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は じ め に

輸血学の進歩は，麻酔学と並んで，従来では手

が付けられないような複雑で大きな外科手術を可

能にし，外科学の発達に大きく貢献した。顎顔面

外科領域においても，広範な顎切除手術，頸部郭

清を伴う悪性腫瘍手術，あるいは外科的矯正手術

などの，今日に見るめざましい発展は，これらに

負うところが極めて大きい。

さて，多量の出血に対して，輸血法が確立され

てからは，他家から供給を受ける同種血輸血が従

来行われてきた。しかし同種血輸血は，HBV,

HCV, HIV などの輸血後感染や移植片対宿主病

（graft versus host disease，以下 GVHDと略す）

などの重篤な副作用があり，それらに対する有効

な対策が成されているとはいえ，未だに完全には

回避できないのが現状である。しかし，これらの

副作用は，すべて他人の血液を輸血することに起

因するもので，自分の血液を用いる自己血輸血な

らば，これら副作用の心配はまったくない。そこ

で血液供給量などいくつかの問題があるとはい

え，適応できる症例に対しては，可及的に自己血

輸血で対処すべきであると言うのが現在の方向性

であり，薬害問題などがクローズアップされてい

る折り，厚生労働省も積極的に本法を推進してい

る。

自己血輸血は，出血量がある程度予想され，予

定して実施できる待機的手術に適用されるもの

で，整形外科や心臓外科手術で多く用いられ，中

でも簡便な液状保存貯血式自己血輸血が多用され

ている。しかし本法は，血液の保存期間が短く，

貯血による貧血の状態で手術に臨まなければなら

ないなどの欠点がある。そこで術前に造血因子エ

リスロポエチン（Erythropoietin，以下 EPOと略

す）を投与し，術前貧血を回避しながら貯血する

方法が開発された。私たちも術前の全身状態が良

好で，出血量がある程度予想される待機的な外科

的矯正手術に対して，社会的要請に答える意味も

含めて本法を実施し，良好な結果を得ている。

そこで本稿では，自己血輸血を中心に輸血療法

について概説するとともに，EPOを用いた液状

保存貯血式自己血輸血を経験したので，臨床的な

有用性についてその概要を述べる。

�．自己血輸血療法について
１．輸血療法の歴史的背景１）

輸血に関する記述は，古く６世紀Arthur 王の

時代にさかのぼることができるが，科学的な輸血

への期待は，１６１６年W. Harvey による，心臓の

動きと血液についての“血液循環論”に負うとこ

ろが大きく，１６６５年R. Lower は動物から動物へ

の輸血に成功している。その後動物血輸血などが

行われていたようであるが，結果は恐ろしいもの
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であった。１８２９年 J. Blundell は注射器を発明

し，動物血輸血を否定し人血輸血を提唱，産後出

血の産婦に輸血して，５／１０の成功例を Lancet

に報告している。しかし溶血による死亡例が多

く，１８７５年 Landois はその危険性を強調した。

その後，１９０１年 Landsteiner によってABO式

血液型が発見され，輸血死亡事故の主因が血液型

の不一致であることが判り，近代輸血学の幕開け

となった。ついで１９１４年Hustin を初め多くの研

究者が，血液凝固阻止剤としてクエン酸ナトリウ

ムの有効性を報告し，現在の輸血療法がほぼ確立

した。１９３６年にはシカゴにBlood Bank が設立さ

れ，日本にも１９５６年日本赤十字社による血液銀行

が設置されて，多大な貢献を残し現在に至ってい

る。しかし１９６０年代には，オーストラリア（HB）

抗原による輸血後肝炎が問題となり，ついで輸血

によるGVHDが報告されるに至り，輸血による

副作用が問題となってきた。その後，成分輸血の

導入やさまざまな副作用の予防措置が取られるよ

うになったが，未だそれらを完全には回避できな

いのが現状である。自己血輸血は希な血液型の症

例に対して，１９７０年代に試みられたのが最初であ

るが，現在では副作用の回避に大きく貢献してい

る。

２．輸血の副作用と自己血輸血の必要性

輸血療法の貢献度は極めて大きいが，一般的に

行われている同種血輸血２）３）は，他人の血液を輸血

するため，表１に示すように多くの副作用の危険

性がある。これら副作用に対しては，さまざまな

対策がとられているが，完全には回避できないの

が現状であり，“輸血のガイドライン４）”では，同

種輸血を一種の臓器移植と考え，一定のリスクを

伴うことを念頭に適応を決定し，必要最小限の輸

血をするよう指導している。

輸血感染症：最も問題になるのはウイルス性肝

炎であるが，HBVに関しては当初は大問題で

あった。しかし，１９７６年以降現行の抗原スクルー

ニングが行われるようになってからは，ほとんど

問題にならなくなった。HCVについては，非Ａ

非Ｂ型肝炎のうちＣ１００抗体を用いた検査でも，

約３０％が陰性となるため，長い間完全にこれを回

避できなかった。しかし，１９９２年以降第二世代の

測定系の導入により，HCV感染を明らかにでき

るようになり，輸血によるHCV感染が激減し

た。また，エイズについては，HIV抗体検査で

１９８７年の献血者１０万人当たり０．１３４人のHIV陽性

者が人含まれていたが，１９９９年の調査では１，０２６

人に増加している５）。最近ではこのように，これ

らウイルスに関して厳密な抗体検査が行われてい

るとはいえ，感染してから抗体ができるまでの，

ウイルス量の多いウインドウピリオドを考える

と，感染の危険を完全に回避できないのが現状で

ある。

GVHD６）：輸血されたリンパ球が死滅せずに生

着増殖して，逆に患者（被輸血者）の組織を非自己

として攻撃する反応である。輸血後１～３週後に

発熱，紅斑，肝障害，下痢，骨髄無形成，汎血球

減少症，敗血症，多臓器障害によって９０％以上は

死亡する疾患である。従来は免疫不全のある被輸

血者に起こることが知られていたが，通常の輸血

でも起こることが明かとなった。すなわち，図１

に示すように，供血者が homozygote な組織適合

性抗原HLAをもち，患者が類似のHLA型を

もっている場合，移注されたリンパ球を異物と認

識できず，リンパが増殖して患者を攻撃すること

でGVHDを起こす。GVHDは人種の均一性が高

い日本人では約１／３００の確率で起こり，欧米人の

３倍以上と言われている。これを予防するために

図１
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は輸血血液への放射線照射が有効であるが，完全

には回避できていないのが現状である。

以上二つが特に重視される副作用であるが，自

己血輸血であればこのような危険性はなく，同種

免疫や過敏反応の危惧もない。また不適合輸血な

ども管理上のミス以外には考えられず，免疫抑制

作用の予防にも有利である（表２）。

３．自己血輸血の適応症

前述のように，自己血輸血は同種血輸血の副作

用を回避できる有効な手段である２）。そこで表３

に示すように希な血液型の場合や，副作用予防が

本来の目的であったが，輸血を必要とする程度

で，出血量があらかじめ予測でき，全身状態が比

較的良好な症例の待機的手術には広く応用でき，

積極的に取り入れるべき方法と考えられる。しか

し，血液保存期間が短いこと，多量の採血は術前

に貧血を招き貯血量に限界があること，また循環

動態への悪影響など，解決しなければならない多

くの問題点があり，種々の方法が考案されてい

る。また採血や血液の保存管理を個々の施設で行

うため，管理上の繁雑さやミス，細菌汚染，ある

いは使用されなかった場合の血液の処置などの問

題もある（表４）。

４．自己血輸血法の種類

自己血輸血は，循環動態にできるだけ影響を与

えずに，血液供給量を増加させるかが第一の課題

で，さまざまな方法２）７）８）９）が行われている。

１）希釈式自己血輸血法

本来は手術直前，全身麻酔導入後に自己血を採

血し，この血液を出血時に供するものである。採

血された術前の患者には，デキストランなどの膠

質液を補液し，患者の循環動態を確保しつつ，血

液を希釈状態にする方法である。本法では，手術

中に実際失われる赤血球量は，血液が希釈されて

いるために，血液量の喪失よりも少なくてすみ，

輸血される自己血は新鮮で，血小板を多く含んで

おり，術後出血も軽減できる。しかし，低酸素血

症や急激な循環動態の変動などの危険があり，自

己血の量に限界がある。

２）回収式自己血輸血法

表１ 同種血輸血の合併症

１．輸血感染症
１）HBV
２）HCV
３）HIV
４）HTL－１
５）CMVなど

２．同種免疫
１）赤血球
２）白血球（HLA）
３）血小板
４）血漿蛋白

３．GVHD
（移植片対宿主病）

４．免疫抑制作用
５．不適合輸血
６．発熱性副作用
１）抗白血球抗体
２）抗血小板抗体

７．過敏反応
１）アレルギー
２）アナフィラキシー

表２ 自己血輸血の利点

１．輸血後感染症の危険性がない
２．同種の赤血球・白血球・血小板・血漿蛋白に感

作される危険がない（同種免疫防止）
３．GVHDの危険がない
４．免疫抑制作用の予防
５．溶血・発熱・アレルギー反応の免疫反応がない
６．術前の反復採血で赤血球新生が刺激される
７．同種血輸血の節減

表３ 自己血輸血の適応

１．術前状態が良好で緊急を要さない症例
２．出血量が予測でき，輸血を必要とする症例
３．希な血液型の症例
４．既往歴に輸血の副作用のある症例
５．既に免疫抗体がある症例
６．大量出血
７．宗教的信条
８．僻地などで血液供給が困難な場合

表４ 自己血輸血の問題点

１．貯血量の確保に限界がある
２．採血による循環動態への悪影響
３．細菌汚染の危険性
４．採血・保存に人手や管理が必要
５．取り連え事故（事務的ミス）
６．使用されなかった自己血の処理

歯科学報 Vol．１０１，No．１２（２００１） １１６７
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産婦人科の子宮外妊娠や心血管外科手術など，

出血の予想が困難で，急激な多量の出血を起こす

ような手術に適応される。出血した血液に抗凝固

剤を添加しながら回収し，回収血液から赤血球を

分離し，洗浄赤血球を回収する方法である。感染

の危険性もあり，また凝固因子や血小板を含まな

いことも欠点で，特殊な手術に限定される輸血法

である。

３）貯血式自己血輸血法

ある程度の出血が予想される手術の前に，あら

かじめ採取した血液を貯血しておき，手術時の出

血量に応じて輸血する方法である。本法には，採

血した血液を凍結保存して貯血する凍結保存法

と，低温で液状保存する液状保存法がある。前者

は，長期間の貯血が可能で，多量の血液を確保で

きるが，大規模な設備が必要で実施が難しい。し

たがって，貯血期間に限度があり，貯血量に制約

があるものの，後者が一般的であり，私たちも液

状保存法を用いている。

本法は，特殊な器具を用いなくてよく，簡単で

廉価，全血輸血ができるが，１～６℃で液状保存

するため，貯血保存期間が３週間と短く，単純採

血法では，貯血量に限度があることや，術前に貧

血を招くなどいくつかの問題点がある（表５）。そ

こで，貯血量の増量を図るために，採血した血液

を一部返血しながら採血していく Leap Frog 法

（図２）や採血して血液を全量返血しながら，次第

に多量に採血して行くスイッチバック法（図３）な

どが実施されている。しかし，これらは患者の負

担が大きく，手間がかかりあまり行われなくなっ

てきた。そこで，手間のかからない単純採血法

で，ある程度の貯血量が確保できるよう開発され

表５ 液状保存貯血式自己血輸血の利点欠点

利点
１．特別な器械，設備が不要
２．簡単で廉価
３．全血輸血ができる

欠点
１．保存期間が短く，貯血旦に限界がある
２．術前に貧血を招く可能性がある
３．保存中の血液成分の変化
４．手術が延期や中止になった場合

表６ 対 象

顎口腔外科領域の自己血輸血施行手術予定患者
（とくに顎変形症患者）の中で，下記条件を満たし，
かつ本法に応用に本人の同意が得られた症例を対象
とする。

１）年齢が１８～６０歳，体重が４５～７０kgの範囲にあ
る症例（１７歳以下の場合は，保護者の同意により
症例ごとに検討する）

２）予想出血量（術中および術後の総出血量）が
１，０００～２，０００ml 程度の手術症例とし，大量輸血
が予想されない症例

３）投与開始前のヘモグロビン濃度（Hb）が１２～１５
ｇ／dl にある症例

４）入院・外来にかかわらず本剤の規定の投与が可
能な症例

図３
図２
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たのが，EPOを用いて増血を測りつつ貯血して

いく液状保存貯血式自己血輸血法である。

４）EPOを用いた液状保存貯血式自己血輸血

法２）９）１０）１１）

前述のように，単純採血法による液状保存貯血

式自己血輸血が操作法や保存法の簡単さから，小

規模施設では最も多く用いられている。しかし，

本法では貯血した血液の保存期間が短く，従来の

ように鉄剤の投与のみでは，採血による高度な貧

血を十分に回復させることは困難であり，多量貯

血の要請と貧血との間には相反する矛盾があっ

た。しかしながら，近年，多量貯血による貧血の

回復を計る目的で，造血因子EPOが着目される

ようになり，これを臨床応用した液状保存貯血式

自己血輸血が各分野で試みられ，良好な結果が報

告されている。

EPOは本来，腎性貧血の治療薬として用いら

れており，１９５６年 Jacobson１２）により腎臓に存在す

ることが発見された。その後，１９８５年に Jacobs１３）

が遺伝子クローニングを応用した遺伝子組換え

EPO（以下 rhuEPO）の抽出に成功して以来，バイ

オ技術によって多量に供給されるようになり，

rhuEPOは貧血を回避するために液状保存貯血式

自己血輸血にも応用されるようになった。

rhuEPOを用いた液状保存貯血式自己血輸血の造

血機序は，通常の自己血採取に伴う貧血により，

腎臓からの内因性EPO分泌亢進に加えて，投与

した多量の rhuEPOによって骨髄中の後期赤芽

球系前駆細胞（CFU－E）が刺激され，赤血球造血

亢進が惹起される（図４）。

�．rhuEPOを用いた液状保存貯血式自己血輸血
の臨床応用

１９９３年１１月，顎顔面領域における自己血輸血へ

の rhuEPOの健康保険適応が認可されるに先

だって，私たちは１９９２年４月よりその有効性に着

目し，顎変形症手術を対象に本輸血法を行ってい

る。当初は静注用の rhuEPOしかなかったが，

その後１９９４年より皮下注用も市販され，簡単でよ

り有効な効果が得られるようになった。

１．目 的

口腔外科領域において rhuEPO液状保存貯血

式自己血輸血を行ってきたが，その臨床応用の結

果をもとに，口腔外科手術，特に外科的矯正手術

における，本自己血輸血法の有用性について検討

する。

２．実施方法

１）対象

対象症例は，１９９２年４月より１９９６年８月まで

に，東京歯科大学水道橋病院口腔外科において施

行した外科的矯正手術症例２９２例（輸血なし１９８

例，rhuEPO自己輸血［EPO群］５９例，従来の

表７ 除外基準

下記の患者は対象から除外する

１）妊婦，授乳婦あるいは妊娠の可能性のある女性
２）薬剤アレルギーなどの特異体質症例
３）コントロール困難な重症の高血圧症例
４）血液凝固系に異常を有する症例
５）明かな溶血症状を伴う症例
６）血栓症の既往のある患者
７）極端な鉄欠乏または鉄過剰の状態にある症例
８）中等度以上（GOT, GPTが１００以上）の肝機能障

害を有する症例
９）汎血球減少症，悪性新生物，重症感染症，その

他重篤な合併症を有する症例
１０）その他，医師が対象として不適当と判断した症

例

図４
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自己輸血［nonEPO群］３２例，同種輸血３例の実

績のうち，データの完全なものを用いた。このう

ち rhuEPO自己輸血を行ったものは，前田ら１４）を

準用した表６に示す対象基準を満たし，かつ表７

の除外基準に抵触しない症例で，本法による自己

血輸血に対して同意の得られた５９例を対象とし

た。なお，ここに示すデータは，これまでに当科

で発表したもの１５）１６）１７）１８）１９）の抜粋である。

２）使用薬剤

エリスロポエチンは，静注用 rhuEPO：エポジ

ン�（EPOSIN），皮 下 注 用 rhuEPO：エ ス ポ�

（ESPO）（１９９４．１０よ り）を 用 い，鉄 剤 は，静 注

用：フェプゾール�および内服：フェロミア�を用

いた。

３）投与方法および採血スケジュール

投与方法および採血スケジュールは，図５に示

す通りである。なお採血基準は，American Asso-

ciation of Blood Bank の 基 準２０）に 準 処 し た（表

８）。

３．結 果

１）採血による術前貧血に対するEPOの効果

表８ 採血基準

１．血液検査所見：Hb１１ｇ／dl，Ht３３％以上
２．年 齢：１０歳以下，７０歳以上は慎重に判断
３．体 重：４０kg以下は慎重に対処＊

４．血 圧：最高血圧１７０mmHg以下，
９０mmHg以上

５．採血量：１回４００ml を上限とする
（採血量＝４００ml×体重／５０kg）＊

６．採血間隔＝１週間前後が望ましい
最終採血は術前３日前まで

７．鉄剤投与を要する

図６
図５

図７ 図８
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前述の対象基準に合致して，EPO投与を行っ

て貯血した群（EPO群）と投与せずに採血を続け

た群（nonEPO群）の各パラメータは，絶対値では

対象の貧血状態のベースが異なり比較できないた

め，採血前の値を１とした回復率で比較する。ヘ

モグロビン（Hb）（図６），赤血球数（RBC）（図７）

ともに，同様の回復傾向を示しているが，術前入

院時にはHb，RBCともにわずかではあるが上昇

傾向を示している。図８は，網状赤血球の回復率

を示したものであるが，EPO群が nonEPO群よ

り早期に，網状赤血球は赤血球に先駆けて増加傾

向を示した。

また，貯血分を含めた total の Hb 増加量を，

前田ら１４）の有効性評価の計算式で評価すると，

EPO皮下投与群では，有効以上が６１．３％でやや

有効を含めると９５．６％に効果が認められ，静注用

では１００％有効であった。一方，瀉血刺激だけで

造血を期待する nonEPO群では，３９．１％のみに

造血効果は留まった。

図９は，EPO群（皮下投与，静注）と nonEPO

群のHb増加量を各々プロットしたグラフである

が，EPO群と nonEPO群では，５％の危険率で

有効性に有意差があり，静注群がもっとも有効で

あった。

２）術後の貧血状態回復に及ぼすEPOの効果

ついで，術後の貧血回復に対する有効性である

が，８００～１，０００ml 術中出血した群を例にとると，

Hbと RBCの回復率は，術後２週間でEPO群で

は，採血前のレベルまで回復している。しかし

nonEPO群ではその半分以下にしか回復していな

い。（図１０，図１１）この傾向は８００ml 以下の出血

群，１，０００ml 以上の出血群にも同様に認められた。

４．まとめ

１）EPOの術前投与による，採血に伴う貧血改

善効果は，EPOを投与しなかった群に比べ，

術直前ではHb，RBCともに僅かであったが，

貯血分の total では明らかに造血効果を示して

いた。また，EPO群では早期に網状赤血球の

増殖効果が認められ，貧血回復の予備力が術前

に形成されることが明かとなった。

図１０

図９

図１１
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２）術後の貧血状態回復に及ぼすEPOの効果に

ついては，術前に投与したEPOの効果が持続

し，術後に著しい造血効果をもたらし，液状保

有自己血輸血に対して，EPOの投与が極めて

有用であることが明かとなった。

お わ り に

以上，自己血輸血についての概要と，口腔外科

領域におけるエリスロポエチンを用いた液状保存

貯血式自己血輸血の有用性について，当科で実施

した顎変形症手術に応用した実績をもとに述べ

た。最近当科では，年間百数十例に及ぶ顎変形症

手術例があり，手術手技も向上し輸血を必要とす

るほど出血させることもなく，上下顎同時移動術

にのみ本輸血を用意するようになった。このよう

に輸血を必要とする症例が少なくなったとはい

え，顎変形症手術では解剖学的に多量出血が予想

されたり，突発的な出血の危険性もあり，安心し

て手術を行う上で本法の有用性は計り知れない。

今後は，免疫系統に抑制的に働かないといわれて

いる自己血輸血の特性を，出血の多い悪性腫瘍手

術に展望を求めて行きたい。

なお，本稿の要旨は平成７年度東京歯科大学学長奨
励研究報告として，第２５９回東京歯科大学学会総会（平
成８年１１月２日，千葉）において発表した。

謝 辞
稿を終わるにあたり，本研究を平成７年度東京歯科

大学学長奨励研究としてご採用くださいました石川達
也学長に深甚なる感謝の意を表します。
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