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ケツユウビョウに興味を持ってくれたあなたへ
はじめまして、こんにちは。この本を開いていただきありがとうご
ざいます。本を開いた理由としては、「ケツユウビョウってなん
だ？」「ケツユウビョウって聞いたことあるけど実際よく知らない
なぁ」など興味が少しある方とお見受けします。
さて、ケツユウビョウは血友病と書きます。知っていましたか？昔
は若いうちに出血して亡くなってしまう方が多かったため、専門病
院以外では滅多に遭遇しない病気でした。しかし、治療の進歩に
伴い寿命が格段に延び、今や一般成人の平均寿命とほぼ変わら
ない時代がやってきています。それに伴って多くの人が悩まされて
いる生活習慣病にもかかるようになり、最期を迎えるときも同じよ
うな形になってきています。今からは専門病院がずっと診る時代で
はなく、非専門病院での診る時代・施設で看る時代がやってきてい
るということです。
「ということで患者さんをお願いします！」といきなり言われてもな
かなか難しいというのはわかっているので、まずこの本で血友病
のこと、主にそんなに怖がるような病気ではないということを理解し
ていただければと思っています。
まだまだ血友病のことを知らないという方々が大勢いる中で、先
んじてこの本を読み終えたときのあなたは、血友病分野において
他の医療従事者より２～３歩先を進んでおり、周りからは頼もしい
存在になっていることでしょう。さぁ、実際に血友病患者さんの看
護・介護に携わることになっても慌てずに済むよう、今のうちに知
識を蓄えておきましょう。

編集者代表 広島大学病院 輸血部 山﨑 尚也

血友病の基礎知識編
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Q1.

血友病ってどんな病気？

活性化した凝固因子

血小板血栓

赤血球

血管壁
（血管内皮細胞）

凝固因子
血小板

 人間は血管壁に傷がつくことで出血します。
 血友病は血小板は正常なので一旦止血しますが、より
頑丈な血栓とするのに重要な凝固因子が足りない疾患
です。出血が止まらないのではなく、出血したら止まりに
くい，止血に時間がかかる疾患と言えます。
凝固第Ⅷ（８）因子が足りない＝血友病A
凝固第Ⅸ（９）因子が足りない＝血友病B

まめ知識① 血友病の重症度分類について
＜１％
重症
※重症になるほど出血頻度は
※重症になるほど出血頻度は
多くなります。軽症では日常
多くなります。軽症では日常
（凝固因子活性が）
（凝固因子活性が） １～４％
中等症
生活で出血が目立つことはほ
生活で出血が目立つことはほ
＞５％
軽症
とんどありません。
とんどありません。
まめ知識② 凝固因子について
凝固因子は１～１３まで１２種類あります（６番目は欠番）。
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Q2. どうして血友病になるの？
Q2. どうして血友病になるの？
 ７０％は遺伝です。（X連鎖性劣性遺伝です。）
 ７０％は遺伝です。（X連鎖性劣性遺伝です。）
 でも３０％は突然変異です。
 でも３０％は突然変異です。
① （血友病男性）
（血友病男性）
①Ⅹ
Ｙ
ⅩＹ
ⅩＹ ⅩＹ
ⅩＹ 正常男性
ⅩＹ
正常男性
正常男性

正常男性

③ （血友病男性）
③ （血友病男性）
ⅩＹ
ⅩＹ
ⅩＹ ⅩＹ
ⅩＹ 正常男性
ⅩＹ
血友病男性
血友病男性

正常男性

X連鎖性劣性遺伝のしくみ
X連鎖性劣性遺伝のしくみ
（正常女性）
② （正常男性）
（正常女性）
（正常男性）
② ⅩＹ
ⅩⅩ
ⅩＹ
ⅩⅩ
ⅩⅩ
ⅩⅩ
ⅩⅩ 保因者女性
ⅩⅩ
保因者女性
保因者女性

保因者女性

（保因者女性）
（保因者女性）
ⅩⅩ
ⅩⅩ

ⅩⅩ
ⅩⅩ
ⅩⅩ 血友病女性
ⅩⅩ
保因者女性
保因者女性

血友病女性

ⅩＹ ⅩＹ
ⅩＹ 正常男性
ⅩＹ
血友病男性
血友病男性 正常男性

（保因者女性）
（保因者女性）
ⅩⅩ
ⅩⅩ

ⅩⅩ
ⅩⅩ
ⅩⅩ 正常女性
ⅩⅩ
保因者女性
保因者女性

Ⅹ：遺伝子異常のあるⅩ染色体
：遺伝子異常のあるⅩ染色体
ⅩⅩ
：正常なⅩ染色体
：正常なⅩ染色体
ＹⅩ
：正常な
Ｙ 染色体
Ｙ ：正常な Ｙ 染色体

可能性の高い血友病の遺伝形式３パターン
① 血友病男性と正常女性
可能性の高い血友病の遺伝形式３パターン
②①正常男性と保因者女性
血友病男性と正常女性
③②血友病男性と保因者女性
正常男性と保因者女性
③ 血友病男性と保因者女性

※保因者とは、止血能力については問題ないのですが、
病気の遺伝子は持っている女性のことです。
※保因者とは、止血能力については問題ないのですが、
病気の遺伝子は持っている女性のことです。

まめ知識③ 血友病患者の人数について
まめ知識③ 血友病患者の人数について
血友病A 血友病B
血友病A 血友病B
男性 ５２８２
１１１１
男性 ５２８２
１１１１
女性
４４
１８
女性
４４
１８
総数 ５３２６
１１２９
（人）
総数 ５３２６
１１２９
（人）
＜平成29年度 血液凝固異常症全国調査より＞
＜平成29年度 血液凝固異常症全国調査より＞
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正常女性

Q3. どんな出血症状があるの？
Q3. どんな出血症状があるの？
 むやみやたらに出血はしません。
 むやみやたらに出血はしません。
※鼻血やすり傷などの出血に関しては血
※鼻血やすり傷などの出血に関しては血
友病でない人と大差なく、対応に関しても
友病でない人と大差なく、対応に関しても
通常通りの対応で全く問題ありません。
通常通りの対応で全く問題ありません。

 深部出血が特徴的です。
 深部出血が特徴的です。
深部出血って何？
深部出血って何？
目に見える形で体の表面に血が出てくるのではなく、
目に見える形で体の表面に血が出てくるのではなく、
目に見えない形で体の中に血が出ること。深部出
目に見えない形で体の中に血が出ること。深部出
血の種類としては、関節内出血や筋肉内出血、消
血の種類としては、関節内出血や筋肉内出血、消
化管出血や頭蓋内出血などがあります。
化管出血や頭蓋内出血などがあります。

まめ知識④ 深部出血の割合について
まめ知識④ 深部出血の割合について
関節内出血・・・ほとんどの人が経験あり。
＜平成25年度 血液凝固異常症全国調査より＞
関節内出血・・・ほとんどの人が経験あり。
＜平成25年度 血液凝固異常症全国調査より＞
筋肉内出血・・・１０～２５％
＜Sørensen B, Benson GM et al. Management of muscle haematomas in patients with severe haemophilia in
筋肉内出血・・・１０～２５％
an evidence-poor world. Haemophilia. 2012 Jul;18(4):598-606.より＞
＜Sørensen B, Benson GM et al. Management of muscle haematomas in patients with severe haemophilia in
an evidence-poor world. Haemophilia. 2012 Jul;18(4):598-606.より＞

消化管出血・・・２５％
＜Forbes CD, Barr RD et al. Gastrointestinal bleeding in haemophilia. Q J Med 1973; 42: 503–11. より＞
消化管出血・・・２５％

＜Forbes CD, Barr RD et al. Gastrointestinal bleeding in haemophilia. Q J Med 1973; 42: 503–11. より＞
（※各出血とも定期補充療法をしていない人を含んでいます。定期補充療法については、まめ知識⑥参照。）

（※各出血とも定期補充療法をしていない人を含んでいます。定期補充療法については、まめ知識⑥参照。）
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Q4. 出血で死なないの？
出血で死なないの？
Q4.

1977年～1999年における
1977年～1999年における
血友病患者の死亡原因
血友病患者の死亡原因

血友病の死亡原因はほぼ出血によるものと思われがち
血友病の死亡原因はほぼ出血によるものと思われがち

ですが、そうではありません。
ですが、そうではありません。
疾患
疾患
悪性新生物（癌）
悪性新生物（癌）

割合（％）
割合（％）
２１
２１

頭蓋内出血
頭蓋内出血
それ以外の出血
それ以外の出血

１５
１５
１５
１５

心筋梗塞
心筋梗塞
肝疾患（肝炎など）
肝疾患（肝炎など）

１３
１３
６６

呼吸器疾患（肺炎以外）
呼吸器疾患（肺炎以外）
肺炎
肺炎

４４
３３

消化器系疾患
消化器系疾患
脳梗塞
脳梗塞

２２
１１

Mortality rates, life expectancy, and causes of death in people with hemophiliaA or B
Mortality
rates,Kingdom
life expectancy,
andnot
causes
of death
in people with hemophiliaA or B
in the United
who were
infected
with HIV.より一部抜粋・改変
in the United Kingdom who were not infected with HIV.より一部抜粋・改変

※定期的に凝固因子製剤を輸注をしている現在では、出血による死亡
※定期的に凝固因子製剤を輸注をしている現在では、出血による死亡
は上記より激減しています。血をサラサラにする薬（アスピリン、ワル
は上記より激減しています。血をサラサラにする薬（アスピリン、ワル
ファリンなど）を内服中の方と出血の程度は同等と考えてよいでしょう。
ファリンなど）を内服中の方と出血の程度は同等と考えてよいでしょう。

まめ知識⑤ 止血能異常はないが出血死した割合について
止血能異常はないが出血死した割合について
まめ知識⑤
大動脈瘤および解離・・・１．４％（１８，１４５人）
（１８，１４５人）
大動脈瘤および解離・・・１．４％
出血性脳血管疾患・・・３．４％（４４，２９３人）
出血性脳血管疾患・・・３．４％（４４，２９３人）
交通事故死・・・０．３０％（３，９０４人）
交通事故死・・・０．３０％（３，９０４人）
（※本邦の２０１６年度死亡者数１，３０７，７４８人における割合）
（※本邦の２０１６年度死亡者数１，３０７，７４８人における割合）
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Q5. どんな治療をするの？
Q5. どんな治療をするの？

 凝固因子が足りないだけの病気なので、それを補充す
 凝固因子が足りないだけの病気なので、それを補充す
ればよいだけです。
ればよいだけです。
 補充すれば健常人と同じ止血能が発揮できるため、
 補充すれば健常人と同じ止血能が発揮できるため、
出血のリスクは大きく減少します。
出血のリスクは大きく減少します。
 定期補充をしていれば、以前は出血の危険が高くて避
 定期補充をしていれば、以前は出血の危険が高くて避
ける必要があったサッカーや野球、バスケットボールな
ける必要があったサッカーや野球、バスケットボールな
どのスポーツへの参加も可能な時代となりました。
どのスポーツへの参加も可能な時代となりました。
血友病A
血友病A

クロスエイトMC
クロスエイトMC

コンファクトF
コンファクトF

イロクテイト
イロクテイト

アドベイト

アドベイト

血友病B
血友病B

アディノベイトキット

アディノベイトキット

コバールトリイ
コバールトリイ

エイフスチラ
エイフスチラ

ノボエイト

バイクロット

ノボエイト

ジビイ

ファイバ

ジビイ

ファイバ

ヘムライブラ
ヘムライブラ

バイクロット

ノボセブンHIシリンジ

ノボセブンHIシリンジ

レフィキシア
レフィキシア

ノバクトM
ノバクトM

ベネフィクス
ベネフィクス

オルプロリクス
オルプロリクス

リクスビス
リクスビス

イデルビオン
イデルビオン

まめ知識⑥ 凝固因子製剤の投与方法について
まめ知識⑥ 凝固因子製剤の投与方法について
＜オンデマンド療法＞
＜オンデマンド療法＞
出血かも？といった時に速やかに投与する方法。決まった
出血かも？といった時に速やかに投与する方法。決まった
量を投与しても止血が得られない場合は専門医に連絡。
量を投与しても止血が得られない場合は専門医に連絡。
＜定期補充療法＞
＜定期補充療法＞
出血させないために定期的（週１～３回）に
出血させないために定期的（週１～３回）に
決まった量を投与する方法。
決まった量を投与する方法。
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Q6. 他にどんな病気を持っていることが多い？
Q6. 他にどんな病気を持っていることが多い？
 止血しづらい病気があるだけで、生活習慣病や他の病
 止血しづらい病気があるだけで、生活習慣病や他の病
気になりやすいということはなく、一緒と考えてよいです。
気になりやすいということはなく、一緒と考えてよいです。
※高血圧の有病率が高く、高脂血症の有病率は
※高血圧の有病率が高く、高脂血症の有病率は
低いとする論文はありますが、各国の食文化の違
低いとする論文はありますが、各国の食文化の違
いからまとまった見解が得られていません。
いからまとまった見解が得られていません。

 非加熱の凝固因子製剤が使用されていた時代に、ヒト
 非加熱の凝固因子製剤が使用されていた時代に、ヒト
免疫不全ウイルス（HIV）やC型肝炎ウイルス（HCV）に感
免疫不全ウイルス（HIV）やC型肝炎ウイルス（HCV）に感
染してしまった人がいらっしゃいます。
染してしまった人がいらっしゃいます。
※現在は技術の向上により加熱
※現在は技術の向上により加熱
処理やウイルス除去フィルターの
処理やウイルス除去フィルターの
使用、遺伝子組み換え製剤の登
使用、遺伝子組み換え製剤の登
場により、ウイルス感染を来たすこ
場により、ウイルス感染を来たすこ
とはなくなっています。
とはなくなっています。

まめ知識⑦ 本邦の生活習慣病の有病率について
まめ知識⑦ 本邦の生活習慣病の有病率について
高血圧症※1
高血圧症※1
※1
脂質異常症

男性
男性
２６．８％
２６．８％
１０．０％

女性
女性
１８．５％
１８．５％
１５．３％

※1
脂質異常症
糖尿病※1
糖尿病※1
※2
骨粗鬆症

１０．０％
１６．３％
１６．３％
１２．４％

１５．３％
９．３％
９．３％
２６．５％

※1 20歳以上における有病率
※2 20歳以上における有病率
40歳以上における有病率
※1

※2
１２．４％
２６．５％
※2 40歳以上における有病率
骨粗鬆症
高血圧症・脂質異常症・糖尿病：＜厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査」より＞
骨粗鬆症：＜骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版より）＞
高血圧症・脂質異常症・糖尿病：＜厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査」より＞
骨粗鬆症：＜骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版より）＞
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Q7. 日常生活で気をつけることは？
Q7. 日常生活で気をつけることは？
 凝固因子製剤を定期的に投与していれば、日常生活で
 凝固因子製剤を定期的に投与していれば、日常生活で
特に気を付けることはありません。
特に気を付けることはありません。
 強いて言うならば頭を強打しないことくらいです。
 強いて言うならば頭を強打しないことくらいです。

（※もしも頭を強打した場合は担当医や専門医にご連絡を）
（※もしも頭を強打した場合は担当医や専門医にご連絡を）

 他は一般的に言われていることと同じで、栄養バランス
 他は一般的に言われていることと同じで、栄養バランス
のとれた食事、適度な運動、うがい・手洗い、転倒しない
のとれた食事、適度な運動、うがい・手洗い、転倒しない
ように気を付けるなどです。
ように気を付けるなどです。

気を付けることは
気を付けることは
みんなと同じ！！
みんなと同じ！！

まめ知識⑧ オンデマンド療法のタイミングについて
まめ知識⑧ オンデマンド療法のタイミングについて
出血している所見として腫脹・熱感・疼痛がありますが、他覚
出血している所見として腫脹・熱感・疼痛がありますが、他覚
的にそれが認められるのは出血後しばらくしてからです。
的にそれが認められるのは出血後しばらくしてからです。
出血早期のタイミングで凝固因子製剤の投与を行うには、患
出血早期のタイミングで凝固因子製剤の投与を行うには、患
者自身が‘違和感’を訴えた時ですので、日々のコミュニケー
者自身が‘違和感’を訴えた時ですので、日々のコミュニケー
ションをしっかりしておきましょう。
ションをしっかりしておきましょう。
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Q8. 介護のときに気をつけることは？
Q8. 介護のときに気をつけることは？
 血友病性関節症がある場合は、関節変形のために可動
域が狭くなっています。無理矢理に曲げたり伸ばしたり
血友病性関節症がある場合は、関節変形のために可動
域が狭くなっています。無理矢理に曲げたり伸ばしたり
するのは避けましょう。
するのは避けましょう。
（※痛がる程曲げ伸ばしをすると関節内出血を可能性があります）
（※痛がる程曲げ伸ばしをすると関節内出血を可能性があります）

 出血するのが怖いからといって見守るだけにする必要
は全くありません。定期輸注を行っていれば日常生活を
出血するのが怖いからといって見守るだけにする必要
は全くありません。定期輸注を行っていれば日常生活を
送る程度では出血しません。
送る程度では出血しません。
 具体的にどう対応すればよいかですが、関節リウマチ患
者さんや変形性関節症患者さんと同じように愛護的に
具体的にどう対応すればよいかですが、関節リウマチ患
者さんや変形性関節症患者さんと同じように愛護的に
接することで出血することはないです。
接することで出血することはないです。
しっかりと運動して
しっかりと運動して
筋力を維持しよう！
筋力を維持しよう！

まめ知識⑨ 血友病性関節症について
滑膜
まめ知識⑨ 血友病性関節症について
関節包
滑膜
一言で言えば変形性関節症です。
関節包
関節液
一言で言えば変形性関節症です。
その原因が繰り返す出血により発症
関節液
軟骨
その原因が繰り返す出血により発症
したというだけです（出血⇒滑膜増殖⇒
軟骨
したというだけです（出血⇒滑膜増殖⇒
軟骨破壊⇒可動域減少）。他関節よりは
軟骨破壊⇒可動域減少）。他関節よりは
出血しやすいですが、過剰に怖がる必要は
出血しやすいですが、過剰に怖がる必要は
ありません。定期補充していればほとんど出血しません。
ありません。定期補充していればほとんど出血しません。
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Q9.
Q9. 出血があったらどうしたらよいの？
出血があったらどうしたらよいの？
Q9. 出血があったらどうしたらよいの？
鼻血やすり傷・切り傷からの目に見える出血に対しては、
鼻血やすり傷・切り傷からの目に見える出血に対しては、
 普通の人と同じように圧迫することで止血出来ます！！
鼻血やすり傷・切り傷からの目に見える出血に対しては、
普通の人と同じように圧迫することで止血出来ます！！
普通の人と同じように圧迫することで止血出来ます！！
血友病に特有の深部出血は、皮膚表面の見た目では
血友病に特有の深部出血は、皮膚表面の見た目では
 わかりづらく、見た目でわかる様になってからの対応で
血友病に特有の深部出血は、皮膚表面の見た目では
わかりづらく、見た目でわかる様になってからの対応で
わかりづらく、見た目でわかる様になってからの対応で
は遅いことがあります。患者が‘違和感’を訴えた場合、
は遅いことがあります。患者が‘違和感’を訴えた場合、
は遅いことがあります。患者が‘違和感’を訴えた場合、
速やかに凝固因子製剤を投与しましょう。そうすれば止
速やかに凝固因子製剤を投与しましょう。そうすれば止
速やかに凝固因子製剤を投与しましょう。そうすれば止
血が得られ、さらに悪化することはないでしょう。
血が得られ、さらに悪化することはないでしょう。
血が得られ、さらに悪化することはないでしょう。
（※もしも悪化するようであれば専門医にご連絡を）
（※もしも悪化するようであれば専門医にご連絡を）
（※もしも悪化するようであれば専門医にご連絡を）

深部出血時の凝固因子製剤投与量は、紹介状などで
深部出血時の凝固因子製剤投与量は、紹介状などで
 主治医から指示があり、その通りに投与すれば大丈夫
深部出血時の凝固因子製剤投与量は、紹介状などで
主治医から指示があり、その通りに投与すれば大丈夫
主治医から指示があり、その通りに投与すれば大丈夫
です。わからないことがあれば気軽に連絡してください。
です。わからないことがあれば気軽に連絡してください。
です。わからないことがあれば気軽に連絡してください。
鼻血や切り傷などの目に見える出血は、
鼻血や切り傷などの目に見える出血は、
鼻血や切り傷などの目に見える出血は、
圧迫することで止血できます！
圧迫することで止血できます！
圧迫することで止血できます！
まめ知識⑩
まめ知識⑩ 深部出血の特徴について
深部出血の特徴について
まめ知識⑩ 深部出血の特徴について
深部出血は関節内出血・筋肉内出血などのことを言い、
深部出血は関節内出血・筋肉内出血などのことを言い、
深部出血は関節内出血・筋肉内出血などのことを言い、
下記の３兆候を示すと言われています。
下記の３兆候を示すと言われています。
下記の３兆候を示すと言われています。
熱感
熱感
熱感

腫脹
腫脹
腫脹

疼痛
疼痛
疼痛

※でも一番重要なのは
※でも一番重要なのは
患者の違和感の訴え！
患者の違和感の訴え！
※でも一番重要なのは
患者の違和感の訴え！
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Q10. 薬は手に入るの？
Q10. 薬は手に入るの？
 なかなか巡り会わない疾患なだけに、凝固因子製剤が
病院薬剤部の在庫になかったり、近くの薬局になかった
なかなか巡り会わない疾患なだけに、凝固因子製剤が
病院薬剤部の在庫になかったり、近くの薬局になかった
りということは多々あります。
りということは多々あります。
 しかし、凝固因子製剤を取り扱っている製薬会社に連絡
することで、製剤の手配などスムーズ＆スピーディに対
しかし、凝固因子製剤を取り扱っている製薬会社に連絡
することで、製剤の手配などスムーズ＆スピーディに対
応していただけます。
応していただけます。
まめ知識⑪ 凝固因子製剤の連絡先について
まめ知識⑪ 凝固因子製剤の連絡先について

バイクロット
バイクロット

コンファクトF
コンファクトF

ノバクトM
ノバクトM

KMバイオロジクス社
KMバイオロジクス社
TEL：0120-345-724
TEL：0120-345-724

CSLベーリング社
CSLベーリング社
TEL：0120-534-587
エイフスチラ
エイフスチラ

イデルビオン
イデルビオン

TEL：0120-534-587

シャイアー・ジャパン社
シャイアー・ジャパン社
TEL：0120-914-193

アドベイト アディノベイトキット リクスビス ファイバ
アドベイト アディノベイトキット リクスビス ファイバ

クロスエイトMC
クロスエイトMC
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TEL：0120-914-193

日本血液製剤機構
日本血液製剤機構
TEL：0120-853-560
TEL：0120-853-560

中外製薬社
TEL：0120-189-706
ヘムライブラ

ノボ ノルディスクファーマ社

TEL：0120-180-363
ノボエイト

ノボセブンHIシリンジ

レフィキシア

バイエル薬品社
TEL：0120-106-398
コバールトリイ

ジビイ

バイオベラティブ・ジャパン社

TEL：0120-517-610
イロクテイト

オルプロリクス
ファイザー社
TEL：0120-664-467

（医療関係者・特約店の方）

ベネフィクス

受付時間は 9:00〜17:30
（土・日・祝日・休業日を除く）です。

TEL：0120-965-485

（患者さん・一般の方）

各製剤の連絡先に関しては、相談
窓口等記載しています。そこから地
域担当MRを確認し、患者さんが使
用している製剤に関しての相談をお
願いします。地域担当MRの名刺を
ここに張り付けておくと便利です。
12

Q11. その他どんな問題を抱えている人が多い？
Q11. その他どんな問題を抱えている人が多い？
 頭蓋内出血を来して麻痺を認めている方がいます。
 頭蓋内出血を来して麻痺を認めている方がいます。
⇒血友病ではない方と同様の対応で大丈夫です。
⇒血友病ではない方と同様の対応で大丈夫です。
 血友病性関節症が進行し、疼痛緩和や可動域改善の
 血友病性関節症が進行し、疼痛緩和や可動域改善の
ために膝や股関節を人工関節に変えている方がいます。
ために膝や股関節を人工関節に変えている方がいます。
⇒人工関節に対する特別な対応はありません。関節内
⇒人工関節に対する特別な対応はありません。関節内
出血する可能性はあるので、違和感がある＝出血と
出血する可能性はあるので、違和感がある＝出血と
捉えて凝固因子製剤を投与してください。
捉えて凝固因子製剤を投与してください。
違和感あるときは言ってくださいね。
違和感あるときは言ってくださいね。
はい。
はい。

まめ知識⑫ 頭蓋内出血の割合やHIV感染者数について
まめ知識⑫ 頭蓋内出血の割合やHIV感染者数について
○定期輸注をしている血友病患者の頭蓋内出血率
○定期輸注をしている血友病患者の頭蓋内出血率
血友病A 1.97％／血友病B 1.83％
＜Witmer C1, Presley
R, Kulkarni R, et al. Associations1.83％
between intracranial haemorrhage and prescribed
血友病A
1.97％／血友病B

prophylaxis in a large cohort of haemophilia patients in the United States. Br J Haematol 152: 211-216, 2011.＞
＜Witmer C1, Presley R, Kulkarni R, et al. Associations between intracranial haemorrhage and prescribed
prophylaxis in a large cohort of haemophilia patients in the United States. Br J Haematol 152: 211-216, 2011.＞

○本邦の血友病患者でHIV感染を合併している人数
○本邦の血友病患者でHIV感染を合併している人数
血友病A：565人／血友病B：169人
＜平成25年度 血液凝固異常症全国調査より＞
血友病A：565人／血友病B：169人
＜平成25年度 血液凝固異常症全国調査より＞
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血友病患者さんの
受け入れにあたって
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Q12. うちには血友病の専門医がいないけど…？
Q12. うちには血友病の専門医がいないけど…？
 血友病診療の経験豊富な医師はそう多くはありません。
 血友病診療の経験豊富な医師はそう多くはありません。
 しかし、血友病診療の経験豊富な医師たちが作成した
 しかし、血友病診療の経験豊富な医師たちが作成した
治療指針（ガイドライン）があり、それを元に現場の医師
治療指針（ガイドライン）があり、それを元に現場の医師
が血友病診療にあたることが可能です。
が血友病診療にあたることが可能です。
 それに加え、病院や施設で血友病患者のことで心配事
 それに加え、病院や施設で血友病患者のことで心配事
が生じたとしても、専門病院の医師といつでも電話相談
が生じたとしても、専門病院の医師といつでも電話相談
が出来るように体制づくりをしているため、万が一があっ
が出来るように体制づくりをしているため、万が一があっ
た時でも安心してください。
た時でも安心してください。

まめ知識⑬ 自信を持って血友病診療が出来る医師について
まめ知識⑬ 自信を持って血友病診療が出来る医師について
血友病患者さんが旅行先などでトラブルに見舞われ、急な対
血友病患者さんが旅行先などでトラブルに見舞われ、急な対
応が必要となることもあります。出発前に予め下記のサイトで
応が必要となることもあります。出発前に予め下記のサイトで
血友病診療の経験豊富な医師をチェックしておきましょう。
血友病診療の経験豊富な医師をチェックしておきましょう。
〇ヘモフィリアねっと http://hemophilia-japan.org/contents/knowledge/2-1-1-3.html
〇ヘモフィリアねっと
http://hemophilia-japan.org/contents/knowledge/2-1-1-3.html
〇ヘモフィリアステーション
https://www.hemophilia-st.jp/info/facility/
〇ヘモフィリアステーション
https://www.hemophilia-st.jp/info/facility/
〇ヘモフィリアヴィレッジ https://www.hemophilia.jp/ja/home/tools/medical-facility/
〇ヘモフィリアヴィレッジ https://www.hemophilia.jp/ja/home/tools/medical-facility/
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Q13. うちは包括請求なのだけれど…？
Q13. うちは包括請求なのだけれど…？
 確かに血友病治療に用いる凝固因子製剤は高いです。
 確かに血友病治療に用いる凝固因子製剤は高いです。
 しかし、平成22年改定時に『血友病等に使用する血液
凝固因子製剤』に関しては包括範囲から除外され、出
しかし、平成22年改定時に『血友病等に使用する血液
凝固因子製剤』に関しては包括範囲から除外され、出
来高で算定することとなっており、専門医の指示通り凝
来高で算定することとなっており、専門医の指示通り凝
固因子製剤を処方しても莫大な病院負担が生じること
固因子製剤を処方しても莫大な病院負担が生じること
はありません。
はありません。
まめ知識⑭ 凝固因子製剤の価格について
まめ知識⑭ 凝固因子製剤の価格について

バイクロット
1.5mg
263,394円
バイクロット
1.5mg 263,394円

コンファクトF
250単位
18,951円
コンファクトF
500単位 34,303円

250単位 18,951円
1000単位 64,042円
500単位 34,303円
1000単位 64,042円

ノバクトM
ノバクトM

500単位 20,882円
1000単位 35,174円
500単位 20,882円
2000単位 61,798円
1000単位 35,174円
2000単位 61,798円
KMﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ社

エイフスチラ
1250単位
122,248円
エイフスチラ

1500単位 141,259円
1250単位 122,248円
1000単位 176,513円
1500単位 141,259円
1500単位 109,808円
1000単位 176,513円
2000単位 141,891円
1500単位 109,808円
2500単位 173,102円
2000単位 141,891円
3000単位 203,636円
2500単位 173,102円
3000単位 203,636円

イデルビオン
1250単位
187,532円
イデルビオン
1500単位 173,087円

1250単位 187,532円
1000単位 342,374円
1500単位 173,087円
2000単位 677,122円
1000単位 342,374円
2000単位 677,122円
CSLベーリング社

CSLベーリング社

アドベイト
1250単位
121,923円
アドベイト

アディノベイトキット
1250単位
131,739円
アディノベイトキット

リクスビス
1500単位
155,599円
リクスビス

ファイバ
1500単位
190,399円
ファイバ

1500単位 140,858円
1250単位 121,923円
1000単位 175,730円
1500単位 140,858円
1500単位 108,705円
1000単位 175,730円
2000単位 140,366円
1500単位 108,705円
2000単位 140,366円

1500単位 158,658円
1250単位 131,739円
1000単位 108,410円
1500単位 158,658円
1500単位 155,275円
1000単位 108,410円
2000単位 200,359円
1500単位 155,275円
3000単位 286,973円
2000単位 200,359円
3000単位 286,973円

1000単位 112,014円
1000単位 186,685円
1500単位 155,599円
1500単位 190,399円
2000単位 226,162円
1000単位 112,014円
1000単位 186,685円
3000単位 337,159円
2000単位 226,162円
3000単位
337,159円
シャイアー・ジャパン社

シャイアー・ジャパン社

KMﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ社
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まめ知識⑭ 凝固因子製剤の価格について（続き）

ノボエイト
1250単位
500単位
1000単位
1500単位
2000単位
3000単位

120,060円
142,058円
178,950円
108,945円
139,578円
204,017円

クロスエイトMC
1250単位
1500単位
1000単位
2000単位

118,951円
134,303円
164,042円
118,475円

日本血液製剤機構

レフィキシア

ジビイ

500単位 1216,394円
1000単位 1427,968円
2000単位 846,403円

1500単位 175,376円
1000単位1139,307円
2000単位 257,462円
3000単位 368,761円

イロクテイト
1250単位
1500単位
1750単位
1000単位
1500単位
2000単位
3000単位

125,091円
147,514円
169,284円
189,919円
129,728円
166,481円
237,977円

オルプロリクス
1250単位
500単位
1000単位
2000単位
3000単位
4000単位

153,613円
103,698円
209,543円
413,673円
617,692円
820,934円

バイオベラティブ・ジャパン社

ノボセブンHIシリンジ
1mg
2mg
5mg
8mg

186,277円
167,648円
404,274円
645,464円

ノボノルディスクファーマ社

コバールトリイ
1250単位
500単位
1000単位
2000単位
3000単位

125,875円
148,951円
189,453円
164,167円
237,994円

バイエル薬品社

ヘムライブラ
30mg
60mg
90mg
105mg
150mg

1,376,006円
1,692,565円
1,989,990円
1,134,028円
1,552,824円

中外製薬社
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ベネフィクス
1500単位
1000単位
2000単位
3000単位

154,690円
107,135円
212,026円
316,085円

ファイザー社

薬価は、薬価基準制度に沿って決定されていま
す。薬価が高い程、安全性や効能が高いとは限
りません。患者毎にどの製剤がよいかを判断し
ておりますので、変更される場合は専門病院の
医師にご相談ください。

Q14. うちには注射はないけれど…？
 薬品全てに使用期限が設けられているため、使用頻度
の低い薬品は採用しないこと多いです。
 Q10で述べたように凝固因子製剤の調達に関しては担
当MRにお任せで大丈夫です。その担当MRがその凝固
因子製剤の溶解操作の説明といったサポートも行って
いますので初めてでも安心です。
 また、現在の血友病の標準的な治療は定期輸注療法
（決まった曜日に決まった量の凝固因子製剤を投与す
る方法）であり、不良在庫を抱えてしまうのでは？という
心配もいりません。

※どの凝固因子製剤にも投与に必要な注射器
※どの凝固因子製剤にも投与に必要な注射器
や針、アルコール綿が入っており、駆血帯以外
や針、アルコール綿が入っており、駆血帯以外
は特別に用意するものはありません。
は特別に用意するものはありません。

まめ知識⑮ 凝固因子製剤の有効期間について
血小板製剤のように有効期間が短く、すぐ使えないものになる
という印象があるかもしれませんが、実際は２年間前後ありま
す。保存方法に関しては冷蔵のもの、室温保存可能なものが
あるので、しっかり確認しておきましょう。
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Q15.

うちでは注射はできないけれど…？

 看護師がいないから注射ができないパターンと、医療保
険が利用できないから、高額である凝固因子製剤を使
用できないパターンの２通りあると思います。
 自己注射ができない患者であれば②③⑤のいずれか
が必須条件ですし、定期輸注が必要な血友病患者であ
れば⑥または⑦の条件が必要となります。
※家族のサポートや金銭面、出血頻度、介護度などによって
選択肢が変わりますので、社会福祉士とよく相談しましょう。
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
グループホーム

× × × ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

特別養護老人ホーム

× ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○

有料老人ホーム

× × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ×

介護老人保健施設

○ ○ ○ × × × 〇 △ × 〇 × ○

医療療養型病院

○ ○ ○ × × 〇 △ 〇 △ × × ○

介護保険適用のある
病院のベッド

○ ○ ○ × × × × × × × × ○

サービス付き
高齢者住宅

× × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ×

小規模多機能施設

× × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

（※定期補充が必要な患者が利用するとした場合を表にしています。）
（※一覧表の条件は目安ですので、詳細に関しては希望する施設に直接お問い合わせください。）
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①担当医師がいる。

⑦外部の医療機関への受診ができる。

②日中に必ず看護師がいる。

⑧外来通院へは家族が連れて行く必要がある。

③夜間も必ず看護師がいる。

⑨外来通院のときにヘルパー利用ができる。

④医師・看護師がいない。

⑩認知症の診断や要介護認定が必要である。

⑤訪問看護が利用できる。

⑪長期利用が可能である。

⑥医療保険が利用できる。

⑫金銭面での負担が少ない。

Q16. 何かあっても責任は持てないけれど…？
Q16. 何かあっても責任は持てないけれど…？
 血友病であってもそうでなくても、一番大事なのはおか
 血友病であってもそうでなくても、一番大事なのはおか
しいと思ったらすみやかに専門病院へ搬送することです。
しいと思ったらすみやかに専門病院へ搬送することです。
緊急対応に違いはありません。
緊急対応に違いはありません。
 緊急対応が必要な病気と言えば、脳卒中・脳梗塞・心筋
 緊急対応が必要な病気と言えば、脳卒中・脳梗塞・心筋
梗塞・大動脈解離などありますが、これらが起こりやす
梗塞・大動脈解離などありますが、これらが起こりやす
いのは高血圧症や脂質異常症、2型糖尿病、喫煙など
いのは高血圧症や脂質異常症、2型糖尿病、喫煙など
がある方です。これらが当てはまる方は多くいらっしゃる
がある方です。これらが当てはまる方は多くいらっしゃる
と思いますが、重篤な合併症を起こす可能性があると不
と思いますが、重篤な合併症を起こす可能性があると不
安に思ってはいないはずです。血友病だけ特別に身構
安に思ってはいないはずです。血友病だけ特別に身構
える必要はありません。
える必要はありません。
 基本的な緊急対応がしっかり出来ていれば、責任が生
 基本的な緊急対応がしっかり出来ていれば、責任が生
じることはもちろんありません。これはすべての病気に
じることはもちろんありません。これはすべての病気に
おいていえることですので、これを機に緊急対応をもう
おいていえることですので、これを機に緊急対応をもう
一度見直してみましょう。
一度見直してみましょう。
専門病院：
専門病院：
診療科：
診療科：
連絡先：TEL
連絡先：TEL

科／担当医：
科／担当医：

病院
病院

あ
あ
あ
あ

まめ知識⑯ 緊急時の対応について（※血友病に限らず）
まめ知識⑯ 緊急時の対応について（※血友病に限らず）
釈迦に説法とは思いますが、今一度ご確認ください。
釈迦に説法とは思いますが、今一度ご確認ください。
吐血
吐血
・
脈
意識
呼吸
・
脈
意識
呼吸
下血
下血
いずれかがおかしいと思ったら救急搬送を！！
いずれかがおかしいと思ったら救急搬送を！！
20

さらに合併症がある
血友病患者さんの
受け入れにあたって…
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Q17. 関節の曲げ伸ばしが難しい患者さんの対応は…？
関節の曲げ伸ばしが難しい患者さんの対応は…？
Q17.
 血友病性関節症による関節変形および可動域制限が
血友病性関節症による関節変形および可動域制限が

出てしまっている患者さんがいます。
出てしまっている患者さんがいます。
 その関節症が起こりやすいのは足・膝・肘関節があり、
その関節症が起こりやすいのは足・膝・肘関節があり、

足・膝であれば歩行の難しさが、肘で重症であれば顔が
足・膝であれば歩行の難しさが、肘で重症であれば顔が
洗えない・食べ物が口に運べないなどが生じている場合
洗えない・食べ物が口に運べないなどが生じている場合
があります。
があります。
 そのような関節症がある場合の対応は、リウマチ患者さ
そのような関節症がある場合の対応は、リウマチ患者さ

んや脳梗塞後に麻痺となった患者さんと全く同じ対応で
んや脳梗塞後に麻痺となった患者さんと全く同じ対応で
問題ありません。定期輸注をしている限り日常動作で出
問題ありません。定期輸注をしている限り日常動作で出
血しないと考えてよいです。
血しないと考えてよいです。

まめ知識⑰ 関節に不自由を感じている人の割合は？
関節に不自由を感じている人の割合は？
まめ知識⑰
不自由に感じている人の割合
不自由に感じている人の割合
足関節
足関節
膝関節
膝関節
股関節
股関節

５２．２％
５２．２％
５９．５％
５９．５％
１６．８％
１６．８％

肘関節
肘関節
肩関節
肩関節

４８．４％
４８．４％
１６．４％
１６．４％

※患者自身の実感です。血友病
※患者自身の実感です。血友病
性関節症の程度は言及しておら
性関節症の程度は言及しておら
ず、可動域制限が狭く日常生活
ず、可動域制限が狭く日常生活
動作が困難である人の割合では
動作が困難である人の割合では
ないのでご注意ください。
ないのでご注意ください。

＜平成25年度 血液凝固異常症のQOLに関する研究より＞
＜平成25年度 血液凝固異常症のQOLに関する研究より＞
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Q18. 抗血栓薬・抗凝固薬を内服しているのですが…？
Q18. 抗血栓薬・抗凝固薬を内服しているのですが…？
 血友病は出血性疾患だと学んだのに抗血栓薬・抗凝固
薬を内服？と思われるかもしれませんが、重症度や凝
 血友病は出血性疾患だと学んだのに抗血栓薬・抗凝固
固因子製剤の定期輸注に伴い、血栓症を発症すること
薬を内服？と思われるかもしれませんが、重症度や凝
は十分あります。
固因子製剤の定期輸注に伴い、血栓症を発症すること
は十分あります。
 抗血栓薬・抗凝固薬の開始・調整の基準に関しては専
門医に任せるしかありませんが、間違いではありません
 抗血栓薬・抗凝固薬の開始・調整の基準に関しては専
のでご留意ください。
門医に任せるしかありませんが、間違いではありません
のでご留意ください。
まめ知識⑱ 抗血栓薬・抗凝固薬の内服基準について
まめ知識⑱ 抗血栓薬・抗凝固薬の内服基準について
軽症

軽症

中等症

重症

＞30%
軽症

5-30%
軽症

1-5%
中等症

＜1%
重症

5-30%

＞30%

1-5%

＜1%
あり

CHADS2
≧2CHADS2＜2
≧2

あり

CHADS2

＜2

≧2 CHADS2 0
≧2

定期補充療法
定期補充療法

0

なし

なし

低用量
治療なし
アスピリン
低用量
ワルファリン
治療なし
R. E. G. Schutgens et al. Anticoagulation
therapy in haemophilia. Hämostaseologie 2013より引用
アスピリン
ワルファリン

CHADS
R. E. G. Schutgens et al. Anticoagulation ＜
therapy
in2スコア＞
haemophilia. Hämostaseologie 2013より引用
危険因子＜ CHADS スコア＞
2
C 危険因子
Congestive heart failure（心不全）
Hypertension（高血圧）
CH Congestive
heart failure（心不全）
Age（年齢75歳以上）
HA Hypertension（高血圧）
Diabetes Mellitus（糖尿病）
AD Age（年齢75歳以上）
Stroke/TIA（脳卒中/一過性脳虚血発作）
DS2 Diabetes
Mellitus（糖尿病）
S2

点
点1
11
11
11
12

※6点満点で、スコア3 以上の脳卒中発症率は≧ 5 %/年と高い。

Stroke/TIA（脳卒中/一過性脳虚血発作）

2

※6点満点で、スコア3 以上の脳卒中発症率は≧ 5 %/年と高い。
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Q19. 肝臓が悪い患者さんですけど…？
Q19. 肝臓が悪い患者さんですけど…？
 医原性（以前の凝固因子製剤による）のC型肝炎から肝
 医原性（以前の凝固因子製剤による）のC型肝炎から肝
硬変に至っている方がいらっしゃいます。その場合は、
硬変に至っている方がいらっしゃいます。その場合は、
食道静脈瘤破裂などを念頭に置いておきましょう。
食道静脈瘤破裂などを念頭に置いておきましょう。

（※各施設の急変時対応マニュアル通りで構いません）
（※各施設の急変時対応マニュアル通りで構いません）

 食道静脈瘤破裂などによる吐血は、凝固因子製剤をい
 食道静脈瘤破裂などによる吐血は、凝固因子製剤をい
くら投与しても止血出来ません。すみやかに緊急内視鏡
くら投与しても止血出来ません。すみやかに緊急内視鏡
が出来る消化器内科があり、血友病診療が出来る病院
が出来る消化器内科があり、血友病診療が出来る病院
に搬送するだけで、特別な対応は必要ありません。
に搬送するだけで、特別な対応は必要ありません。
 上述のように医原性のC型肝炎罹患者もいらっしゃいま
 上述のように医原性のC型肝炎罹患者もいらっしゃいま
す。針刺しには注意してください。
す。針刺しには注意してください。
（※ご存知の通り、スタンダードプリコーションで十分です）
（※ご存知の通り、スタンダードプリコーションで十分です）
救急車をお願いします。
救急車をお願いします。
吐血は凝固因子製剤の
吐血は凝固因子製剤の
みでは止血出来ないよ。
みでは止血出来ないよ。

※血圧低下などで血友病
診療医（主治医）がいる病
※血圧低下などで血友病
院へ搬送が間に合わない
診療医（主治医）がいる病
場合、主治医にも連絡して
院へ搬送が間に合わない
下さい。搬送先の担当医師
場合、主治医にも連絡して
に凝固因子製剤の投与量
下さい。搬送先の担当医師
などを電話でお伝えさせて
に凝固因子製剤の投与量
いただきます。
などを電話でお伝えさせて
いただきます。

まめ知識⑲ 針刺しで医療者が感染する確率について
まめ知識⑲ 針刺しで医療者が感染する確率について
血液1ml中のウイルス量
(コピー/mL)
血液1ml中のウイルス量
(コピー/mL)
針刺し1回あたりの感染確率
針刺し1回あたりの感染確率

HBV
HBV

HCV
HCV

HIV
HIV

７-９
５-７
３-５
１０７-９
１０５-７
１０３-５
１０
１０
１０
約３０％ 約３％ 約０．３％
約３０％
約３％ 約０．３％
HBV：B型肝炎ウイルス HCV：C型肝炎ウイルス HIV：ヒト免疫不全ウイルス

HBV：B型肝炎ウイルス HCV：C型肝炎ウイルス HIV：ヒト免疫不全ウイルス

※感染確率は低いですが、各施設の血液曝露後の対応に準じて対応してください。
※感染確率は低いですが、各施設の血液曝露後の対応に準じて対応してください。
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Q20. HIV感染があるみたいですけど…？
Q20. HIV感染があるみたいですけど…？
 Q19同様、医原性のHIV感染症を認める方がいます。
 「薬害エイズ」という言葉を耳にしたことがあるかもしれ
Q19同様、医原性のHIV感染症を認める方がいます。
「薬害エイズ」という言葉を耳にしたことがあるかもしれ
ませんが、それがまさにこの事です。
ませんが、それがまさにこの事です。
 以前は有効な治療がなく死に至る病気でしたが、医療
 の急速な進歩により、内服にてウイルスを抑え込むこと
以前は有効な治療がなく死に至る病気でしたが、医療
の急速な進歩により、内服にてウイルスを抑え込むこと
が出来るようになりました。寿命に関して現在は一般人
が出来るようになりました。寿命に関して現在は一般人
並みに近づいています。
並みに近づいています。
 感染力が非常に弱いため安心していただいて構いませ
 んが（HCVの方が感染力が高い）、Q19同様、針刺しに
感染力が非常に弱いため安心していただいて構いませ
んが（HCVの方が感染力が高い）、Q19同様、針刺しに
は注意してください。
は注意してください。
（※スタンダードプレコーション以外気を付けることはないです）
（※スタンダードプレコーション以外気を付けることはないです）

内服すれば問題なし！！
内服すれば問題なし！！

まめ知識⑳ HIV（エイチ・アイ・ブイ）とAIDS（エイズ）について
まめ知識⑳ HIV（エイチ・アイ・ブイ）とAIDS（エイズ）について
２つの言葉を混同していることが多いので要注意です。
２つの言葉を混同していることが多いので要注意です。
HIV
HIV

ヒト免疫不全ウイルスのこと。
ヒト免疫不全ウイルスのこと。
感染しているだけならHIV感染症と言います。
感染しているだけならHIV感染症と言います。
HIVに感染し、免疫不全を発症している状態。

AIDS（エイズ）
HIVに感染し、免疫不全を発症している状態。
エイズ＝後天性免疫不全症候群。
AIDS（エイズ）
エイズ＝後天性免疫不全症候群。
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Q21. 透析が必要な患者さんですけど…？
Q21. 透析が必要な患者さんですけど…？
 止血しづらい人にあの太い針を刺しても大丈夫？と心配
 止血しづらい人にあの太い針を刺しても大丈夫？と心配
されると思いますが、血管に針がしっかり刺さっている間
されると思いますが、血管に針がしっかり刺さっている間
は出血はしません。
は出血はしません。
 ただし、下記の点が通常の透析患者とは異なります。
 ただし、下記の点が通常の透析患者とは異なります。
○重症血友病の場合
○重症血友病の場合
①ヘパリン等の抗凝固薬の使用が不要。
①ヘパリン等の抗凝固薬の使用が不要。
②透析終了時に凝固因子製剤を投与する。
②透析終了時に凝固因子製剤を投与する。
（※穿刺ミスをした場合は凝固因子製剤の投与が必要です）
（※穿刺ミスをした場合は凝固因子製剤の投与が必要です）
○軽症～中等症血友病の場合
○軽症～中等症血友病の場合
①抗凝固薬使用量が少ない（ヘパリン500単位程度）。
①抗凝固薬使用量が少ない（ヘパリン500単位程度）。
②凝固因子製剤の投与が必要。
②凝固因子製剤の投与が必要。
（※シャント穿刺は動脈穿刺と同じく侵襲度が高いため）
（※シャント穿刺は動脈穿刺と同じく侵襲度が高いため）

まめ知識㉑ 腹膜透析について
まめ知識㉑ 腹膜透析について
凝固因子は小さいため（特に第Ⅸ因子）、透析液中に大量に
凝固因子は小さいため（特に第Ⅸ因子）、透析液中に大量に
漏れ出してしまい、血中凝固因子活性低下による止血困難を
漏れ出してしまい、血中凝固因子活性低下による止血困難を
きたした方がいるためお奨めしません。シャントに針を刺す程
きたした方がいるためお奨めしません。シャントに針を刺す程
度では止血困難にならないこと、針を刺すことには慣れている
度では止血困難にならないこと、針を刺すことには慣れている
こと、透析終了時に定期輸注として凝固因子製剤が投与でき
こと、透析終了時に定期輸注として凝固因子製剤が投与でき
るメリットがあるので、血液透析がよいと思います。
るメリットがあるので、血液透析がよいと思います。
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患者さんからのメッセージ
私は血友病Ａとして生を受け、凝固因子製剤（製剤）がなかった
時期を過ごしてまいりました。高校２年生の時に製剤が出来、生ま
れて初めて体育の授業に参加し、クラス仲間とグランドを走った時
の感動は今でも忘れられませんし、修学旅行で長崎に行ったとき
の写真を家族が見て喜んだことも昨日の事のように鮮明に覚えて
おります。それほど製剤が出来たことは患者自身やその家族に与
えた影響は大きかったです。また、家庭で自己注射が認められて
以降は大きな出血も減り、より自分らしく生活を送ることが出来て
おります。残念ながら非加熱製剤の時にHIV・HCVに感染してしま
いましたが、その治療を行いながら同じ境遇の仲間やＨＩＶ陽性者
の支援する活動に奔走する日々を送っています。
そのような活動をしているときに血友病治療やHIV・HCVのことで
ふと不安を感じることがありました。それは勿論、専門病院を受診
できる時はありませんが、突然の頭蓋内出血や内臓出血で専門
病院以外に受診することになった時や歯科治療の時、肝臓の具合
や関節の具合が悪くて身の回りの事が出来ずに長期療養が必要
になったとき（医療体制の変遷に伴い専門病院に長期入院が出来
なくなったため）のことを考えたときでした。しかし、広島大学附属
病院藤井輝久先生をはじめエイズ対策室の皆様のご尽力でこの
ようなパンフレットが作成されたことでその不安も幾分和らぎ、喜ん
でおります。そして、専門病院でない医療従事者の方々がこのパ
ンフレットで実際の血友病治療や介護に興味を持って頂くことが出
来れば、私達患者らは今後に不安を抱かず安心して生活出来る
ようになりますので、今後ともよろしくお願いします。「皆様のことを
患者は待っています！」ということをお伝えさせていただき、患者
代表のメッセージとさせていただきます。
故 藤原 良次
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