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輸血技術は,近 年,全 血輸血か ら成分 輸血 の時代 へ と

進展 して きた.こ れは供血 液か ら各成分 を分 画採取 し,

動物の疾病や治療に必要な血液成分 のみを輸血 しようと

す るものであ り,過 剰な成分 に よる副作用を防 ぎ,不 足

してい る成分 を選択的に補填す る特徴を もってい る.成

分 輸血は,ネ コや イヌについて も実験的に試 み られてお

り,各 成分 の分 離法,保 存法,実 際に輸血 した場合 の経

過な どについて観察 されてい る6,7).やが て,獣 医臨床 の

実際に も活用 され てい くもの と思われ る10,11)が,今回は

と くに,輸 血療法の実際 と展望について概説す る.

6.　 輸 血 の 適 応 と 効 果

輸血は本来,貧 血の改善や循環血液量の確保 を 目的 と

して開発 ・使用 されて きた.し か し,今 日では前述 した

よ うに成分輸血が主体 とな り輸血療法の適応は大 き く拡

大 してい る36).輸 血の適応 と効果は表1に 示 した.

出血性 シ ョック時には輸血は不可欠であ るが,細 胞外

液(ECF)の サ ー ドスペ ースへの喪失を考慮す る必要が

ある.す なわち,循 環血液量の10%脱 血 では,ECFの

減少は脱血 中の血漿量 と同程度で あるが,25%脱 血で

はECFの 減少 は血漿量 の5倍 に も達す る.後 者の脱血

量を還血 した場合の生存率は20%で あ ったが,ECF喪

失分を乳酸加 リンゲル液で補 うと死亡率は 低下 し80%

が生存 した とされ,こ のサ ー ドスペ ースの重要性が論 じ

られてい る32).ま た,輸 血 とともに乳酸 加 リンゲル液を

加え ると間質圧を上昇で き静脈還流の改善に役立つ とさ

れてい る.最 近では,全 血輸血ではな く,投 与量を誤 ら

ずに使用す る限 りでは赤血球液 と乳酸加 リンゲル液 で十

分 で あろ うとす る考え方 もでてい る26).乳 酸加 リンゲル

液の併用は きわめて重要であ り,こ の ような併 用療法 の

場合,輸 血量は 出血量の2/3程 度の量で十分 であろ う.

日常の手術において も出血量の測定を行 っておけばきわ

め て便利で ある.

手術中の出血量の測定は ガーゼに含 まれた血液を重量

測定 して求め る重量法が簡便で ある.著 者 らの施設にお

け る手術時の出血量は表2に 示す.出 血量の多寡は手術

手技の巧拙に よって差があ るが,腫 瘍の拡大摘出手術,

開胸手術(胸 骨横断両側開胸法),整 形手術な どで多 く

な る傾 向に ある.不 必要に多量の血液を準備 して無駄に

表1　 輸血 の適応 と効果

適 応:シ ョ ック,貧 血,出 血,中 毒

手 術,体 外 循 環

白血 病,再 生 不 良性 貧 血

顆 粒 球,血 小 板,ア ル ブ ミン,グ ロ ブ リン,

凝 固 因 子 な ど の減 少 や 欠 乏

効 果:循 環血液量 ・蛋 白濃度 ・そ の他

不足分 の増加

酸素運搬能力 の向上

血液凝固性 の増加

造血機能 の刺激

免液体 の負荷

免疫作用 の賦活

表2　 手 術 と出血量(重 量法)

な ることもあ り,計 画 した手術におけ る予想出血量を知

ってお くことが必要であ る.ま た,著 者 らの 内科的疾患

に対す る経験か らでは,PCV値40%の 全血液 を20ml/

kgの 量 で輸血 した場合,輸 血前のPCV値 は実質8～

9%上 昇す る.す なわ ち,輸 血前のPCV値 が20%で

あった ものが輸血後 は28～29%に な るわけであ る.こ

れはGREENの 計算量15)よりも,実 際には多 くの輸血量

が必要 であ ることを示 している.

赤血球輸血 は過剰輸血 による循環系への負荷や輸液に

よる血液 の希釈 な どを避 けるために使用 され,と くに非

再生 性貧血,自 己免疫性溶血性貧血お よび胸部循環系の

手術な どへの応用 が考 え られ る.イ ヌの 自己免疫性溶血

性 貧血 の症例(ビ ーグル,♂,6カ 月齢,9kg)に おい

て,1年9カ 月間にわ たる28回 の赤血球型適合血を用

いた頻 回輸血 の経験で は,2回 目の輸血後,抗 リンパ球

抗体 の産生がみ られ,以 後 の輸血は 白血球や血小板 を除*日 本獣医畜産大学(東 京都武蔵野市境南町1-7-1)
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去 した成分 輸血 に切 り換え ざるを得なか った.死 亡す る

までの21カ 月の間に4例 の供血犬 か ら計28回 の輸血

を行 った過程では,い ずれ も赤血球型 は適合 していたた

め抗赤血 球抗体 の産生 はな くきわ めて順調で あった.い

っぽ う,抗 リンパ球抗体 の産生 は認 め られ,本 症例の よ

うに頻 回輸血 を計画す る場合 には最初か ら赤血球輸血を

行 うべ きであろ う.

白血球 輸血 は白血球減少症や腫瘍,感 染症な どへの適

応 が考え られ る.本 来あ るべ き白血球成分(NK細 胞や

顆粒球 な ど)の 減少や欠損に対す る選択的補填 は,対 症

療 法の域 を こえて治療効果 を期待で きる可能性 もある.

白血球 減少症 に陥った場合,そ の予後 は末梢 白血球数の

動態 の影響 はまぬがれ ず,減 少度 の大 きい程,ま たその

期 間の長 い程,予 後は悪い とされてい る5).そ こで著者

らは白血球成分輸血療法 のネコや イヌに対す る効果を検

討中であ り,現 在 臨床成績 を蓄積 中で ある10,11).ネコや

子 イ ヌのパルボ ウイルス感染症な どに対 して 白血球輸血

はかな り効果的 であ り,今 後 さ らに例数 を重ねて いきた

い と考 えている.現 段階で は,白 血球輸血 の治療効果を

得 るには4億 個/kg以 上 の白血球数 は必要で あ ろ う と

推 定 してい るが,こ れを全血で 補 っ た場 合,Volume

overloadに よる副作用の発現 は十分 に考 え られ る.し

た がって,必 要 な成分 を効率 良 く採集 し輸血す る方が効

果 的である.イ ヌの白血球採取 においては,著 者 らは

Filtration Leukopheresisを 応 用 し十分 な顆粒球数を確

保 で きる ことを確認 している13).

プ ラズマ輸血 は低蛋 白血症(Tp<5.0g/dl,PCV値

正常)や 低 アルブ ミン血症(Alb.<1.5g/dl)に おいて

効果的で ある.与 え られた蛋 白は一度 ア ミノ酸に分解 さ

れ 固有 の蛋 白になるためには約1週 間を要す るので,輸

血 によって与え られ る血漿蛋 白はただ ちに利用で きる同

種蛋 白 としての意義が あるのみで,蛋 白源や栄養補給 と

しての価値はほ とんどない.全 身の浮腫 と尿中へのアル

ブ ミンの漏 出を認めた イヌの ネフローゼ症候 群の症例に

お いて,プ ラズマ輸血 と利尿剤の併用に よ り全身性浮腫

の劇的な改善をみた1例 を経験 してい る.ま た,ネ コや

イヌの リンパ肉腫や リンパ性 白血病に対 して プラズマ輸

血 を行 い,一 時的では あって も寛解状態に誘導 で きた と

す る報告が ある20,21).これは プラズマ中に含 まれ る抗白

血病 因子 に よるもの と理解 されてい る.著 者 らは イヌの

リンパ芽球性 白血病(末 梢白血球数271,100/mm3,異 型

細胞 は91%と 優位)と 診断 した症例 に対 して貧血(Hb

5.2g/dl)の 改善 もかねて,適 合血の 同種全血輸血を2例

の供血犬か ら3回 行 った ところ,一 時的ではあ るが,異

型細胞の減少に よる末梢白血球 数の減少を確認 し,そ の

効果を認識 してい る.

血液の凝固障害においては,PCV値 を参 考にしてプ ラ

ズマ輸血か全血輸血を,さ らに血 小板減少が存在すれ ば

血小板輸血を併用す る.頻 回に血小板輸血を行 う場合,

組織適合抗原系(MHC)の 不一致で は効果 のみ られ な

い場合 もあ り,MHCの 適合 した ものを選択す る必要が

ある36).

輸血禁忌の疾患 として高血圧症,脳 圧亢進を きたす脳

疾患,心 疾患,免 疫性疾患な どがあげ られ,こ れ らの疾

患では輸血は避け るべ きであ るとされてい る.前 述 した

イヌの 自己免疫性溶血 性貧血 の症 例に頻 回輸血を行 った

経験では,輸 血後の貧血の改善 とともに一般状態の回復

は良好で あるが,そ の1カ 月後には再 輸血を実施 しなけ

ればな らない程の極度の貧血(PCV値<10%)を み る.

この際の輸血は,あ くまでステ ロイ ド剤や免疫抑制剤の

投与な どの効果があ らわれ るまでのつな ぎとして行 うも

の と理解すべ きであ る.こ の よ うに極度の貧血時や上記

の疾患を重複合併 し貧血を呈 してい るケースな どには,

慎重に輸血を施行せ ざるを得ない場合 もあ り,実 際には

輸血禁忌の疾患はない と考え られ る.

7.　 輸 血 の 副 作 用

輸血はきわ めて有効な治療手段であ るが,そ の反面多

くの副作用や合 併症のお こ り得 ることを よく理 解 してい

なければな らない.前 号で も述べた よ うに輸血は広義の

移植であ り十分 な配慮が必要であ る.以 前は医学領域に

おいて さえ も,「輸血はABO式 血液型が合 っていて,梅

毒 さえ感染 しなければ良い.熱 が出た り,蕁 麻 疹が出た

りす るのは止 むを得ない」 な どと片づ け られていた時代

があった.と ころが,免 疫血液 学の発 展はなお未解決の

問題 を多 く残す とはいえ,輸 血 療法 をかな り安全 な もの

に して きた.獣 医臨床領域 において も,組 織 や血液 の適

合性 を無視 した輸血や移植 を行 っていたので は輸血療法

の発展 はみ られ ないので ある.

輸血 副作用 の中で最 も重要 な ものは溶血性 副作用 であ

り,こ れ は血液 の過熱,過 冷,細 菌汚染,細 い注射針 を

通 して加圧 した場合 な ど種 々の原因で おこるが,普 通 は

血液型不適合 に よるこ とをさす.ネ コで はABシ ステム

2,34)
,イ ヌではDEA 1シ ステ ム12,35)の不適合 において

み られ る.

臨床症状 は輸血直後か ら脱 力感,流 延,鼻 汁,眼 球振

表3　 異型 輸血時 にみ られ る副作用
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図1　 異型輸血中にみ られた赤血球貪食現象

盪,徐 脈 な どを,ま た経過 に伴 って発熱,血 色素尿,黄

疸,嘔 吐,下 血な どをみ る12,43,44)(表3).し か し,こ

れ らの症状 は必発 のものではな く,ま た,麻 酔下 におい

ては症状の発現 は抑制 され る.さ らに,術 中は覆布 のた

めに初期所 見を見落 とし原因の究明に遅 れを生 じる可能

性 もあるので注意 を要す る.と くに麻酔覚醒 時は麻 酔薬

に よる免疫 反応 の抑制が とれ,副

作用 の発現す る可能性 が高いこ と

を念頭 にお く必要 があ る.

輸血 された赤血球は細胞性 ある

いは体液性 の免疫応答 によ り処理

され る.異 型輸 血中に観察 され る

赤血球貪食現象や輸血血球 の凝集

像 などはそ の典型で あ り(図1),

通常,2回 目以降 の輸血 の場合 は

初 回に比較 して輸血血球 の生存 日

数 は短縮す る.ま た,自 己血輸血

や適合血輸血で は血球 の生存率 に

差はないが,循 環血液中 に抗体が

存在す る場合にはその生存率は極

端に短縮す る4)(図2).こ の よ う

な場 合,肝 臓や 腎臓 の機 能障害 を

疑わ し め る 各種 血清酵素検査値

(GOT,GPT,LDHな ど)の 上昇

をみ るが,こ れは輸血 血球 の破壊 ・

溶血 に よる血球 内酵素 の逸脱 に よ

る影 響 も考え られ る.こ の ような

変 化は白血球型不 適合輸血 におい

て も観察す ることがで きる12).い

ず れ も一過 性の変 化で あ り,ヒ ト

でみ られ るような激 しい腎機 能障

害 はみ られ ない とされ ている12,45).

輸血 に より重 度の血管 内溶血 を

呈 した場合,輸 血後早期 に徐脈傾

向をは じめ として心電 図上種 々の

変化 をみ る2,12).イ ヌにおい て観

図2　 輸血血球 の生存率4)

察 している心電 図所見は図3に 示 す.こ の徐脈 は輸血開

始後30分 には消失 し,60分 後には輸血 前の所 見に復

図3　 異型輸血時の心電図所見 の変化

―5―



小 動 物 の 輸 血 療 法 に つ い て (II)

す る.こ の一因に高K血 症の関与 が推定 され るが,ネ コ

や イヌの赤血球内K+濃 度は ヒ トの95mEq/Lの 約1/11

と低い値を示す29).こ の ことは赤血球が何 らかの原因で

溶血 ・破壊 された場合に血漿中へのK+の 放出はあ って

も,そ の濃度は ヒ トで問題 にな るような高K血 症に よる

心停止 な どを引 き起 こす よ うに高 くな ることはない と考

え られ る.事 実,イ ヌの保 存血の経時的観察においてK+

濃度を測定 してみ ると,保存 日は平均3.2mEq/Lで あ っ

た ものが,保存21日 後 には5.6mEq/Lと な り,その上昇

は軽度で あった.ネ コについて も同様であ り,こ の程度

の濃度は通常用い られてい る維持輸液剤の中に含 まれ る

K+濃 度 と大差はない.21日 間の保存に よって赤血球の

脆弱性 は増 え,溶 血のため血漿はかな り赤味をおびてい

るが,こ のよ うな溶血液を実際に輸血 して もK+に よる

障害 はな いもの と考え られ る.

妊娠 しているもの,ま たは妊娠を予定 してい るDEA

1(-)型 のイヌへのDEA1(+)型 の血液の輸血 は

避け るべ きで ある.母 親に産生 された抗体 は初乳を通 し

て子犬へ移行 し,DEA1(+)型 の子犬 においては新生

子溶血性疾患を引 き起 こすか らであ る43).

8.　 保 存 血

輸血用保存血はACD液 に採取後16日 間の保存 は可

能 とされ,赤 血球寿命の短縮は認め られ るが,輸 血 に使

用 して も良い とされてい る.本 邦 の獣 医学 領域 におけ る

保 存血の使用頻度は決 して高い とはいえない.諸 外国で

は輸血療法の定着に よ り保 存血液 の使用頻 度は高 く,定

期的に多数の イヌか ら採 血を行い保 存 し臨床に供 してい

る国 々もあ る.本 邦においては動物その ものを飼 育管理

し必要に応 じて輸血用の血液 を確保す る手段 が とられ,

生 きた血液銀行 として定着 してい るようである.こ の方

法は常に新鮮血を入手で きる利 点を有す る.い っぽ うで

は,輸 血療法の普及に伴 い保 存血や血液銀行 の設置 など

を検討 しなければな らない と考え られ る.

保 存血液 の性状の変 化はイ ヌのCPD保 存血 につ いて

概 略を示 す.従 来か らい くつかの報告 はみ られ るが8,9,29),

著者 らは末梢血 中の ミクロフ ィラ リア(mf)の 有無 によ

る影 響について も併 せて検 討 している14).保 存 日数 に伴

い,pH,RCO3-,B.E.,O2 Sat.の 値 は低下 の傾 向を,

PCO2,PO2は 増加 したのち低下の傾 向を示 し,そ の変

化 はmf(-)血 よ りもmf(+)血 におい て,ま た,

mf(+)血 で もmfの 寄生数の多い血液において顕著

とな る傾 向を示 している.Na+,K+は いずれ も増加の傾

向を示 した.保 存21日 目にNa+は 平均154.9mEq/L,

K+は 平均5.6mEq/Lで あ り,こ の程度の値では電解

質異常 による副作用は あま り心配す る必要はない と思わ

れ る.な お,ほ かの研究者の報告 した値 とも近似 してい

る29).ヘ モグロ ビンの酸素親和性 は2,3-DPGに よっ

て調 整され てい る33).2,3-DPGは 保存7日 目までは

低 下は示 さないが,10日 目に急激 に半減 し,以 後徐 々

に減少の傾向を とる.2,3-DPGの 少ない血 球で も,

体内にはいれば速やかに回復す るとされてい るが,そ の

含量の低下す る10日 目以上の保存血は輸血に供 しない

方 が良い と考え られ る.mfの 生存率は保 存4～6日 ま

では100%生 存を示 し,そ の後,活 性は しだいに減弱す

るが,12～18日 後においては約50%,ま た21日 後に

おいては約9%のmfは 緩慢ではあ るが活動は認め られ

てい る.保 存に伴 いmfは 死滅す るが,死 滅 した,あ る

いは活性の減弱 した虫体の末梢組織での栓 塞や虫体感作

に よる抗原 ・抗体な どの影響8,24)は十分 に考え られ る.

したが って,輸 血用の血液はmf陰 性の ものを使用 しな

ければな らない.

9.　 異 種 間 輸 血

異種 間輸血 では輸血血球 の寿命 は短 く,ま た,異 種免

疫抗体 の産生 の可 能性はきわ めて高い15).イ ヌか らネ コ

への輸 血は副作用 もな く,安全 であ ると誤解 された り,あ

るいは輸血 用血液 の大量確保 のために大動物か らの輸血

が考 え られた りした こともあった.し か し,上 記の点か

ら異種 間輸血 に治療 効果 を期待す る ことは困難 であ る.

輸血 は同種 間で行 うのが原則である.し か し,白 血病 な

どに対す る新鮮 血漿の投与は補体のC5活 性 を介 して効

果 がある ことが示 されてお り21),治 療上異種 あるいは同

種血漿 の輸血 を行 うこ とが ある.こ のよ うな場合 には交

差適合試験 に よる異種抗体 の有無 を確認 した上 で投与 し

なければ らない.

10.　輸 血 と 免 疫 学 的 寛 容

臓器移植 におけ る術前輸血 は,し ばしば供血者特異抗

体 を産生 させ,そ の よ うな場合 には移植後超急性拒絶反

応 を きたし,機 能不全 につなが るこ とか ら,移 植前 の輸

血 はで きるだけ避け る方針が とられ て きた.し か し,近

年,移 植臓器 の生着率は移植前に輸血を行 った方が輸血

を行わ なか った ものよ りも有意に良好で あるこ とが示 さ

れ,以 来,多 くの検討が加え られ現在で は輸血 に免疫抑

制作用 のあるこ とは疑 いの余地はない よ うで ある25).イ

ヌの腎移植 の実験系 にお いても同様の現象は確認 され て

いる1,39).

この機構は十分 に解析 され ては いな いが,1つ はhigh

responderを 除 くとい う選択説27)で あ り,他 の1つ は免

疫学的寛容状態の誘導説28)である.後 者はサ プ レッサ ー

T細 胞の活性化の関与が考え られてい る.同 時に可溶性

のサ プ レッサ ー因子の放出 も示唆 されてい る3,31).また,

抗 イデ ィオタイプ抗体 によるT細 胞の調節やFcレ セ プ

ター遮断抗体な どもあげ られてい る22,41).さらに,IgM

クラスの抗B cold抗 体の産生 されてい る個体にお い て
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は移植臓器の生着率は優れてお り,こ の抗B cold抗 体

がenhancing抗 体 として作用 してい るのではない か と

す る報 告 もあ る17,23).

また,輸 血液 の成分,量,回 数,時 期 などの変動要因

について も検 討されているが,明 白な解答 は得 られ てい

ない.す なわ ち,術 前,術 中の白血球除去血液お よび全

血輸血 で臓器移植 の生着率が 向上 した とす るものや,移

植3カ 月以 内に輸血 を行 った ものよ りも6カ 月以 内に行

った方が成績 は良か った とす るもの,術 中1回 のみの輸

血で効果 を認めた とす るものな どさまざまであ る16,39).

動物実験では マウスを用いて,腫 瘍の増殖率か ら免疫学

的寛容 の誘導に関 して検討 され,洗 浄赤血球 よ りも他の

T細 胞,B細 胞,胸 腺細胞,血 漿な どにその誘導因子は

存在す るもの と解 されてい る19).

悪性腫瘍 は免疫不全は免疫抑制におちい ると多発す る

とい う事実や,ワ クチ ン注射に よる抗体産生の点か らは,

輸血は延期 した り,全 血使用は避けた り,ま た必要最 小

限に限 っての使用な ど慎 重に対応す る必要 があるか もし

れない.輸 血に免疫抑制作用があれば,術 中輸血 は手術

侵襲38)と相加的に作用 し,免 疫抑制に拍 車をかけないか

その よ うな場合,術 後の感染症や腫 瘍の転移な どの問題

が提起 され る.今 までの輸血方針は もう一度見直 してみ

る必要があ るのではなかろ うか.著 者 らは この領域 の研

究は緒についたばか りであ るが,輸 血療法の大 きな課題

で もあ り,今 後積極的 に展開 してい く予定であ る.

11.　血 液 型 の 応 用

血液型は輸血や移植の組織適合性 のマーカー としてだ

けではな く,疾 患 との相関性,抗 病性 の向上,経 済形質

の改良,親 子鑑定,個 体識別,血 統登録な ど,そ の応用範

囲は きわめて広い.そ の背景には今回紹介 した赤血球系

だけではな く,白 血球系,血 小板系,血 清蛋白系,酵 素

系,さ らには唾液,涙,精 漿,尿 な ど,そ の検索対象は

体液全般 に広が っているこ と,さ らに,相 互に連関 して

い るもの もあ るな ど急速 な進歩 にお うところが大 きい.

実際,ネ コや イヌについて も親子鑑定や個体識別な どへ

の応 用は試 み られ ている40,42).著者 らもイヌの同期複妊

娠 を実験的 に作製 し,生 まれ た子 イヌの赤血球型か ら真

実 の親 はいずれで あるか を毛色や体格な ど肉眼的特徴か

らだけで はな く,血 液型 とい う科学的な根拠にた って証

明 している37).疾 患 との関連性 は,ブ タのハ ロセ ン感受

性 と赤 血 球 型(Hシ ステム)や 酵素型(PHI,6-PGD)

な どとの関連が報告 され30),こ の領域は今後多いに期待

され る.さ らに,実 験動物学領域への応用は医用実験動

物 としての遺伝的背景を明 らかに し,そ の体系化をはか

り価値を高め るのに有効であろ う.こ の ような領域 の研

究は各種疾患の発症機構,診 断,治 療,予 防な どをは じ

め として,上 記の よ うな広い応用領域を潜在 してお り,

き わ め て 興 味 深 い 点 で あ る.
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Prophylactic Effects of Levamisole Hydrochloride by Long-Term

Medication against Dirofilaria immitis Infection in Dogs
MINEO HAYASAKI and ISAMU OHISHI (Department of Veterinary Medicine,
Faculty of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology,

Fuchu-shi, Tokyo 183)

SUMMARY

Prophylactic effect of levamisole hydrochloride to the developing stages of Dirofilaria immitis was
studied in both the experimental and the field trials.

Experimental trials: Dogs were medicated orally with 2.5mg/kg/day of levamisole hydrochloride
for 30days after experimental infection. They were sacrificed on the 143rd day of infection, but

no worms were recovered from their right ventricles or pulmonary arteries. In non-medicated

controls the mean recovery rate was 40.9%.
Field trials: Dogs were exposed to natural infection throughout the infectious season and

additionally inoculated once with infective larvae to establish the infection steadily. They were
divided into two groups. One group of nine dogs were orally given 2.5mg/kg/day of the drug
every day for 6months, from June to November. The other group of three dogs were medicated
in the same manner, except the drug was given every other day. Both groups were sacrificed at
151 or 152days after inoculation. Of them, 12 dogs had no worms. Three controls had 15 to

66worms, showing a mean recovery rate of 72.7%. No adverse reaction of this drug was recog-
nized in any dogs.
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