活 性化部分 トロンボプラスチ

ン時間 (APTT)を 測定 し,DIC,大 手術 ,大 量出血・ 輸血の場合 ではフィブ ジノゲ ン値 も
測定す る。治療効果 の判定は臨床所見 と疑固活性 の検 査結果 を総合的に勘案 して行 う。
なお,凝 固因子 の補充 に際 して,そ の トリガー となる検査値 を参考までに以下に示す が
。
臨床的有効性 を示すエ ビデ ンスが,一 部 で確認 されて いる 。

,

<PI>(1)INR 2.0以 上 ,ま た は

(五

)30%以

下

<AP削>(1)各 医療機関における基準の上限の 2倍 以上,ま たは

(五

)25%以 下

<フ ィブ リノグ ン値>150mg/dL以 下,ま たはこれ以下に進展する危険性 がある場合

※

出血 に対す る輸血療法 について

・ 止血機構
生体 の止血機構は,以 下の 4つ の要素 か ら成 り立 ってお り,そ れ らが順次作動 して止
血が完了す る。 これ らのいずれ かの異常に よ り病的な出血が起 こる。輸血用 血液製剤
による補充療法 の対象 となるのは血小板 と凝固因子 である。

a.血 管壁 :収 縮能

b,血 小板 :血 小板血栓形成

(一 次止血

),す なわち血小板 の粘着 。凝集能

c.凝 固因子 :凝 固系の活性化 , トロンビンの生成 ,次 いで最終的なフィブ リン血
栓形成

(二 次止血)

d.線 溶因子 :プ ラス ミンによる血栓 の溶解

(線 維素溶解 )能

・ 基本的な考 え方
血 小板や凝固因子な どの止血 因子 の不足に起因 した,出 血傾 向に対す る治療的投与が

,

新鮮凍結 血漿 の適応 と考 え られ る。
一方 ,出 血の危険性 は血小板数 ,出 血 時間,PT,A田昭,フ ィブ リノゲ ンな どの検査
値 か らは必ず しも予測 できない。特 に出血時間は検査 自体 の感度 と特 異性 が低 く,術
前 の上血機能検査 としては適 当ではない ことか ら,本 検査 を術前に必ず行 う必要はな
い。 む しろ,出 血の既往 歴 ,服 用 してい る薬剤 な どの問診 を行 い,止 血 異常を来す先
天性 ・ 後天性疾患 が存在 しないか等 ,正 確 な病態 の把握 が重要である。
止血機能検査 で軽度 の異常 がある息者

(軽 度 の血小板減少症 ,肝 障害に よる凝 固異常

な ど)で 局所的な出血 を起 こした場合 に,新 鮮凍結 血 漿を第 1選 択 とす る ことは誤 り
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であ り,ま ずは十分な局所的止血処置 を考 える。 また,新 鮮凍結血 漿 の投与に代 わ る
治療方法 を常に考慮す る。

1)凝

固 因子 の 補 充

a)複 合型凝 固障害
i.肝 障害
肝障害に よ り複数 の凝固因子活性 が低下 し,出 血傾 向の ある場合 に推奨す る [2C]。
新鮮凍結血漿 の治療効果 は PTや APttTな どの凝固検査を行 い なが ら評価す るが,検 査値
の正 常化 を 目標 とす るので はな く症状 の改善に より判定す る。 ただ し,重 症肝障害におけ
る止血 系 の異常は,凝 固因子 の産生低下ばか りではな く,血 小板数 の減少や抗凝固因子

,

線溶因子 ,抗 線溶 因子 の産生低下,網 内系 の機能 の低下な ども原因 とな り得 ることに留意
す る。
また,急性肝不全 において は, しば しば消費性凝固障害 によ り新鮮凍結血漿 の必 要投与
量が増加す る。容量 の過負荷が懸念 され る場合 には,血 漿交換療法

(循 環血漿量 の 1〜 1.5

倍/回 )を 併用す る。
重篤な凝 固障害 を呈 してい る場合 を除いて,大 量の輸血 を要 しない外 傷患者や手術患者
にお いて,新 鮮凍結血 漿 の予防的投与は推奨 しない [2B]。 なお ,手 術以外 の観 血 的処置
における重大な出血の発生は,凝 固障害 よ りも手技が主な原因 と考 えられてい ることに留
意す る。
五.L‐ アスパ ラギナーゼ投与関連
肝臓 での産生低下に よるフ ィブ リノゲ ンな どの凝 固因子 の減少 によ り,出 血傾 向をみ る
ことが あるが,ア ンチ トロンビンな どの抗凝 固因子や線溶因子 の産生低 下をも来す ことか
ら,血 栓症 をみる場合 もある。 これ らの諸因子 を同時に補給す るためには新鮮凍結 血漿 を
用 い る。
アンチ トロンビンの補充 を必要 とす る場合は,ア ンチ トロンビン製剤 を併用す る。
止血 系 の異常 の程度 と出現 した時期 によ り,L― ア スパ ラギナーゼの投与計画 の 中止 ,ま た
は変更を検討す る。
耐.播 種性 血 管内凝 固 (DIC)

DICの 治療 の基本 は,原 因の除去 (基 礎疾患 の治療)と ヘパ リン,ア ンチ トロンビン製剤

,

タンパ ク分解酵素阻害薬 な どによる抗凝 固療法 である。新鮮凍結 血 漿 の投与は,こ れ らの
処置 を前提 として行われ るべ きである。 しか し,出 血症状 が前面に現れ る産科的 DICに お
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いては,新 鮮凍結血漿の投与が最優先で行われ る
に不足 した生理的凝固・線溶阻害因子

(ア

5ち

新鮮凍結血漿投与は,凝 固因子 ととも

ンチ トロンビン,プ ロテイ ン C,プ ロテイ ン S,

プラス ミンイ ンヒビターなど)の 同時補給 を目的とする。
なお,特 にアンチ トロンビン活性が低下 し,補 充す る必要がある場合は,新 鮮凍結血漿
よりも安全,か つ効果的なアンチ トロンビン製剤の使用を常に考慮する。
市。 大量輸 血時
通常,大 量輸血時に希釈性凝固障害に よる止血 困難 が起 こることがあ り,そ の場合 ,新
鮮凍結 血漿 の使用 を推奨す る [2C]。
患者 の生命予後 を考慮 した新鮮凍結血漿投与量は 10〜 15mL/kg,ま たは新鮮凍結 血漿/赤
血球液 の比率 (単位 あた り)を 1/1〜 2.5で 行 うことを推奨す る [2C]。
なお,産 科危機的出血や外傷性 出血性 シ ョックな どの救急患者では,凝 固因子 の著 しい
喪失 ,及 び消費による止血 困難 が しば しば先行す る ことか ら,新 鮮凍結 血漿 の早期投与に
よ り,予 後 の改善 が期待 できる

6)。

ただ し,新 鮮凍結 血 漿/赤 血球液 の比 率 (単 位 あた り)

を 1以 上/1で 投与す る場合は,輸 血 関連循乗過負荷

(TACO)に 留意す ること。

b)濃 縮製剤 の ない凝 固因子欠 乏症
血液凝 固因子欠 乏症 にはそれぞれ の濃縮製剤 を用 い ることが原則 であるが,血 液凝固第

V,第 涎 因子欠 乏症 に対す る濃縮製剤 は現在 の ところ供給 されてい ない。 したが つて,こ
れ らの両因子 のいずれ かの欠乏症 ,ま たは これ らを含む複数 の凝固因子欠乏症 では,出 血
症状 を示 してい るか,観 血 的処置 を行 う際に,新 鮮凍結 血 漿 が適応 となる。

c)ク マ ツン系薬剤

)効 果 の緊急補 正
クマ リン系薬剤 は,肝 での第 Ⅱ,Ⅶ ,Ⅸ ,X因 子の合成に必須な ビタミン K依 存性酵素
(フ ル フ ァリンな ど

反応 の阻害剤である。 これ らの凝固因子の欠乏状態における出血傾向は,ビ タミン Kの 補
給 により通常 1時 間以内に改善が認められるよ うになる。
なお,よ り緊急 な対応のためには,プ ロ トロンビン複合体製剤 を使用する。 プロ トロン
ビン複合体製剤 を直ちに使用できない場合 には,新 鮮凍結血漿が使用 されるが,そ の効果
の有効性 は示 されていない。

2)血 漿 因子 の補 充 :血 栓 性 血 小 板減 少性 紫 斑 病 (HP)お よび 溶 血 性 尿 毒症
症候群 (HUS)
田「Pに おいては,血 管内皮細胞 で産生 される分子量の著 しく大きいフォン・ ブィルブラ

vWFM)が ,微 小循環で血小板血栓 を生 じさせ,本 症を発症する
と考 えられてい る。通常,UL― vWFMは 同細胞から血 中に放出 される際に,肝 臓 で産生され

ン ド因子マルチマー

(UL―
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る vWF特 異的メタ ロプ ロテアーゼ

l月

町
名 ADAMTS13)に よ り,本 来 の上血に必 要なサイ ズ

に分解 され る。 しか し,後 天性 TTPで は この酵素に対す る自己抗体

(イ

ンヒビター)が 発

生 し,そ の活性 が著 しく低下す る。
したがって,本 症に対す る新鮮凍結血漿 を置換液 とした血漿交換療法

(循 環血漿量 の

1

〜 1.5倍/回 )を 行 うことを強 く推奨す る [lB]。
そ の有効性 を示すエ ビデ ンス は,(1)同 イ ンヒビターの除去 ,(2)同 酵素 の補給 ,(3)
UL―

vWFMの 除去,(4)止 血に必要な正常サイ ズ vWFの 補給 ,の 4点 に集約 され る。

先天性 TPは ,ADAMTS13酵 素活性 の欠損に基 づ くので,新 鮮凍結 血 漿 の単独投与 で十
分な効果 がある。
一方 ,腸 管出血性大腸菌 O‑157:H7感 染に代表 され る後天性 HUSで は,そ の多 くが

ADAMTS13酵 素活性に異常 を認 めないため,新 鮮凍結血漿 を用 いた血漿交換療法 は,必 ず
しも有効ではない。

4.投 与量
生理的な止血効果 を期待す るために必要な最少 の凝固因子活性量 を,正 常 の 20〜 30%程
度 とす る。疑固時間の延長 は,PT,AP冨 の数値 に反映 され るが,各 凝固因子 の活性低下の
程度は さま ざまである。
循環 血漿 量は循環血液量 ×(1‑Hy100)で 計算 され ることか ら,体 重 lkgあ た りの循環血液
量を 70mL/kg,Ht値

430/。

とした とき,体 重 lkgあ た りの循環血 漿量は 701■ L/kg× (1」 3/100)=

約 40mL/kgと なる。
患者 の凝 固因子活性 量を約 20〜 30%上 昇 させ る際 ,補 充 された凝 固因子 の血 中回収率 を
仮 に 100%*と すれば,患 者 の体重 lkgあ た り約 8〜 12mL/kg(40mL/kgの 20〜 30%)の 血漿
が必要である。

*血 中回収率は凝固因子により異なる。

例 えば,体 重 50kgの 患者 の場合 ,血 中回収率

1000/。

の凝固因子 の活性量 を約 20〜 300/0上

昇 させ るの に必要な血漿量は,約 400〜 600mLと なる。
実際 の臨床 では,患 者 の体重や Ht値 ,残 存 してい る凝固因子 の活性量 ,あ るい は消費性
凝 固障害 の有無な どを考慮 して,投 与量や投与間隔を決定す る。
なお,個 々の凝 固因子欠 乏症 における治療的投与 の場合 は,そ れぞれ の凝固因子 の安全
な治療域 を勘案 して,投 与量や投与間隔を決定す る。
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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 どに資す るため

,

新鮮凍結 血漿 の投与前 には,そ の必 要性 を明確 に把握 し,必 要 とされ る投与量 を算出す る。
投与後 には投与前後 の検 査デー タのみな らず ,臨 床所見 の改善 の程度 を比較 して評価 し
,

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)循 環 血 漿 量減 少 の 改善 と補 充
循環血漿量の減少 している病態には,人 工膠質液あるいは等張アルブミン製剤が適応 と
なる。

2)タ

ンパ ク質 源 として の栄養補 給

'

輸血により補充 された血漿タンパ ク質 (主 成分はアルブミン)は アミノ酸にまで緩徐に
分解 され,そ の多 くは熱源 として消費 されるため,患 者のタンパ ク質源 とはならない。 こ
の 目的のためには,経 静脈栄養法や経腸栄養法が適応である

(Ⅵ

アルブミン製剤の適正使

用も参照)。

3)創 傷 治癒 の促 進
創傷の治癒 に関与する血漿タンパ ク質 としては,急 性反応期タンパ ク質であるフィブ ジ
ノゲン,第 XⅢ 因子,フ ィブ ロネクチ ン,フ ォン・ ヴィルブラン ド因子な どが考えられて
い る。 しかしながら,新 鮮凍結血漿の投与により,こ れ らを補給 しても,創 傷治癒が促進
されるとい うエビデ ンスはない。

4)終 末期 患者 へ の投 与
終末期患者 に対 しては,息 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。

5)予

防 的投 与

大量 の輸 血 を要 しない手術や外傷 の場合 ,慢 性肝疾患 ,月 千硬変 ,慢 性肝炎等
症熱傷における感染予防

[2B],急 性膵炎

[2B],重

[2C]イ こ対 しての新鮮凍結 血 漿 の予防的投与は

推奨 しない。
新鮮凍結 血 漿 の投与 が輸 血 関連急性肺障害 (Transttsion― Relatcd Acute Lung ttury:TRALI)
とい う重大な結果 をもた らす可能性 につい て も,留 意すべ きである。
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6)そ の他
重症感染症の治療,人 工心肺使用時の出血予防なども新鮮凍結血漿投与の適応 とはなら
ない。

7.使用上の注意点
1)使 用 法
新鮮凍結 血漿 を輸血す る場合 には,ろ 過装置 を具備 した輸 血用器具 (輸 血セ ッ ト)を 使
用す る。使用時には 30〜37℃ の恒温槽 中で融解 し,融解後 3時 間以内 に必要量を輸 血す る。
なお,製 剤 ラベルの剥脱 を避 けるとともに,バ ッグ破損 による細菌汚染 を起 こす可能性
を考慮 して,必 ず ビニール袋 に入れ る。

2)感

染 症 の伝 播

新鮮凍結 血 漿はアルブ ミンな どの血 漿分画製剤 とは異な り,ウ イルスの不活化 が行われ
ていないため,血 液 を介 した ウイルス感染症 の伝播 を起 こす危険性 がある。
輸血 実施前 にバ ング内の血液 について色調 の変化 ,疑 血塊の有無 ,あ るい はバ ングの破
損や開封 による閉鎖系 の破綻等 の異常 がないことを,肉 限で確認す る。

3)ク

エ ン 酸 中毒 (低 カル シ ウ ム 血 症 )

大量投与によ リカル シ ウムイオ ンの低下に よる症 状

(手 指 の しびれ ,W匠 気 な ど)を 認 め

ることがあ り,必 要な場合 にはグル コン酸カル シ ウム等 カル シ ウム含有製剤 を,輸 血実施
静脈 とは異なる静脈か らゆつ くり静注す る。

4)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 どが原因で,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。

5)ナ

トリ ウ ム の 負 荷

全血採血由来製剤 は血液保 存液 として CPD液 を用 いてい る。負荷 され るナ トリウム量は

,

400ni全 血採 血 由来製剤

(容 量約

240mL)で は約 9g(38mEq)で ある。
0。

一方 ,成 分採 血 由来製剤 は血液保 存液 として ACD― A液 を用 いてい る。負荷 され るナ トリ
ウム量は,成 分採 血 由来製剤

(容 量 480mL)で

は約 1.6g(71mEq)で ある。

全血採血 由来製剤 と成分採血 由来製剤 のナ トリウム濃度 の差は CPD液 と ACD― A液 に含
まれ るナ トリウム量 の違 い による。
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6)非 溶 血 性 副作用
時に発熱反応,ア レルギーあるいはアナフィラキシー反応 を起 こす ことがある。

7)ABO血 液 型 ・ D(Rho)型 不 適 合 輸 血
ABO同 型 の新鮮凍結血漿 が入手困難 な場合 には,原 則 として AB型 を使用す る。やむを
得ず ABO血 液型不適合 の新鮮凍結 血漿 を使用 した場合 ,新 鮮凍結血 漿中の抗 A,抗 B抗 体
によつて溶 血が起 こる可能性 があるため,留 意 が必要である。
なお ,D(Rho)陽 性患者 に D(Rho)陰 性 血 漿成分製剤 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。
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VIア ル ブ ミン製剤 の適正使用
1.目 的
アルブ ミン製剤 を投与す る 目的は,血 漿膠質浸透圧 を維持す ることによ り,循 環 血漿量
を確保す ることにある。

2.適応 の現状 と問題点
アルブ ミン製剤

(人 血 清 アルブ ミンお よび加熱人血漿たん 白)が ,低 栄養状態 へ の栄養

素 としての タンパ ク質源 の補給 にい まだに用 い られてい る。 しか しなが ら投与 されたアル
ブ ミンは体内で代謝 され ,多 くは熱源 とな り,タ ンパ ク質合成 にはほ とん ど資 さないので

,

タンパ ク質源 の補給 とい う目的は達成 し得 ない ばか りか,ア ルブ ミン製剤 の投与によつて

,

生体内でのアルブ ミン合成 を低下 させ るおそれがある。
なお近年 の研究によ り,周 術期 にお いて,ア ルブ ミン合成 が健 常状態 よ りも売進 してい
ること,ま たア ミノ酸 を含む適切 な栄養管理により,生 体内のアルブ ミン合成 が促 され る
ことがわか って きてい る 1上 したがって,タ ンパ ク質源 の補給 のためには,経 静脈栄養法や
経腸栄養法 による栄養状態 の改善 が優先 され るべ きである。
循環血漿量確保 の 目的では,ア ルブ ミン製剤以外 に,細 胞外液補充液や人 工膠質液

(ヒ

ドロキシエ チルデ ンプン (HES)製 剤 ,デ キス トラン製剤 )が あるが,こ れ らの製剤 よ りも
アルブ ミン製剤 が有利 であるとす るエ ビデ ンス は乏 しく,病 態 に応 じて使い分 ける必要が
ある。
また,低 アルブ ミン血症 は認 め られ るものの,そ れに基づ く臨床症状 を伴 わないか,軽
微 な場合 にも検査値 の補 正のみ の 目的で,ア ルブ ミン製剤 が用 い られてい るが,そ のエ ビ
デ ンスは明示 されていない。
※

アルブ ミン製剤 の 自給推進

我 が国 のアルブ ミン製剤 の使用量は,原 料血 漿換算 で,過 去の最大使用 量 の 384万 L
(1985年 )か ら 125万

L(2015年 )へ と約 67%急 減 した ものの,国 内 自給率は 56.40/0

(2015年 )で ある。

3.使 用指針
低 アル ブ ミン血症の原因は,出 血 ,毛 細血管 の浸透性 の増加 ,腎 臓 か らの排泄過剰な ど
による喪失 ,代 謝 の売進 ,肝 臓 の合成低下,術 中輸液 による希釈 な どである。
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アルブ ミン製剤 は急性 の低 タ ンパ ク血症 に基づ く病態 ,ま たは他 の治療法 では管理が困
難な慢性低 タ ンパ ク血症による病態を一 時的に改善 させ る目的で用 い られ る。 つ ま り膠質
浸透圧 の改善 ,循 環血 漿量 の是正が主な適応であ り,通 常前者 には高張 アルブ ミン製剤
膠質浸透圧 アルブ ミン製剤 ),後 者 には等張アルブ ミン製剤

(高

(等 膠質浸透圧 アルブ ミン製

剤 )あ るい は加熱人血漿たん 白を用 い る。
これまでの指針 に引き続 き,急性および慢性低 タンパ ク血症 へ の トリガー値 を,そ れぞ
れ血清 アルブ ミン値 3.Og/お よび 2.5g/dLと す るが,ア ルブ ミン製剤投 与 の明確 な トリガー値
を示 したエ ビデ ンス は乏 しい。
また,低 アルブ ミン血症 の評価 には血清アルブ ミン値 の測定 が不可欠である ことか ら
,

従来 の基準値 を引き続 き参考値 として示 してい る。

1)出 血 性 シ ョ ッ ク
出血性 シ ョックに陥 った場合 には,循 環 血液量 の 30%以 上が喪失 した と考 え られ る。そ
のよ うな 30%以 上の 出血 をみ る場合には,初 期治療 としては,細 胞外液補充液 (乳 酸 リン
グル液 ,酢 酸 リングル液な ど)の 投与 が第一選択 とな り,人 工膠質液 の併用 も推奨 され る
レブ ミン製剤 の投与は必要 としない。
が,原 則 としてアア
循環血液量 の 50%以 上の多量 の出血が疑われ る場合や血清 アルブ ミン濃度が 3.Og/dL未
満 の場合 には,等 張 アルブ ミン製剤 の併用 を考慮す る。
循環 血漿量 の補充量は,バ イ タル サイ ン,尿 量,中 心静脈圧や肺動脈楔入圧 ,血 清 アル
ブ ミン濃度 ,更 に可能であれば膠質浸透圧 を参考 に して判断す る。
なお ,出 血 によ り不足 したそのほかの血液成分 の補充について は,各 成分製剤 の使用指
針 により対処す る。

2)敗 血 症
敗血症や敗血症性 ショックに伴 う急性低タンパ ク血症において,息 者 の生命予後の改善
に関しては,細 胞外液補充液 と比較 して,ア ルブミン製剤 の優位性を示すエ ビデ ンスに乏
しヤヽ
。
したが って ,こ の よ うな患者 の初期治療 には細胞 外液補 充液 を第 一 選択薬 とす るこ とを
強 く推奨す る [lB]め 。 なお ,大 量 の 品質液 を必要 とす る場合 な どは ,細 胞外液補充液 とし
て ,ア ル ブ ミン製剤 の投与 を考慮 して もよい。

3)人 工心肺 を使用 す る心l磯 手術
通常,心 臓手術時の人工心肺の充填には,主 として細胞外液補充液が使用される。
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人 工心肺実施 中の血液希釈 で起 こった低 アルブ ミン血症は,血 清 アルブ ミンの喪失 によ
るもので はな く一時的なもので あ り,利 尿 によ り術後数時間で回復す る ことか ら,ア ルブ
ミン製剤 に よる補正 を推奨 しない [2D]。
ただ し,術 前に低 アルブ ミン血症が存在す る心臓手術患者 にお いて,ア ルブ ミン製剤 の
投与 が術後腎機能障害 の発 生 を低下 させ る,と のエ ビデ ンスが報告 されてい る。
術前 よ り血清 アルブ ミン濃度または膠質浸透圧 の高度な低下 がある場合 ,あ るい は体重
10kg未 満 の小児 の場合な どには,等 張 アルブ ミン製剤 が用 い られ ることがある。

4)肝

硬 変 に 伴 う難 治 性 腹 水 に対 す る 治 療

肝硬変 な どの慢性の病態 による低 アルブ ミン血症は,そ れ 自体ではアルブ ミン製剤 の適
応 とはな らない。肝硬変 ではアルブ ミンの生成 が低下 しているものの,生 体内半減期は代
償的に延長 していること,ま た,ア ルブ ミンの投与によつて,か えつてアルブ ミンの合成
が抑制 され分解 が促進 され ること,が その理 由である。
しか しなが ら,非 代償性肝硬変 に伴 う難治性腹水 に対す る治療 にお いて,以 下の 4つ に
関 しては,高 張 アルブ ミン製剤 の使用 を強 く推奨す る。①利尿薬 による腹水消失 を促進 し
て,腹 水 の再発 を抑制す るとともに患者 の生命予後 も改善す る [lB]。 ②大量 (4L以 上)
の腹水穿刺に よる循環不全 を予防す るとともに患者 の生命予後 も改善す る [lA]。 ③特発
性細菌性腹膜炎 を合併 した息者 の循環不全 を改 善 して,肝 腎症候群 の発症 を抑制す る [lA]。
④肝腎症候群 に対 して,強 心薬 との併用 で腎機能 を改善す るとともに,肝 臓移植前に使用
す る ことで,移植後 の予後 を改善す る [lA]。

5)難

治 性 の 浮 腫 ,肺 水 腫 を 伴 うネ フ ロー ゼ 症 候 群

ネ フ ローゼ症候群 な どの慢性 の病態は,通 常 アルブ ミン製剤 の適応 とはな らない。む し
ろ,ア ルブ ミンを投与す る ことによってステ ロイ ドな どの治療 に抵抗性 となることが知 ら
れてい る。
ただ し,急 性 かつ重症 の末梢性浮腫 ,あ るい は肺水腫 に対 しては,利 尿薬 に加 えて,緊
急避難的に高張アルブ ミン製剤 を使用す ることを推奨す る [2D]。

6)循

乗 動 態 が 不 安 定 な 体 外 循 環 実施 時

血液透析等 の体外循環実施時において,特 に糖尿病 を合併 してい る場合や術後な どで低
アルブ ミン血 症 の ある場合 には,循 環動態 が不安定 とな り,低 血圧や シ ョックを起 こす こ
とがあるため,循 環血 漿量を増加 させ る目的で等張アルブ ミン製剤 の予防的投与を行 うこ
とがある。
ただ し通常は,細 胞外液補充液 を第 一選択 とす る ことを推奨す る [2C]。
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7)凝

固 因 子 の 補 充 を必 要 と しな い 治 療 的 血 漿 交 換 療 法

治療的血漿交換療法 には,現 在 さまざまな方法がある。有害物質 が同定 されていて,選
択的または準選択的有害物質除去の方法が確立 されている場合 には,そ の方法 を優先す る。
それ以外 の非選択的有害物質除去や ,有 用物質補充 の方法 として,血 漿交換療法 がある。
ギラン・バ レー症候群 ,慢 性炎症性脱髄性多発 (根 )神 経炎 ,急 性重症筋無力症 な ど凝
固因子 の補充 を必要 としない症例では,置 換液 として等張アルブ ミン製剤 を使用す ること
を強 く推奨す る [lA]。 アルブ ミン製剤 の使用は,感 染症な どの輸血副作用 の危険 がほ と
ん どな く,新 鮮凍結血 漿 の輸血 と比較 して より安全である。
膠質浸透圧 を保 つ ためには,通 常 は,等 張 アルブ ミン若 しくは高張アルブ ミンを電解質
液 に希釈 して置換液 として用 い る。血 中アルブ ミン濃度 が低 い場合 には,等 張 アルブ ミン
による置換 は,肺 水腫等 を生 じる可能性 があるので,置 換液 のアルブ ミン濃度 を調節す る
等 の注意が必要 である。
加熱人血漿た ん 白は,ま れに血圧 低下を来す ので,原 則 として使用 しない。や む を得ず
使用す る場合 は,特 に血圧 の変動 に留意す る。 1回 の交換量は,循 環血 漿量 の等量ない し
1.5倍 量を基準 とす る。開始時は,置 換液 として人工膠質液 を使用す ることも可能な場合 が

多 い。

(血 漿交換 の置換液 として新鮮凍結血 漿 が用 い られ る場合 については,新 鮮凍結血

漿 の項 を参照す る こと)

8)重

症熱 傷

重症熱傷症例 では,急 性期 の輸液 にお いて,生 命予後や多臓器障害 な どの合併症 に対す
るアルブ ミン製剤 を含む コロイ ド輸液 の優越性 は,細 胞外液補充液 と比較 して,明 らかで
はない

3)。

総輸液量 の減少 ,一 時的な膠質浸透圧 の維持 ,腹 腔 内圧 の上昇抑制 を 目的 とす る場合は
等張 アルブ ミン製剤 の投与 を推奨す る [2B]°

9)低

タ ン パ ク血 症 に起 因 す る肺 水 腫 あ る い は著 明 な浮 腫 が 認 め られ る場 合

肺水腫 あるい は著明 な浮腫がみ られた場合 には,ま ずは減 塩 ・水分制限 とル ープ利尿薬
で治療す る。
術前 ,術 後 ,あ るいは経 日摂取不能 な重症 の下痢な どによる低 タ ンパ ク血症が存在 し
,

治療抵抗性 の肺水腫 あるい は著明な浮腫 が認 め られ る場合 は,限 定的に高張 アルブ ミン製
剤 の投与 を推奨す る [2B]。
ただ し,重 症患者 の予後改善に対す るアルブ ミン製剤 の有効性 は示 されてい ない。
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10)循 環 血 漿 量 の 著 明 な 減 少 を伴 う急 性 膵 炎 な ど
急性膵炎 ,腸 閉塞な どによ り,循 環血漿量 の著明な減少 を伴 うシ ヨンクを起 こした場合
には,等 張 アルブ ミン製剤 の投与 を推奨す る [2D]。

11)妊 娠 高 血 圧 症 候 群
妊娠高血圧症候群では,タ ンパ ク尿 の存在や タンパ ク質 の血管外漏出な どに伴 って,低
タ ンパ ク血症 を来す ことが多 いも更 に高血圧が重度 になると,循 環血漿量 が減少 して血液
濃縮状態になることか ら,循 環血 漿量 を増やす 目的 でアルブ ミン製剤 が使用 されてきた。
降圧剤 な どを投与 し,利 尿 が減少 し,乏 尿 となるよ うな症例 では,等 張アルブ ミン製剤
投与を推奨す るが

[2D],過 剰投与 はむ しろ病態 の悪化 を来す ことに留意す る。

12)他 の 血 漿 増 量剤 が 適 応

とな らな い 病 態

アルブ ミン製剤以外 の代用血 漿剤 には,ヒ ドロキシエチルデ ンプン (HES)製 剤 ,デ キス
トラン製剤 があるが,血 液凝 固障害や急性腎不全等 へ の注意が必要である。 なお,投 与量
に上限が設 け られてい るため,大 量投与が必要な症例 には,ア ルブ ミン製剤 の使用 を検討
す る。
また, うっ血性 心不全 ,乏 尿等 を伴 う腎障害や アナ フ ィラキシー な ど製剤 に対す るア レ
ル ギー症状がみ られ る場合 には,ア ルブ ミン製剤 を投与す る。
アルブ ミン製剤以外 の代用血 漿剤 の使用 が困難 な症例 には,ア ルブ ミン製剤 を使用す る
ことを強 く推奨す る [lB]。

4.投 与量
・ 期待 上 昇濃度 (g/dL)=目 標 の血 清 アル ブ ミン濃度 ― 現在 の血 清 アル ブ ミン濃度
・ 循環 血 漿 量 (dL)=0.4dL/kg(体 重 lkgあ た りの循環 血 漿 量 *)× 体重 (kg)

*体 重 lkgあ たりの循乗血液量を70mLlkg,Ht値 43%と 仮定
。投与 したアル ブ ミンの血 管 内回収率

:40%

とす る と,必 要投与量 は以下 の計算式 か ら算 出 され る。

必要投与量

(8)

=期 待上昇濃度 (g/dL)× 循環血 漿量 (dL)×

100/40

=期 待上昇濃度 (g/dL)XO.4dL/kg× 体重 (kg)× 2.5
=期 待上昇濃度 (g/dL)X体 重

(kg)

必要な投与量は,患 者 の病状に応 じて,通 常 2〜 3日 間で分割投与す る。
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アルブ ミン lgを 投与 した場合に期待 され る血清アルブ ミン濃度 の上昇 (g/dL)は

,

体重χkgと す ると

,

[ア ル ブ ミン lg× 血 管 内回収 率

(40/100)]/[循 環 血 漿 量 (dL)]

=0.4g/(0.4dL/kg × χk8)
=1/χ (g/dL)」

すなわち,体 重 の逆数であ らわ され る。
しか しなが ら,大 手術 ,外 傷 ,熱 傷 ,敗 血症や シ ョンクな どの病態において は,ア ルブ
ミンの血管外漏 出率 が高ま つてお り,血 管外 のアルブ ミン濃度 は更に増加す るので ,期 待
値 に至 らないことが多 い。
5。

効果 の評価
アルブ ミン製剤 の投与前には,そ の必要性 を明確 に把握 し,必 要 とされ る投与量 を算出

す る。投与後には投与前後 の血清 アルブ ミン濃度 と臨床所見 の改善 の程度 を比較 して効果
の判定を行 い,診 療録 に記載す る。
あ くまでも参考 ではあるが,投 与後 の 目標 血清 アルブ ミン濃度 として,急 性 の場合は
3.08/dL以 上 ,慢 性 の場合 は 2.53/dL以 上を用 い ると良い。

投与効果 の評価 は 3日 間 を 目途 に行 い,使 用 の継続 を判断 し,漫 然 と投与 し続 けること
のない よ うに注意す る。

6.不適切な使用
1)タ

ン パ ク 資 源 と して の 栄 養 補 給

投与 されたアルブ ミンは体内で緩徐 に代謝 (半 減期 は約 17日

)さ れ,そ のほ とん どは熱

源 として消費 されて しま う。
アルブ ミンがア ミノ酸に分解 され ,肝 臓 におけるタ ンパ ク質 の再生成 の原料 となるの は
わずかで,利 用率 がきわめて低 い ことや ,必 須 ア ミノ酸である トリプ トファン,イ ンロイ
シンお よびメチオ ニ ンが きわめて少ない ことな どか ら,栄 養補給 の意義 はほ とん どない た
め,推 奨 しない [2C]。
手術後 の低 タ ンパ ク血症や悪性 腫瘍 に使用 しても,一 時的に血漿 タンパ ク濃度 を上昇 さ
レブ ミン
せ て膠 質浸透圧効果 を示す のみで,予 後 を改善 させ る意義 はな く,生 体内でのアア
合成 を低下 させ る可能性 もある ことか ら,推 奨 しない [2C]。
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栄養補給 の 目的には,経 静脈栄養法 ,経 腸栄養法によるタンパ ク質源 の投与 とエネル ギ
ーの補給 がタンパ ク質 の生成 に有効 であることが,栄 養学にお いて定説 となつてい る。特
に急性期にお いては,ア ミノ酸の投与によつてアルブ ミンの合成 も促進す ることが知 られ
てお り,積 極的な栄養管理 が重要である 乳

2)脳 虚 血

(頭 部外 傷 )

重症頭部外傷患者,お よび急性脳梗塞の初期治療 においては,循 環血漿量低下に対する
治療には細胞外液補充液を用いる。等張アルブミン製剤は患者 の生命予後を悪化 させる危
険性があることか ら投与 しないことを強 く推奨する [lA]。
クモ膜下出血後の血管攣縮 においては,循 環血液量を保つために品質液で反応がみ られ
ない場合,等 張アルブミン製剤の投与を推奨する [2C]。

3)炎 症性 腸疾 患
炎症性腸疾患息者にみられる低アルブミン血症は低栄養,炎 症,腸 管からのタンパ ク漏
出な どに よつて生 じる。
低 アル ブ ミン血症 に対 しては原疾患 の治療や栄養療法 で 対応 す る ことが原則 で あ り,ア
ル ブ ミン製剤投 与 は控 える。

4)周

術 期 の 循 環 動 態 の 安 定 した 低 アル プ ミ ン血 症

レブ ミン産生はむ しろ増加す るものの,血 管透過性 の売進 ,輸
周術期 には,月 千臓 でのアア
液等による体液希釈 な どが主な原因 とな り,低 アルブ ミン血症が認 め られ る。周術期 の循
環動態 の安定 した低 アルブ ミン血症 に対 してアルブ ミン製剤投与を控 えることを推 奨す る
[2C]。

5)単 な る血清 アル プ ミン濃 度 の維持
血清アルブミン濃度が 2.5〜 3.Og/dLで は,末 梢の浮腫などの臨床症状を呈さない場合も多
く,血 清アルブミン濃度の維持や検査値の是正のみを目的とした投与は行 うべきではない。

6)終 末期 患者 へ の 投 与

´

終末期患者に対 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。患者 の意思を尊重 しない投与は控 える。

7.使用 上の注意点
1)ナ

トリウム含 有 量

各製剤中のナ トリウム含有量 [3,7mg/mL(160mEq/L)以 下]は 同等であるが,等 張アル
ブ ミン製剤 の大量使用はナ トリウムの過大な負荷を招 くことがある。
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2)肺 水腫 ,心 不 全
するので,輸 注速度を調節 し
高張アルブ ミン製剤 の使用時には急激 に循環血漿量が増カロ
,

肺水腫,心 不全な どの発生に注意する。なお,20%ア ルブミン製剤 50mL(ア ルブミン 10g)
の輸注は約 200mLの 循環血漿量の増加 に相当し,25%ア ルブミン製剤 50mL(ア ルブミン
12.5g)の 輸注は約 250mLの 循環血漿量の増加 に相当する。

3)血 圧 低 下
加熱人血漿たん自の急速輸注 (10mL/分 以上)に より,血 圧 の急激な低下を招 くことがあ
る。

4)利 尿
利尿 を目的 とするときには,高 張アルブミン製剤 とともに利尿薬を併用す る。

5)ア ル プ ミン合 成能 の低 下
慢性のみならず,急 性 の病態に対す る使用でも,ア ルブミンの合成能の低下を招 くこと
がある。特 に血清アルブミン濃度が 4g/dL以 上では合成能が抑制 される。
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VII 新生児・ 小児 に対す る輸血療法
小児 ,特 に新生児 に血液製剤 を投与す る際に,成 人 の血液製剤 の使用指針 を適用す るこ
とには問題 があ り,小 児 に特有な生理機能 を考慮 した指針 を策定す る必要があるため,対
象児 を出生後 4ヶ 月までに限定 し,学 会ガイ ドライ ンを参考 として新生児・ 小児 に対す る
輸血療法についての指針 を策定す ることとす る。 しか しなが ら,小 児 一般 に対す る血液製
剤 の投与基準については,い まだ十分な コンセ ンサ スが得 られてい るとは言 い難 い状況 に
あ り,新 生児 ・小児は多様 な病態 を示すため個 々の症例に応 じた配慮が必要である。
なお ,母 体 のサイ トメガ ロ ウィルス (CM切 抗体 の有無 が,確 認 されていない場合に胎
児や新生児 へ輸血用血液製剤 を投与す る場合は,可 能 であれば CMV抗 体陰性 の輸 血用血液
製剤 を投与す ることを推奨す る [2C]。

1.新生児・ 小児 に対す る赤血球液 の適正使用
す べ ての 出生児 は,生 後数 週 の 間 ,生 理 的な要因 で赤血 球 が減少 し,時 に貧血症状 を
呈す るこ とがあ る。早産児 で は,循 環 血 液 量が少 な く,貧 血 が よ り早期 に,か つ 強 く現れ
る傾 向にある。 この貧 血の原 因は多 くの要因 が あるが ,採 血 な どに よる失血や ヘ モ グ ロ ビ
ンの低 下 に対す るエ リス ロポ エ チ ン産生 ・分泌 の相対 的反応性低 下 な どがかかわ ってい る。
それ以外 に も新生児 。小児 は多様 な病態 を示す ため個 々 の症例 に応 じた配 慮 が必 要 である。

1)使 用指針 1)
a)全 身状態が安定 してい る児
通常,Hb7g/dL以 下の場合に輸血を考慮する。

b)慢 性的な酸素依存症 の児
通常、HbHg/dL以 下の場合に輸血を考慮する。

c)生 後 24時 間未満 の新生児 ,も くしくは集 中治療 を受 けてい る新生児
通常,Hb12g/dL以 下の場合に輸血を考慮する。

2)投 与方法
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a)使 用 血液
採 血後 2週 間未満 の赤血球液 を使用す ることが望まれ る。

b)投 与量 と速度
量
。 うつ血性 心不金が認 め られ ない児

1回 の輸血量は 10〜 20mL/kgと し,1〜 2mVk3/時 間 の速度で輸 血す る。ただ し,輸 血速
度につい てはこれ以外 の速度 (2mLlkg/時 間以 上)で の検討 は十分に行われ ていない。
江.う っ血性 心不全が認 め られ る児
心不全 の程度 に応 じて別途考慮す る。

3)使 用 上 の 注 意
a)溶 血 の防止
24Gよ り細 い注射針 を用 いて輸注 ポンプで加圧 して輸血す ると,溶 血 を起 こす危険性 があ
るので,新 生児 の輸血 に際 しては,輸 血速度 を遅 くし,溶 血 の 出現 に十分 な注意 を払 う。

b)長 時間 を要す る輸 血
血液バ ング開封後は 6時 間以内に輸 血を完了す る。残余分 は破棄す る。1回 量 の輸 血 をす
るの に 6時 間 をこえる場合 には,使 用 血液 を無菌的に分割 して輸血 し,未 使用 の分割分 は
使用時まで 2〜 6℃ に保存す る。

2.新 生児・ 小児へ の血小板濃厚液 の適正使用
新 生児 ・小児 へ の血小板濃厚液 の投与 の基準を以下に示 してい るが ,様 々 な臨床状況 を
勘案す る必要があ り,個 々の症例 によ り投与 の必 要性や 量な どを考慮す る必要がある。

1)使 用 指 針 1)
a)全 身状態 が安 定 してお り出血症状 がない場合 は、血小板 数 が 2〜 3万 /μ L未 満 の場
合 に,血 小板濃厚液 の投与 を考慮す る。 なお 、早産児 で 、生 後数 日以 内 の児 は、
よ り高 い血 小板数 を維持す る こ とを推 奨す る [2C]。

b)新

生児 同種免疫性 血小 板減少症 (neOnatal alloi■ lmune thrombocytopenia,NAIT)

の場合 は ,血 小板 数 が 3万 /μ

L未 満 の場合 に,血 小板濃厚液 の投 与 を考慮す る。

c)生 後 1週 間以 内 の極低 出生体重児 の場合 ,出 血症 状 を認 める児 の場合 ,ま たは
侵 襲 的処置 を行 う場合 には ,血 小板数 を 5万 /μ L以 上 に維持す る。
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,

d)播 種性 血 管 内凝 固 の場合 ,ま たは大手術 を受 ける場合 ,血 小板数 を 5〜 10万 /μ L
に維持す る。

3.新 生児・ 小児へ の新鮮凍結血漿 の適正使用
1)使 用指針
a)凝 固因子 の補充
ビタミン Kの 投与にもかかわらず,PTお よ研 または APITの 著明な延長があ り,出 血症
状 を認めるか侵襲的処置を行 う場合。

b)循 環血液量 の 1/2を 超 える赤血球液輸血時
c)Upsha7 SChulman症 候群

(先 天性血栓性血小板減少性紫斑病 )

2)投 与方 法
a)と b)に 対 しては,10〜 20mL/kg以 上を必要に応 じて 12〜 24時 間 ごとに繰 り返 し投与
する。

c)に 関 しては 10mL/kg以 上を 2〜 3週 間 ごとに繰 り返 し投与する。

3)そ の他
新生児多血症に対する部分交換輸血には,従 来,新 鮮凍結血漿が使用 されてきたが,ほ
とんどの場合は生理食塩液で代替可能である。

文献
1)JM O'Rlordan,J Htzgcrald,OP smth,J Bormar,WA Gormani National BIood Users GЮ up.
Transttsion ofblood componets to hfants under fbur rnonths:revicw and guidehnes.I MedJ.2007

Jun,100(6)i Supp卜 24 following 496.

44

お わ りに
輸 血 医学 を含 む医学 の各領域 における進歩発展は 目覚 しく,最 新 の知見に基 づ き本指針
の見直 しを行 つた。本指針ができる限 り早急に,か つ広範 に浸透す るよ う,関 係 者各位 の
御協力 をお願 い したい。今後 も,特 に新たな実証的な知見 が得 られた場合 には,本 指針 を
速やかに改正 してい く予定 である。
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