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である.ところで,昭和61年度には.日本の輸血におい

て,3つの新しい出来事が進行中である.

第-は.1回の献血量が従来の 200mlに加えて,節

しく 400mlも導入された.

第二は.血党または血小板の成分採血の導入された.

すなわち,昭和61年度は献血新時代に入った年であ

る.

第三は,血液を使用する医療側に向けて,輸血成分の

適正使用のガイドラインが作成され,その普及が押し進

められている.

現代のペス トとも言われるエイズの伝染から日本を守

るためにも,急に増加している血繋分画製剤の原料を何

とか,日本人の献血により賄おうという考えがある.

本日のシンポジウムはこれらの時代的背景をもとに,

医療の第一線で輸血を考えている各科の代表者に,現状

と今後の有 り方についてご報告戴いた.

プログラムには無かったが,第二内科の下条先生に膜

による血堂交換の指定発言を戴 くことにした.また,

guestspeakerには,国立予防衛生研究所の血液製剤

検査を担当している吉原先生から,血液製剤によるウイ

ルス感染症について,ご報告戴く.

1)『貧血患者への赤血球輸血について』
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Blood components used in Niigata Universithy Hospltalfor the past10yearswere

analyzed. Approximately, 14,000±1,000units of red cellcomponents were transfused

anually,whereasunitsoffreshfrozenplasma(plasma)increasedmarkedlyyearbyyear.

Bloodcomponentsandtheirnumbersusedforpatients inmedicalclinicsfrom April

1985toMarch1986werestudied. Tenoutof741eukemicpatientsweretransrusedonlyred

cell(mean;10.9units),and38casesweretransfusedredcell(mean;25.2units),platelet

(mean;401.5units)andplasma(mean;34.2units). Eightoutor14patientswithaplastic

anemia weretransrusedonlyredcell(mean;14.5units),and5Casesweretransrusedred

cell(mean;49.8units),platelet(mean;386.4units)andplasma(mean;14.2units). Of26

caseswithrenalinsufBciency,20withhepaticcarcinomaand12withlungcancer,onlyred

cellcomponentsweretransrused in 20cases(mean;4.9units),4cases(mean;9.0units)

and7cases(mean;7.3units),respectively.
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Packed red cellcomponentswerepassedthrough adepthtypeblood 氏lter,Sepacell,

manufactured in AsahiMedicalCo.,Ltd. Thenumbersorleukocyteandplateletinthe

fitted blood were negligible. Scanning electromicrographs of post-filtered membrane

showednumerousadhesionsorthosecells.

Ⅰnconclusion,Weshouldusepackedredcellmoreforanemicpatientswhoneedtobe

transrused 1to 2unitsdaily. On multiplered celltransfusions,using or別tered red

componentsisrecommendedsothatwecanavoidhazadousreactionduetocontaminated

bloodcellsotherthanredcell.

Keywords:bloodcomponents,filteredredcell,plasma,platelets,bloodfilter,

multipletransfusion
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最近,血窯が異常なまでに輸血されるために血党から

製造する血繋分画製剤の原料が枯渇している,ちなみに

昭和59年度に輸血されたアルブミンと加熱人血究蛋白の

総単位数を作成するためには,計算上,342万 リットルの

原料血繋が必要になる.同年度は,延べ約 831万人から

の献血があったが.献血された血液を全て血崇に分離し

ても,1人分 200mlの血液から 80mlの血崇が得られ

るとして,高々67万 リットルに しかならない.その差

275万 リットルの原料血党は,外国から輸入したことに

なる1).

他方,献血液から分離された赤血球製剤の一部は,倭

用されずに,保存期限切れになる事態も散見される.

このような血液使用のアンバランスを重く見た厚生省

は,昭和59年10月,血液事業検討委員会を設置した.検討

の結果は委員会が血液製剤の適正な使用のためガイドラ

イン2)として日本医事新報 No.3246(昭61.7.12に)記

載されている.

本稿では,新潟大学医 (歯)学部附属病院で使用され

た血液成分製剤の内訳について過去10年間の変動と,昭

和60年度の当院内科領域における赤血球輸血の現状につ

き検討する.

さらに,日本で製造された血液フィルターによる赤血

球製剤 (以下,製剤の代わりに成分と呼称)の純化およ

び従来の方法で製造された成分との比較成績3)の一部を

紹介する.

材料および方法

一般病床数 714を持つ新潟大学医学部附属病院と.同

歯学部附属病院の患者に使用する輸血用血液は全て,当

輸血部を経由して調達される.当院の輸血用血液には,

新潟県赤十字血液センター (以下センターと略称)が供

給する日赤血と,附属病院内で採血する院内血の 2種類

がある.今回の検索は.昭和51年度から昭和60年度の10

ヶ年を対象とした,

内科疾患における輸血成分の検討対象は,昭和60年度

に輸血された当院の内科患者のうち,輸血部宛の使用申

し込み用紙に診断名の記載のあった白血病74例,再生不

良性貧血14例,腎不全26例,肝臓癌20例.肺癌12例の合

計146例である.

輸血成分の内訳では,保存血を含め全血液は赤血球輸

血とみなし.赤血球成分のみを輸血された症例を R,こ

れに血小板成分が加わった症例を RP,さらに凍結血党

が輸血された症例を RPFとし,各疾患別に R,RP,

RPFなどの占める割りあいを求めた.

血液フィルターには.深層型フィルターに属する旭メ

ディカル社製 SepacellTM氏-500 (以下,セパセルと

略記)を検討材料とした.各血球数はコールタ一社のモ

デル SplusⅢ を用いて測定 した.また,セパセルに濃

厚赤血球 『日赤』を通過させた後.固定液を通過させ,

ポリエステル繊維膜の状況を走査電子顕微鏡により観察

した.

セパセル通過赤血球成分の純度比較には.セパセルと

同じ検索期間にセンターから供給されたイムガード通過･

白血球除去赤血球および解凍赤血球の各血球数を用い

た .

成績および考案

Ⅰ 血液成分の使用内訳

(1) 日赤赤血球成分の使用状況

センターから供給された赤血球成分単位数の使用内訳

を年度別に図示 した (図 1).

保存血は昭和54年度ころから減少 し.56年度以降は赤

血球濃厚液および他の成分 (白血球除去赤血球液,洗浄

赤血球)が50%以上を占めるように変化した.
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図 1 センターかLL,の赤IfTl球成分の使用lJJ訳

52 53 54 55 56 57 58 59 60 年度

因 望 院 内 採 彪 をこよる生鮮血の使用料の内訳

約11,000-13,00Ot.rr)問にあー-'た.

(2) 院内採血による全IfTLi･夜(711射り扶況

院内で採血された全血液LJTlうち.採lrIL僅4-5時間IJTl

内を生鮮血,採血後 4oC 保存 3L_り二l内を斯魚用Tlと区別

し_た.これrI'隼 (節)鮮血を使用し.た臨昧科を外科系と

内科系i･こ分けて.図示した (図 2).

院内全Lfrl液でも.年間ほほ一定柄の 2,OOO甲位が採血

されたが.その80-90与捌土外科系の臨妹に使用さ打てい

た.

52 53 54 55 56 57 58 59 〇〇 年度

図3 センターかIL-:,の新鮮凍結血･1,gtFFP)の
使用内訳

10IT三間に当院では,ほは一定偵すなわち.13,000-15,000

単位の赤血球成分が輸血されたことになる.

(3) 凍結fn栗 (FFP)の使f削郁jt

H赤新鮮凍結rfll登 (freshFrozenplasma,FFP)の

使Fll扶祝をJrt'l様に図示した (図3).

年増加している.なかでも昭紬60町勘ま.59年度のほは

2倍に増加したことが注f~~~lさわた.

lI 内科疾患における輸血成分の内訳

(1) 疾患別の成分構成の比較

当院LT_おいて附柚60年度に輸ifTlされ上代長的な内科疾

患.寸なトちE_L=fll病.再牛木良性結Lllt.腎不全.肝繊癌,

肺癌の疾患別に,輸血成分の占める割りあいを開示した

(図い.

白lfll病では.R群は1O例 (13年,,)と′連打亡い反ltli.RPF

群が38例でほぼ半数を占めた.自lflt病で(上 117:-叫苦闘こ

も種々の病態を呈するた拙 こ.輸血成lJlL')構成も多様に

なると考えられ/た.

再生不良性霧血および腎不全では,民群歯 8例鰭8%)

例が多か--,た.

肝臓癌および肺癌では.RPF群はなく,千-thi=こrfrl

甥を加えたRF群が12例 (6000)および2例 (17年,)

杏-1津)ていた.
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白 血 病 74例

再生不良性貧血 14例

警官 i' L主･ ,･･刊

肝 臓 癌 20例

肺 痛 12例
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図 4 代表的な疾患における輸血LJl内訳 (th'if'L16OfI:-度)
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図 5

(2) 疾患別の成分準位数の比較

臼Jfn病について.使用単位数を成分別に開示し.た (図

5).

赤Tfn球だけを輸血されたR群10例は平均10.9単位で.

その内.全血は2.5単位であ--'た.PR群19例で(rよ赤I~領

域15.5単位.血小板 140.2単位であ一一たが.3成分を輸

血された RPF群38例では赤血球25.2呼.tt:I_.血小板401.5

単位,凍結血奨34.2単位で:lT)i),赤血球成分の甲.位数か

多い例ほど,他の成分の単位数が増加していた.

155

ifi生･木上afJt:.壬･ilfuのR群8例では.平均14.5単位の輸血

去赤lfll球または洗浄赤血球が輸Ifllされた.とこ71が.

RPF群 5例で(･くL 赤IflL球49.8単位.血小板3 8.64単相,

凍結ItIl奨14.2qj.位がそれぞれ輸血された (図6上).

すなわち℡同じ疾患名であっても,病状をこより輸血き

れる成分の停頓と嶺が著しく異なることが示された.

腎不全,肝臓癌および肺癌におけるR群では,平均

4.9,9.0および 7.3単位が輸血された.この他 ‡〔llfll
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o赤血球成分(単位)10

再生不良性X血

赤血球だけの輸血 8桝

赤血球､血小板と

糠溝血義の輸血 5桝

腎 不 全

赤血呼1='けの輸血 20鋼

ff Jl 癌

赤血球だけの輸血 4鋼

肺 癌

赤血球だけの輸血 7eI

病や再生不良性貧血のそれより低値であった (図 6下).

この3疾患では,全血がそれぞれ平均0.5,5,および 5

単位輸血されたが,全血の代わりに赤血球濃厚液を使用

しても良かったと病態と考えられた.

ⅠⅠⅠ 血液フィルター 『セパセル』の検討

(1) 白血球および血小板の除去効果

セパセルいかによる赤血球とイムガード通過による白

血球除去赤血球および赤血球濃厚液を2単位ずつ凍結す

る解凍赤血球に含まれる赤血球数 (白棒),白血球数 (縦

縞棒).および血小板数 (灰色棒)の平均と標準偏差を図

示した (図 7).

3つの赤血球成分いずれも,混在する白血球数は,栄

熱件輸血副作用を起し得る 5×108よりずっと少なく.

白血球はほぼ満足すべきレベルまで除去されていた.普

た 1パック当りで比較すると,セパセル赤血球成分中の

血小板の混在は,他の 2つより低値であった.

(2) 血液痘過後のフィルターの形態

血液を通過させた後に固定し.フィルターの状況を走

査電子顕微鏡像を示す.

流入口に一番近い膜部では.太いファイバーの表面に

主として血小板が付着していた (図8).

中央部のポリエステル膜には.主として白血球と血小

板が付着していた (図9).

血液の出口に近い.細いポリエステル繊維には白血球

や血小板はほとんど認められず.洗い残された赤血球の

付着している像があった (図なし).

頻回に輸血される患者に好評な.21ゲージの注射針を
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用いて,従来の濃厚赤血球を輸血すると,しばしば針詰

まりはなく,円滑に輸血された.

保存 3日以降の血液に残存する白血球や血小板には,

その機能を期待できない.したがって,赤血球成分の輸

血には.従来の濃厚赤血球液の代わりに,他の血球混入

の少ない慮過赤血球成分を使用すべきと考える.
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ま と め

(I) 新潟大学匠 (歯)学部附属病院iこおける過去10

年間LTl輸血成分について検討した.

赤血球成分は年間,およそ14,000十二1,000単位輸血 さ

れたが,新鮮凍結血柴の単段数は,年々顕著な増加を示

した,

(tl) 昭和60句:･度 1年間i･こ各種の内科疾患患糾こ輸血

された成分と単位数を検討した.

(a) 白血病患者7′挿り中.10例には赤血球成分(八も

(､ド均10,9単位)か輸Inlされたが.3と滑車こは.赤Itrl球 (午

均25,2単位),血小板 (1'-一均4Ol.5甲甘)および血奨 (辛

均34.2単位)が輸ffTlされた.

(b) 再生不良性寮血且凄例中,8例をこぼ赤血球のみ

(平均14.5単位)の輸血が行なわれたが,5例糾 ま赤血球

(平均胤 8単位),血か坂 (平均386A単位)およびぬ撃

(平均11:1.2単相)が輸血された.

(C〕 腎不全26例.肝臓癌20例および肺癌12例の中で.

赤血球のみの輸血はそれぞれ宏8例 (平均4.9単位)および

･:1剛 いI;･均9.0単位)であ---た.
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図 9

(m) 旭メデカル社製造(I)深層判7 ( ルター.セJヾセ

ルを赤血球濃厚液を通過させた.

盛過後の血液中の白血球と血車板の数は無視できる値

であった.感過後のフィルタ-膜の走査電子顧徴鏡像は.

尭多数のこれら細胞の柑着を示していた.

結論として.貧血患者に 1[12叩一位以内の舶ftl球Ij.qf,)

を輸lfuする場合.これまでl二日二に舶fll球濃厚液を便Jf廿

べきである.樹小T)赤rn~l球成分だけを輸血には.赤Lf11球

以外の混在血球が引き起こす副作用を避けるためをこも亨

滅過赤血球成分の使用が推奨される.
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