
 

【一般演題】 

１．山梨県 I&A 委員会による相互査察を受審して－受審から 2年後の現状－ 

山梨厚生病院輸血管理室１）、山梨厚生病院呼吸器・心臓血管外科２） 

中嶋ゆう子１）、高野吉彦１）、清水由美１）、山寺陽一１）、橋本良一２） 

当院では平成18年12月13日に山梨県合同輸血療法委員会I&A委員会による相互査察を受審した。

受審後平成 19年 2月 14日付で相互査察結果が送付され、その後平成 19年 4月 25付で改善計画書

を提出した。この時点では指摘事項（改善すべき事項）１３項目中 2項目が改善され、残り 11項目

については改善計画案を報告した。 

今回、受審から２年経過し院内で再検討の必要性が取り上げられたことや、平成 20年 4月に行わ

れた輸血学会にて『小規模病院に対する I&Aの実施の意義について』が発表された際、県内小規模

病院（これまでに相互査察を受審し改善報告書が提出された 5病院）の改善すべき事項の改善率を

比較・調査したところ、当院の改善率が特に低くかったことから、相互査察受審 2年後の現状を再

確認することとなった。 

受審 2年後（平成 20年 12 月現在）指摘事項（改善すべき事項）13項目中 6項目改善されていた。

残り 7項目の内容はマニュアル全般の改定・作成であった。指摘されたマニュアルは輸血関連マニ

ュアル、血液保冷庫関連マニュアル、緊急時・時間外マニュアル、副作用マニュアル、自己血マニ

ュアルである。 

輸血管理室内単独で改善に取り組める事項については改善が進んでいるが、輸血療法委員会や医

師・看護師・病院管理者など他部署が関わる事項は思うように改善が進んでない。 

改善が進まない現状や指摘事項の重要性を考察し報告する。 

２．自施設で作成した合成血を用いた交換輸血の試み 

山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児科 

根本篤、野口佐綾香、小林真美、赤羽弘資、矢ヶ崎英晃、内藤敦 

交換輸血（ET）は新生児医療において広く用いられてきた治療手技である。本来 ETには全血製剤

を用いるべきであるが、緊急に入手することが困難であるため、MAP加赤血球濃厚液(RC-MAP)と新

鮮凍結血漿(FFP)を病棟で混ぜ合わせた簡易的な合成血が使用される傾向にある。しかし簡易合成血

では推奨される Ht（50-60%）に達しない。我々は供給された赤濃製剤を院内で遠心分離し MAP液を

除去した上で FFP・血小板(PC)を加えた合成血を 2004 年から作成している。今回安全性および有効

性につき報告する。 

【結果】対象疾患は敗血症 8例、消化管穿孔8例、黄疸 2例、貧血 3例。簡易な合成血で行ったも

のが 9例、MAP液を除去した合成血でおこなったものが 12例であった。後者のうち 2例が ET直後

に死亡したが原疾患によるものであった。また ET直後の Hb値は簡易法群で平均 10.4 g/dl に対し

MAP液除去群は平均 11.8 g/dl と有意に高かった（p=0.006)。 

【考察】本法は簡易法に比し安全かつ有効に交換輸血を行い得た。全血製剤に比しドナーが倍にな

る欠点はあるものの、緊急に行うべき新生児交換輸血において有効な方法である。 
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３．県内病院における「遡及調査ガイドライン」（輸血前後検査・患者検体保管）の対応状況につ

いて 

山梨県赤十字血液センター１）、東京都赤十字血液センター２）、山梨大学医学部附属病院輸血細胞治療部３）          

中村弘１）、田中均１）、 浅川澄江２）、岩尾憲明３） 

 

厚生労働省の「輸血療法の実施に関する指針」の一部改定と「血液製剤等に係る遡及調査ガイド

ライン」の通知により、輸血前後の感染症検査と輸血患者検体の保管の在り方が示され 4年余りが

経過した。現在の県内の対応状況を、主要 25病院にアンケート調査を行い分析した。 

 輸血前に指針どおりの項目を検査しているのは 4 病院（16％）だけだったが、輸血前の検体を全

病院で保管しており、輸血後感染症が疑われた場合に遡って検査することが可能だった。しかし、

そのうちの 8 病院（32％）は、赤血球輸血時のみの保管であり完全ではなかった。輸血後検査は、

14 病院（56％）で指針どおりの項目の検査体制を整えていた。しかし、検査のおおよその実施率が

50％を超えているのは 2 病院のみであった。 

輸血前の患者検体を、赤血球以外の輸血時も保管する体制をとること。輸血後検査について、実

施率を高めることが今後の課題である。 

 

 

 

４．輸血前後の感染症検査について―de novo B 型肝炎の症例を経験して 

都留市立病院 検査科 1) 薬剤科 2) 内科 3) 

新田 由起子 1) 斉藤 進 2) 小林 洋一 3) 保坂 稔 3) 

 

〔はじめに〕 

  平成 16 年 9 月厚生労働省は輸血前後の感染症マーカー検査の在り方について検討し、「輸血療

法の実施に関する指針」を一部改正した。今回 de novo B 型肝炎の症例を経験しその有用性につい

て考えさせられたので、報告する。 

〔症例〕 

77 歳、女性。平成 18 年 5 月 8 日、胃生検にて Bcell マーカー微弱陽性の悪性リンパ腫(DLBCtype)

と診断。同年5月31日～12月4日、R-CHOP療法8クール施行。その間 Ir-RC-MAP6単位、Ir-PC140

単位を輸血した。平成 20 年 8 月 20 日、HBs 抗原陽性。 

B 型肝炎の精査を行ったところ de novo B 型肝炎(化学療法による B 型肝炎既感染者の再燃)である

ことがわかった。 

〔まとめ〕 

 今回輸血後２年を経過し、B 型肝炎の感染が認められた。輸血前保管検体を検査することで、輸

血による B 型肝炎の感染でない事が確認できた。しかし、検体の保管には限界があり、指針通りの

検査項目をセット化し導入するきっかけとなった。 



５．高度進行肝細胞癌に対してリザーバー動注化学療法が奏功した B型慢性肝炎の一例 

山梨大学医学部第 1 内科 

岡田俊一、北村敬利、雨宮史武、井上泰輔、坂本 穣、前川伸哉、榎本信幸 

 

症例は 39 才男性。1990 年 2 月頃より腹部膨満感を自覚。症状の増悪を認め、7 月当科外来初診。

著明な肝腫大を認め、腹部エコーで肝右葉全体を占める腫瘤を認めたため入院となった。家族歴は

母親が 59 才で B 型肝硬変で死亡。血液データから eAb phase の B 型慢性肝炎と考えられ、肝障害

度 A と肝機能は良好であった。しかし AFP 180000、PIVKA-Ⅱ 211 と上昇あり、腹部 CT で肝右

葉を占拠する最大径 18cm の腫瘍および左葉内側区に径 2.5cm の腫瘍を認め、また門脈右枝から本

幹におよぶ腫瘍栓を伴っており、肝細胞癌 stageⅣA と診断した。手術は困難と判断され TAE も適

応とならないため、リザーバー動注化学療法を試みることとなった。週一回塩酸エピルビシン 20mg

の動注を続けたところ、約 1 年 8 か月間計 78 回の動注で腫瘍径は 6.6cm まで縮小し、門脈腫瘍栓

も消失したため、1992 年 4 月に肝拡大右葉切除術が可能となった。術後 16 年以上が経過したが、

患者は現在も無再発生存中である。 

 

【特別講演】 

急展開する B 型肝炎ウイルスの臨床 
国立国際医療センター 国府台病院 肝炎・免疫研究センター 溝 上 雅 史 

 

 B 型肝炎ウイルス(HBV)は発見されて 40 年にもなるが、現在も世界中に 4 億人の感染者が存在し

依然として公衆衛生上大きな問題である。近年 HBVの遺伝子型 (genotype)の存在が確認され、さら

にその genotype の臨床的意義が明らかになり、本邦における HBVそのものの概念が大きく変わった

ので紹介する。 

 我々は1988年当時塩基配列が判明していた全てのHepadna virusの塩基配列を用いて塩基配列の

違いを定量的に推定することが可能な分子進化学的な解析を行い、HBVの遺伝子変異速度が、ヒトの

それと比較すると約一万倍も速いこと、その結果、HBVは塩基配列に基づく分類（遺伝子型：genotype）

に分類出来ることを提唱した。現在ではA〜Hの8つのgenotypeが世界中で確認されている。 

 さらに、我々はこれらのHBV genotypeの世界的分布を世界中から約3,000検体を集め検討したとこ

ろ、欧米はAとD、アジアはBとC、東アフリカはAとD、西アフリカはE、北アフリカはD、南米はF、中

米はHというように、地域によりgenotypeが異なっていることを明らかにした。これは約500万年前

にヒトがチンパンジーと分岐後ホモサピエンスに進化し、この約20万年かけて世界各地に拡散して

いく途中で各々の地域にHBVが適応した結果と思われる。その結果現在各々のgenotype間の塩基配列

の違い約8%以上もなり、ヒトとチンパンジーのそれの違いの約５倍にも達している。 

 一方、同じHBV感染症であっても世界的に臨床像が違っていることは以前から報告されていた。例

えば、アジアではHBVは母児感染で感染し慢性化し肝癌は多いのに対し、欧米では成人の性感染症と

して感染し約10%の人が慢性化する肝癌は少ない。一方アフリカでは小児期のHBV感染が高率に慢性



化し、さらに若年の肝癌が多いという臨床的差異が地域的に存在していた。そして、これら臨床像

の違いは、従来白人、黒人、黄色人種というように宿主のまたそれらの免疫能の違いで説明されて

いた。 

 しかしながら、このように各々のHBV genotype間の塩基配列が8%も異なるとなるとgenotypeの塩

基配列そのものの違いが臨床像の違いを反映していると考えるほうが納得しやすく、現在では

genotypeの違いが臨床像の違いを反映していると考えられ、その違いを見つけだす世界的競争のま

っただ中にある。 

 一方、本邦においても国際化は留まるところを知らず、約2000万人も海外に出国し、約700万人も

海外から来日する状態である。その結果、本来存在しないgenotypeが流入し、異なるgenotypeに感

染し、約10%といえども慢性化すれば、それらの人が核になり本来日本には存在しないgenotypeのHBV

感染を拡げることになると考えられる。事実、外国人女性から日本人男性に感染し、この日本人男

性から日本人女性に感染させた症例も報告されている。これらの事実は現在本邦のHBV感染予防の主

流である母児感染予防対策だけではHBVの感染予防は不十分で、新生児全員へのHBV ワクチン投与、

いわゆるuniversal vaccinationも考慮する必要があることを示しているし、欧米型のgenotypeのこ

とを考えるとHBVもSTDとして認識する必要があることも示しているし、そうなると中学生へのHBV 

ワクチン投与も考慮する必要があることになる。 

 さらに、HBVの各種ウイルスマーカーはPCR法を主とした測定法が格段と向上したことにより、以

前ならHBVは完全に治癒したと診断されていたHBs抗原陰性且つHBs抗体陽性例でも、ある条件下では

HBsAg陽性に再活性化(Reactivation)することも明らかとなった。このことは輸血における献血者の

スクリーニングをどのようにするかという大きな問題も提起している。 

以上のように、HBVの臨床的概念はこの数年で大きく変化してきているので、これらの現状につい

て概説したいと思っている。 

 

 


