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   妊婦に対する自己血輸血の現状に関する研究    

 

１．臨床研究について 

 九州大学病院では、最適な治療を患者さんに提供するために、病気の特性を研究し、診

断法、治療法の改善に努めています。このような診断や治療の改善の試みを一般に「臨床

研究」といいます。その一つとして、九州大学病院遺伝子・細胞療法部では、現在出産前

に自己血を採取した患者さんを対象として、妊婦に対する自己血輸血の現状に関する「臨

床研究」を行っています。 

 

今回の研究の実施にあたっては、九州大学医系地区部局臨床研究倫理審査委員会の審査

を経て、研究機関の長より許可を受けています。この研究が許可されている期間は、令和 4

年 3 月 31 日までです。 

 

２．研究の目的や意義について  

出産の際、比較的大量の出血が予想される時にご自分の血液を採取し、出産に備えるこ

とがあります。自己血輸血と言います。日本では保険診療で自己血輸血が行えるため大変

普及しているのですが、その採取方法や採取量は施設によりまちまちで基準のようなもの

がありません。今回我々は出産前に自己血を採取した患者さんを対象として自己血の採取

方法や採取量、その他のデータを集め、妊婦さんに対する自己血輸血の日本の実態を明ら

かにし、今後の妊婦さんの自己血輸血療法の発展に役立てたいと考えています。 

 

３．研究の対象者について  

 九州大学病院産婦人科において 2016 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までに出産し、

かつ自己血輸血を受けた 20 歳以上の患者さん、約 90 名を対象に致します。 

対象となることを希望されない方は、事務局までご連絡ください。希望されなかった方の

情報は、研究には使用しません。代諾者（配偶者・両親・兄弟）からの不同意の申し出も

受け付けます。 

ただし、対象となることを希望されないご連絡が 2020 年 3 月以降になった場合には、研究

に使用される可能性があることをご了承ください。 

 

４．研究の方法について  

 この研究を行う際は、本院の概要（別紙１）に加え、カルテより以下の情報（別紙２）

を取得し、病歴、治療歴、検査データ、副作用の発生状況を研究のための情報として用い

ます。データを統計学的に解析し研究します。 

 〔カルテより取得する情報〕 

 この研究は日本全国の医療機関から患者さんの情報を集めて解析します。 

具体的には下記をカルテから調べます。 

診断、妊娠歴、身長、体重、年齢、採取開始妊娠週数、自己血予定採取量、実施採取量、
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自己血採取 1-5 回目までの日付、採取量、VVR（血管迷走神経反射）の程度、当日 ESA（エ

リスロポエチン製剤）投与の有無、ヘモグロビン、ヘマトクリット、赤血球数、自己血採

取、VVR（血管迷走神経反射）以外の輸血に関する副作用やトラブル。 

＜分娩時のデータ＞ 

出産日、分娩方法、出血量、分娩時異常、自己血輸血量、同種赤血球輸血量、同種血小板

輸血量、同種 FFP（新鮮凍結血漿）輸血量、分娩前後の血算、オーダー医の年齢、性別、

産婦人科専門医の有無  

＜輸血副反応＞ 

輸血後の副反応の有無とその症状、診断 

発熱（38 度以上もしくは輸血前より 1 度以上上昇）、悪寒・戦慄、熱感・ほてり、そうよう

感・かゆみ、発赤・顔面紅斑、発疹・蕁麻疹、呼吸困難、嘔気・嘔吐、胸痛・腹痛・腰背

部痛、頭痛・頭重感、血圧低下（収縮期血圧 30 以上低下）、血圧上昇（収縮期血圧 30 以上

上昇）、動悸・頻脈、血管痛、意識障害、血色素尿 

重症アレルギー（２臓器以上に症状）、TRALI（輸血関連急性肺障害）、TACO（輸血関連

循環負荷）、輸血後 GVHD（移植片対宿主病）、輸血後紫斑病、輸血による細菌感染症、急

性溶血、遅発性溶血、その他 

 

多施設共同研究の研究代表者施設である群馬大学医学部附属病院へ研究対象者のデータ

を郵送にて送付し、詳しい解析を行う予定です。 

他機関への試料・情報の送付を希望されない場合は、送付を停止いたしますので、ご連

絡ください。 

 

５．個人情報の取扱いについて  

研究対象者のカルテの情報をこの研究に使用する際には、研究対象者のお名前の代わり

に研究用の番号を付けて取り扱います。研究対象者と研究用の番号を結びつける対応表の

ファイルにはパスワードを設定し、九州大学病院遺伝子・細胞療法部内のインターネット

に接続できないパソコンに保存します。このパソコンが設置されている部屋は、同分野の

職員によって入室が管理されており、第三者が立ち入ることはできません。 

また、この研究の成果を発表したり、それを元に特許等の申請をしたりする場合にも、

研究対象者が特定できる情報を使用することはありません。 

この研究によって取得した情報は、九州大学病院遺伝子・細胞療法部・部長・前田高宏

の責任の下、厳重な管理を行います。 

ご本人等からの求めに応じて、保有する個人情報を開示します。情報の開示を希望され

る方は、ご連絡ください。 

 

研究対象者のカルテの情報を群馬大学医学部附属病院へ郵送する際には、九州大学にて

上記の処理をした後に行いますので、研究対象者を特定できる情報が外部に送られること

はありません。また、本研究の実施過程及びその結果の公表（学会や論文等）の際には、
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患者さんを特定できる情報は含まれません。  

 

６．試料や情報の保管等について  

この研究において得られた研究対象者のカルテの情報等は原則としてこの研究のため

に使用し、研究終了後は、九州大学病院遺伝子・細胞療法部において同分野部長・前田高

宏の責任の下、10年間保存した後、研究用の番号等を消去し、廃棄します。 

また、この研究で得られた研究対象者の情報は、将来計画・実施される別の医学研究

にとっても大変貴重なものとなる可能性があります。そこで、前述の期間を超えて保管

し、将来新たに計画・実施される医学研究にも使用させていただきたいと考えています。

その研究を行う場合には、改めてその研究計画を倫理審査委員会において審査し、承認

された後に行います。 

 

７．利益相反について  

九州大学では、よりよい医療を社会に提供するために積極的に臨床研究を推進していま

す。そのための資金は公的資金以外に、企業や財団からの寄付や契約でまかなわれること

もあります。医学研究の発展のために企業等との連携は必要不可欠なものとなっており、

国や大学も健全な産学連携を推奨しています。 

 一方で、産学連携を進めた場合、患者さんの利益と研究者や企業等の利益が相反（利益

相反）しているのではないかという疑問が生じる事があります。そのような問題に対して

九州大学では「九州大学利益相反マネジメント要項」及び「医系地区部局における臨床研

究に係る利益相反マネジメント要項」を定めています。本研究はこれらの要項に基づいて

実施されます。 

 

研究は日本輸血・細胞治療学会の臨床研究推進委員会からの研究助成金で行われます。

本研究に関する必要な経費は印刷費・郵送費であり、研究遂行にあたって特別な利益相反

状態にはありません。 

利益相反についてもっと詳しくお知りになりたい方は、下記の窓口へお問い合わせくだ

さい。 

 

利益相反マネジメント委員会 

（窓口：九州大学 ARO 次世代医療センター 電話：０９２－６４２－５０８２） 

 

８．研究に関する情報や個人情報の開示について 

この研究に参加してくださった方々の個人情報の保護や、この研究の独創性の確保に支

障がない範囲で、この研究の研究計画書や研究の方法に関する資料をご覧いただくことが

できます。資料の閲覧を希望される方は、ご連絡ください。 

また、ご本人等からの求めに応じて、保有する個人情報を開示します。情報の開示を希

望される方は、ご連絡ください。 
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９．研究の実施体制について  

この研究は群馬大学附属病院が主体となって行なっている多施設共同研究です。日本輸

血・細胞治療学会の認定医が所属する日本全国の医療施設で、本研究に参加を表明した多

施設で検討を行います。 

 

当院において、この研究は以下の体制で実施します。 

 

研究実施場所

（分野名等） 

九州大学病院 

遺伝子・細胞療法部 

研究責任者 九州大学病院 遺伝子・細胞療法部 部長 前田 高宏 

研究分担者 九州大学病院 遺伝子・細胞療法部 准教授 國崎祐哉 

九州大学病院 遺伝子・細胞療法部 助教 平安山知子 

九州大学病院 遺伝子・細胞療法部 助教 山内拓司 

九州大学病院 遺伝子・細胞療法部 医員 山中育未 

 

共同研究施設 及び 情報の提供のみ行う施設  

施設名 ／ 研究責任者の職名・氏名 役割 

 

群馬大学医学部付属病院輸血部  

准教授 横濱章彦 

連絡先：027−220−8670  

 

 

 

研究責任者 

日本赤十字社北海道ブロックセンター  

副所長 紀野修一 

連絡先：011-613-6652 

 

 

情報の収集 

解析 

福島県立医科大学医学部輸血・移植免疫学講座  

教授 池田和彦  

連絡先：024-547-1111 

 

 

情報の収集 

解析 

日本赤十字 関東甲信越ブロック血液センター  

所長 室井一男 

連絡先：03-3534-7666 

 

 

情報の収集 

解析 

自治医科大学附属病院 輸血・細胞移植部  

教授 藤原慎一郎  

連絡先：0285-58-7187 

 

 

情報の収集 

解析 



作成日：令和 2 年 12 月 21 日 第１版   

〔ホームページ公開用資料〕 

 

5 

 

東京医科大学八王子医療センター輸血部  

准教授 田中朝志  

連絡先：042-665-5611 

 

 

情報の収集 

解析 

筑波大学附属病院輸血部  

病院教授 長谷川雄一  

連絡先：029-853-3900 

 

 

情報の収集 

解析 

大阪市立大学医学部附属病院輸血部  

主査 藤野惠三  

連絡先：06-6645-2121 

 

 

情報の収集 

解析 

国家公務員共済組合連合虎の門病院輸血部  

部長 牧野茂義  

連絡先：03-3588-1111 

 

 

情報の収集 

解析 

神鋼記念病院血液病センター高密度無菌治療室  

造血幹細胞移植コーディネーター 松本真弓  

連絡先：078-261-6711 

 

 

情報の収集 

解析 

浜松医科大学医学部附属病院輸血・細胞治療部  

教授 竹下明裕  

連絡先：053-435-2111 

 

 

情報の収集 

解析 

 

 

１０．相談窓口について  

この研究に関してご質問や相談等ある場合は、事務局までご連絡ください。 

 

事務局 

（相談窓口） 

担当者：九州大学病院遺伝子・細胞療法部 助教 平安山 知子 

連絡先：〔TEL〕092-642-5947（内線 5947） 

    〔FAX〕092-642-5951 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tomokona@intmed1.med.kyushu-u.ac.jp 

 

mailto:tomokona@intmed1.med.kyushu-u.ac.jp


調査票１（施設で１部記入） 

裏にあり→ 

施設名                         記載者            

記載者連絡先メールアドレス      @             

＜施設の体制＞現時点での状態をお答えください 

病院ベッド数       床 産婦人科ベッド数       床 

2016 年分娩数             例 2017 年分娩数             例 

2018 年分娩数             例 

輸血管理料 なし・I・II  適正使用加算  あり・なし  

自己血輸血体制管理料加算  あり・なし  

2016 年施設自己血採取量     単位、実際の自己血輸血量    単位、VVR 発生率    %  

2017 年施設自己血採取量     単位、実際の自己血輸血量    単位、VVR 発生率    %  

2018 年施設自己血採取量     単位、実際の自己血輸血量    単位、VVR 発生率    %  

輸血療法委員会  あり・なし  開催回数     回/年 

輸血部門の常勤医師  あり・なし  輸血部門の専従検査技師  あり・なし  

輸血用血液製剤の一元管理  あり・なし  アルブミン製剤の一元管理  あり・なし  

自施設で血液型検査  あり・なし  自施設で交差適合試験  あり・なし  

自施設で不規則抗体検査  あり・なし  

輸血前検体の保存  あり・なし  

自己血輸血の方法（妊婦以外（複数回答可））  貯血式・希釈式・回収式  

妊婦の自己血輸血の方法（複数回答可）  貯血式・希釈式・回収式  

 

＜輸血管理体制 1＞ 貴施設で貯血式自己血輸血に関して一般的に行なっていることを

お答えください 

自己血輸血の同意書   あり・なし  

妊婦以外自己血採取の Hb 閾値 Hb    g/dl 
（この値以下なら採取しない値） 

採取場所 専用の部屋・外来・病室・その他(              ) 

採取法 秤に乗せて・ヘモクイックなどの陰圧採血器・その他（      ） 

採血の術者 診療科医師・輸血部門医師・看護師・検査技師・その他（      ） 

消毒の方法 アルコール＋ポピドンヨード・ポピドンヨードのみ・アルコールのみ 

・その他（      ） 

チューブシーラーの使用  あり・なし  

採取前あるいは後の点滴や水分負荷  あり・なし  

鉄剤投与方法  経口鉄剤・鉄剤静注・投与せず 

ESA 製剤の使用   あり・なし・その他（         ） 

白血球除去処理   あり・なし・その他（         ） 

自己血の出庫時の検査 交差試験・血型の確認・両方・何もせず・その他（         ） 

凍結保存  常に行う・症例により・行わない 



調査票１（施設で１部記入） 

裏にあり→ 

VVR の対処法マニュアル あり・なし 

輸血細胞治療学会認定医（   人） 輸血細胞治療学会認定技師（   人） 

自己血返血基準 あり（具体的な Hb 値      ）・なし・その他（         ） 

 

＜輸血管理体制 2＞ 妊婦の貯血式自己血輸血に関して貴施設で一般的に行なっている

ことをお答えください 

妊婦自己血採取の Hb 閾値 Hb    g/dl 
（この値以下なら採取しない値） 

妊婦自己血採取場所 専用の部屋・外来・病室・その他(              ) 

妊婦自己血採取法 秤に乗せて・ヘモクイックなどの陰圧採血器・その他（      ） 

妊婦自己血採血の術者 産婦人科医師・輸血部門医師・看護師・検査技師・その他（      ） 

妊婦自己血消毒の方法 アルコール＋ポピドンヨード・ポピドンヨードのみ・アルコールのみ 

・その他（      ） 

妊婦自己血チューブシーラーの使用  あり・なし  

妊婦採取前後の点滴や水分負荷  あり・なし  

妊婦鉄剤投与方法  経口鉄剤・鉄剤静注・投与せず 

胎児の心拍モニタリング   あり・なし  

妊婦への ESA 製剤の使用  あり・なし・その他（         ） 

妊婦自己血の白血球除去処理  あり・なし・その他（         ） 

妊婦自己血の出庫時の検査 交差試験・血型の確認・その両方・何もせず 

・その他（         ） 

妊婦自己血返血基準 あり（具体的な Hb 値      ）・なし・その他（         ） 

妊婦自己血の凍結保存  常に行う・症例により・行わない 

妊婦の自己血採取・輸血に関して気をつけていることはありますか？（自由記載） 

（                                          ） 

 



調査票 2 （症例ごとに記入） 

 

裏にもあり→ 

施設 ID                                         記載者（イニシャル可）             

 

＜自己血輸血＞1 患者分の貯血式自己血輸血に関してお書きください 

自己血輸血を行う理由・診断（複数回答可）  

前置胎盤（全・部分・辺縁）・低置胎盤・子宮筋腫合併妊娠・羊水過多症・多胎（双胎、品胎（三つ子）

以上）・稀な血液型・不規則抗体陽性例・特になし・その他（            ） 

合併症 なし・妊娠高血圧症候群・妊娠糖尿病・切迫早産・切迫流

産・その他（         ） 

妊娠歴  初産・経産婦・帝王切開歴（あり・なし） 

身長    cm  採取時体重    kg   年齢    才  

貯血開始妊娠週数     週 

鉄剤の処方  なし・経口・静注・その他  

自己血予定採取量（採取を予定した量）        ml   

自己血実施採取量(実際に採取した量)        ml 

1 回目(   月 日) 採取量       ml 当日体調 著変なし・異常あり（           ） 

採取前 Hb   g/dl MCV     fl  VVR: なし・I・II・III 度 

2 回目(   月 日) 採取量       ml 当日体調 著変なし・異常あり（           ） 

採取前 Hb   g/dl MCV     fl  VVR: なし・I・II・III 度 

3 回目(   月 日) 採取量       ml 当日体調 著変なし・異常あり（           ） 

採取前 Hb   g/dl MCV     fl  VVR: なし・I・II・III 度 

4 回目(   月 日) 採取量       ml 当日体調 著変なし・異常あり（           ） 

採取前 Hb   g/dl MCV     fl  VVR: なし・I・II・III 度 

5 回目(   月 日) 採取量       ml 当日体調 著変なし・異常あり（           ） 

採取前 Hb   g/dl MCV     fl  VVR: なし・I・II・III 度 

 

VVR 以外の自己血採取、輸血に関するトラブル（複数回答可） 

なし・自己血の凝固・感染・溶血・バッグ破損・クロスマッチ陽性・仰臥位低血圧症候群・その他

（            ） 

 

＜分娩時のデータ＞ 

採取時の胎児の異常  体表異常 なし・あり（      ） 

出産日     月   日 分娩方法 経膣・帝切  出血量（羊水込み）       ml  

分娩時異常 なし・癒着胎盤・弛緩出血・その他（      ） 

自己血輸血量         ml （全血    ml、赤血球   単位、血漿        単位） 

同種赤血球輸血量    単位 同種血小板輸血量     単位 同種 FFP 輸血量     単位 

分娩前（前ならいつでも可） Hb   g/dl Plt   104/l 

退院時 Hb   g/dl  Plt   104/l  



調査票 2 （症例ごとに記入） 

 

裏にもあり→ 

輸血副反応の有無（輸血した場合記入。複数回答可。自己血、同種血に分ける必要ありません） 

□副反応なし □不明（記載なし） 

□発熱（38 度以上もしくは輸血前より 1 度以上上昇） □悪寒・戦慄 

□熱感・ほてり □そうよう感・かゆみ 

□発赤・顔面紅潮 □発疹・蕁麻疹 

□呼吸困難 □嘔気・嘔吐 

□胸痛・腹痛・腰背部痛 □頭痛・頭重感 

□血圧低下（収縮期血圧 30 以上低下） □血圧上昇（収縮期血圧 30 以上上昇） 

□動悸・頻脈 □血管痛 

□意識障害 □血色素尿 

＜副反応の診断がついた場合（臨床診断可、複数回答可）＞ 

□重症アレルギー（２臓器以上に症状） □TRALI 

□TACO □輸血後 GVHD 

□輸血後紫斑病 □輸血による細菌感染症 

□急性溶血 □遅発性溶血 

□その他（              ） 

 

 

自己血採取オーダー医  

年齢 20 才代・30 才代・40 才代・50 才代・60 才代・それ以上   

性別 男性・女性 

産科婦人科学会専門医 有・無  

周産期・新生児医学会周産期専門医 有・無 


