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輸血 の副 作用 時 にお け る血 清 蛋 白分 屑 の変 動 と,

その抑制に関する実験的並に臨牀的研究
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人体 における輸血副作用時の血清蛋白分屑の変動に関す る臨床的研究
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第1章　 緒言並に文献

私は第1編 の家兎におけ る実験において,

 Ravonal, Anergen(以 下Ra, Anと 略記する)

が輸血の過敏性 副作用を抑制することを立証

し,そ の副作用には血清蛋 白中の γ-Globulin

(以下 γ-Globと 略記す る)が 関与す ることを

認めた.さ らに第2編 及び第3編 において同

種不適合異型輸血及び異種輸血の際にお こる

溶血性 シ ョックに対 して も,こ れ らの薬物が

著明な抑制作用を持つていることを認め,同

様にこの際のシ ョ ックにおいて も γ-Globが

重要な役割を占めていることを実証 し,こ の

Ra, Anは 血圧下降を抑制する と同時にほぼ

それに平行 して蛋白分屑の変化を も抑制 して

いるものであることを立証 した.こ れ らRa,

 Anは 異種,或 は同種不適合異型輸血 の際に

みられ る溶血現象を阻止 す ることはで きない

が,こ れ らの薬物に より溶血毒の生体に及ぼ

す作用を抑制す ることに よつ て 血 清 中Ha

moglobin(以 下Hbと 略記す る)は 比較的速

かに排泄 され てゆ くことを認 めた.

以上の実験結果 によ りRa, anを 用 うれば

こうした異種輸血,或 は同種不適合異型輸血

を直ちに人体に応 用し うるか とい うことにつ

いてはなお逡巡すべぎであろ う.し か し我々

が常に行つてい る適合輸血の際においてもし

ばしば種 々なる副作用を認 め,こ の場合多 く

の ものに溶血が認められ るが,ま た血清過敏

症様症状を呈することもしば しばあ り,こ う

した副作用の防止に対 して,こ れ らRa, An

が有効に働 くで あろ うことは 当然考え られ得

るところであ り,す でに北山1)は 多数の臨牀

例 について行 つた結果を報告 している.

しかしてこれ らの副 作用は 同様に γ-Glob

の変化に基いてお るのではないか と考えて,

本編では これ らのことについるて検査 してみる

こととした.す なわち,臨 牀的に適合輸血 の

際にみ られ る種 々の副作用に対す るRa, An

の効果をみ,そ の前後の血清蛋 白分屑の変動

を しらべてみ ることとした.

第2章　 実 験 方 法

1)　 受血 者には当陣内外科教室入院患者を

選び,輸 血 はすべ て神戸血液銀行 よ り取 り寄

せた保存血 を用いた.

2)　 輸血前,受 血者 よ り5cc採 血 し,輸 血

後副作用が発 現して30分 目に同様5cc採 血 し,

これを対照値 とした.こ のよ うに副作用を起

した患者について,そ の翌 日にRa, Anの 何

れかを用い,同 様の輸血を行い,輸 血前 と輸

血後30分 目に同様5cc宛 採血 して検査 に供 し

た.

3)　 Ra使 用例.2.5%Ra水 溶液の静注

に よつて受血者を深麻酔に導入し,直 ちに輸

血をおこない,輸 血 に よる症状 を検す るとと
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もに,輸 血前後の血清蛋白分屑について観察

した.

4)　 An使 用例:輸 血前40分 及び20分 に

それぞれAn 20mgを 皮下注射 し, Ra例 と同

様 な検査 を行つた.

5)　 副作用 としては悪寒戦慄,発 熱,茸 麻

疹,呼 吸困難,胸 内苦悶,腰 痛等を とつた.

6)　 輸血量を多 くす ると,そ れだけで輸血

前後の血清蛋 白分屑 の各比率が変化す るで あ

ろ うとい うことは当然考えられ ることである

ので,輸 血量は100～125ccの 輸血を行い,

副作用を惹起した例のみ とりあげた.

7)　 電 気泳動の検査は第1編 同様,電 気泳

動研究会の規定に準拠 しておこなつた.

第3章　 実 験 成 績

臨 牀 例

表に示す如 くであ る.す なわちAn使 用例

6例,Ra使 用例4例 計10例 の患者について

輸血前後の血清蛋 白分屑 の値 を比較した結果,

使 用せ ざる場合は全例に副作用を認め,何 れ

も γ-Glob%の 減少 とA/Gの 増加を認めた

が,Raの 使 用例では全例に おいて 副作用を

防止 し得,γ-Glob%の 減少 も極 め て僅微な

るか,う ち2例 についてはむ しろ増加 したも

の もあ り,A/Gの 増加 も使用せ ざる時に比 し

著明ではない.An使 用例では6例 中2例 の

無効例 を認めたが,副 作用の程度は軽 く,他

の4例 では完全に防止す ることができた.γ-
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Glob%の 減 少, A/Gの 増 加 も2例 の無 効例

を除いるては殆 ど認 め られ なか つ た.

第4章　 総括並に考按

輸血の副作用の うちで危険な ものは溶血反

応であ り,受 血者の血管 内で相 当大量の溶血

が起るか,或 はすでに溶血の起つ てい る血液

を用いた場合に起 るもので,通 常腰痛に始 ま

つて下肢にひろが り,胸 部圧迫 感,悪 心,嘔

吐をみ,ま た悪寒戦慄を伴つて高熱を発し,

重症な ものではシ ョック症状を呈 して血圧は

恢復し難 く,尿 には蛋 白尿,血 色素尿,色 素

円柱をみるとともに乏尿,無 尿を きた し,腎

不全のためにしばしば数 日の間に死亡す るも

のである.

溶血反応 は従来 も同種不適合異型輸血など

に際してみ られた ものであるが,保 存血では

その保存,取 扱いが不適当であ ると,こ とに

その危険が多い といわれ る.す なわち保存血

は通常ACD液(ク エ ン酸 ソーダ・クエン酸及

び葡萄糖),或 はその改良液 を加 えて4～6℃

に貯え,1～3週 の間に便用す るのであ るが,

浜 口2)等に よれば10日 を過ぎ る頃 よ り急に溶

血度が増加して遊離Hb量 がふえ,赤 血球 め

抵抗性 も低 下するとい う.ま たCorcoran3)等

によれば保存法の適当でなかつた血液はた と

え使用時に溶血は認め られな くとも,輸 血後

数時間の うちにその大部分の赤血球が崩壊 す

ることを動物実験において観察してい る.

また保存血の不適 当な取扱い として挙げ ら

れ るものは,過 冷に よる凍結,不 注意な加温,

室温での放 置,振 盪,攪 拌 また滲透圧差 の甚

しい液乃至 リンゲル ・ロ ック等 の クロール ・

カルシウムを含む液 を加え ることなどであ り,
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これ らはすべ て溶 血の原因 とな る もので あ

る.

しか し血色素血症は輸血反応 の単一の原因

をなす ものでな くて,こ れに何等かの未詳の

因子が加わつて始めて重篤な反応を起す もの

の よ うで ある. Corcoran3)は 「保存の適 当で

ない血液 を用い ることは正常 の受血者には無

害であつ て も"injured person"に は致命的で

あ り得 る」 と述でてお り,ま た砂 田4)に よれ

ば同種不適合異型輸血などの場合に も一般状

態 の良好な受血者では案外副作 用が少 く,重

症者に これが起 り易 いことが観察 されていて,

輸血反応 について未 だ解 明を要す る点は少 く

ない.適 合輸血に よる副作用では蕁麻疹,悪

寒,発 熱,嘔 気,胸 内苦悶などあ るが,肝 臓

機能障碍のあ るもの,心 臓疾患及び肺野 の障

碍 などあるもの,細 網 内皮系機能の悪いるもの

な どは一般に副作用を起 し易 いといわれてい

る.

私の10例 におけ る経験では,そ の前 日には

明かに副作用を認めた同一患者につ き,ラ ボ

ナールを使用する と全例に完全に副作用を防

止す ることができた.ま たアネルゲ ンでは6

例 中4例 に副作用を防止す ることができ,他

の2例 も副作用を軽微な らしめることができ

た.し かして血清蛋 白分屑 をみ るにRa, An

の使用を問わず副作用の発現せし場合には必

ず 輸血後 γ-Glob%の 減少を認 めている.す

なわち輸血時副作用の発現に は必 ず γ-Glob

%の 減 少を伴つていることを知 ることがで き

た.

本編におけ る輸血時 の副作用は必ず しも出

現症状だけでは過敏性副作用 とは断言できな

いけれ ども,と にか くすべての例において副

作用時 γ-Globの 減少をみることよ りして,

蕁麻疹等過敏性反応がな くとも抗原抗体反応

に類似の機転が生体内にな されているもの と

考 えられ る.か か る観点か らして抗 ヒスタ ミ

ン剤,或 はバルビ ツール製 剤が抑制効果を有

するの も充分 うなづけ るのではないか と思わ

れ る.こ の ことはHewer5)も 欧米においてエ

ーテル全身麻酔の普及によ り輸血 の副作用が

極度に減少した ことを報告 している.

要す るに,過 敏性シ ョックの場合で も,同

腫不適合異型輸血,異 種 輸血等に よる溶血性

シ ヨ ックの場合で も,す べ ての輸血時にお こ

る副作用には γ-Glob%の 減少を伴 い,こ れ

らの副作用はRa, Anに よつて明かに防止し

うることが本研究に より明か となつた.

第5章　 結 論

1)　 私は臨牀的にRa,或 はAnを 輸血前

に使用す ることに よつて輸血に よる副作用を

防止し得た.

2)　 輸血時副作用を惹起した例はすべてに

おいて γ-Glob%の 著しい減少を認めた.

3)　 Ra, An使 用に もかかわ らず副作用を

認めた例において も γ-Glob%の 明かな る減

少を認 めた.

4)　 副作用を起 さなかつた場合には血清蛋

白分屑の明瞭な る変動をみない.

擱筆するにあたり終始御懇篤なる御指導御校閲を

賜りたる恩師陣内敎授に謹んで感謝の意を表す.
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Part IV. A clinical study on the changes of the serum protein,

 fractions in the by-effects of blood transfusion in human.
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The by-effects of blood transfusion could be clinically prevented by using Ravonal or

 Anergen before transfusion.

In all cases who had by-effects by transfusion, a marked decrease of γ-globulin was ob

served.

No distinct changes of the serum protein fractions were seen by the blood transfusion up

 to the amonnt of 100-125cc, when no by-effects occurred.


