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り前といえば当たり前の話です。これで

もか、これでもかという状態です。とこ

ろが、個々の臨床試験のレベルはそれほ

ど高くなく、 終的な決定版を出そうと

いうことで、この Stop スタディーという

のが、たしか 2006 年ぐらいから始まって

いますが、2009 年の年末に『Blood』誌

に出ました。 

出血症状 (WHO grades 1-4)の頻度

出血症状の程度

検討群

標準用量
n = 61

低用量
n = 58

出血症状を有する患者数 (%)
Grade 1 48 (78.7) 53 (91.4)
Grade 2 28 (45.9) 28 (48.3)
Grade 3 6 (9.8) 5 (8.6)
Grade 4 0 (0.0) 3 (5.2)
Grade 2 < 30 (49.2) 30 (51.7)

出血症状をきたした日数の割合、％（実数）

Grade 2 < 8.5 (73/854) 12.1 (111/918)
Grade 4 0.0 (0/854) 0.5 (5/918)

RCT: 血小板製剤標準用量*(3-6 x 1011) と低用量(1.5-<3 x 1011)の比較

A randomized controlled trial comparing standard- and low dose strategies 
for transfusion of platelet (SToP) to patients with thrombocytopenia
Heddle NM, et al: Blood 113: 1564-73, 2009

 これは標準用量と低用量の血小板輸血

を無作為に割り付けて患者さんに行い、

出血症状をフォローした試験です。実は

ちょうど 120 例集まったところで、低用

量の群においては Grade４の出血が３人

出ました。この試験を継続するのは危険

だという基準の発生率が５％を越えたこ

とで、ストップになったという試験です。

標準量は日本では 15 から 30 単位近い。

こちらでは7.5から10単位ぐらいになる

わけです。これが我々の日本での値だと

思います。やはり血小板の数を多く入れ

れば入れるほど、出血のリスクは確かに

少なくなるということは間違いないだろ

うということです。 

これはその詳細なデータです。ですか

ら、内科的予防投与における一回の輸血

量、特に高単位の利点、欠点ということ

です。一回投与量に依存して血小板の増

加数が上昇して投与間隔も増加する。で

すから輸血回数は減少するわけです。 

DAYS FROM FIRST PLATELET TRANSFUSION
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RCT: 血小板製剤標準用量*(3-6 x 1011) と低用量(1.5-<3 x 1011)の比較

Heddle NM, et al: Blood 113: 1564-73, 2009

 ところが、血小板減少症では、逆に血

小板の消費が亢進するために、一回投与

量が少ないと非常に不利であるというこ

とです。これはエビデンスレベルとして

はⅠｂということです。 

内科的予防投与における一回輸血量

●一回投与量に依存して血小板増加数が上昇し
、投与間隔も増加する（輸血回数は減少）。

血小板減少症では血小板消費が亢進するため、
一回投与量が少ないと不利である。

高単位製剤（PC15, PC20）の利点、欠点

●しかし、通常の単位製剤（PC10）に比して総
使用単位数は増加する（製剤の費用は増加）

●本邦の供給体制に鑑み、通常の単位製剤
（PC10）を使用することを推奨する。ただし、外
来輸血では考慮すべきである。

エビデンスレベル Ib

血小板の予防投与

●血小板数のthreshold

●一回の適切な輸血量

１万／μｌ、 ２万／μｌ

５U、１０U、１５U、２０U

●予防投与と治療投与

 しかし，通常の単位製剤に比して、総

使用単位数、いわゆる血小板の量として

は増えるわけです。したがって本邦では

どうか。当然、供給体制に鑑みて、日本

人の場合は体格も小さいので 10 単位と

いうことで問題ないであろうということ
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だと思います。それから、血小板の投与

は、予防的に前もってリスクを減らすた

めに入れるわけです。もう一つの考え方

というのは、出血の症状が出たら初めて

投与する、いわゆる治療的投与という考

え方もあるわけです。それを検証しよう

ということも欧米では行われています。

非常にこれは思い切ったことです。その

発端となったのは、宗教的な輸血拒否患

者さん 26 名で自己末梢血の造血幹細胞

移植が行われました。輸血を全くせずに、

無事に患者さんの移植が行われたという

背景があるわけです。 

血小板の内科的予防投与が標準となっているが、その科学的
根拠は希薄である。そこで、治療投与がそれに代わることが
可能か否を比較検討する試みがなされている。

血小板輸血における予防投与と治療投与の比較

＃１ 背景： 宗教的輸血拒否患者26名の自己末梢血造血幹細胞移植（APBSCT）
が安全に施行されたとの報告（Ballen KK, et al: J Clin Oncol 22: 4087, 2004）

＃２ 前方視観察試験（対照：後方視記録）： 連続140回のAPBSCT （患者106名）
に治療的血小板輸血を行い、重症出血の頻度など安全性について評価（Wandt H, 
et al: Bone Marrow Transplant 37: 387, 2006）

治療投与：WHO Grade II以上の出血

予防投与：38.5℃以上の発熱、DIC, 敗血症、外科的処置など、血小板数 ２万／μl＜
結果： ２６回（19％）でGrade IとIIの出血が認められたが、III以上の重症出血は
皆無であった。対照と比較して総血小板使用量は半量で済んだ。

＃３ RCT：APBSCT を対象に、予防投与（1万）と治療投与の2群で血小板輸血の
安全性を比較評価（Schaefer-Eckart K, et al: Blood  108: 577(Ab) ,2006）

中間解析： 92例の解析でGrade Iの出血が１３例（予防投与群：4/45=8.9％、治療投与
群：9/47=19.2％）に認められたが、 Grade II以上の出血は皆無であった。予防投与群に
比して、治療投与群では使用された血小板製剤総単位数は25％少なかった。

 それで前方視的にいろいろな試験をや

って、その結果として、詳しくは言えま

せんが、特に予防投与しなくても、治療

投与のプロトコールさえきちんとしてい

れば、患者さんの出血リスクは上がらな

いというデータが出たわけです。いま現

在、2006 年に中間報告されていますが、

自己の末梢血造血幹細胞移植の患者さん

を対象にした、いわゆるＲＣＴが現在ま

で行われているという状況です。 

非常に駆け足になりましたが、今まで

のまとめです。我々が通常行っている、

血小板の投与基準のエビデンスレベル、

例えば血小板輸血の閾値に関しては 高

レベルであるレベルⅠとなるわけです。

エビデンスに基づいた血小板予防投与

●血小板数のthreshold

●一回の適切な輸血量

２万／μｌ → １-２万／μｌ

１０単位（PC10）

まとめ

●予防投与と治療投与

予防投与

 それから一回の適切な輸血量が 10 単

位であることの妥当性もお分かりだと思

います。それから予防投与と治療投与の

問題です。当然、私どもは、今は予防投

与をやっているわけです。その根拠を今、

お話ししたということです。それぞれの

基準はいろいろなレベルにあるわけです

が、欧米を中心とした科学的な評価によ

ってこのような基準ができているという

ことがわかっていただければと思います。 

 それから、続いて人工血小板の話をさ

せていただきます。血小板製剤は、本来

的に有効期間が短く、保存条件も非常に

strict です。それから特有の副作用とし

て細菌感染やアレルギー反応があり、輸

血不応に陥ることがあります。それから

一回のコストが高いという本来的な特徴

があるわけです。 

輸血用血小板製剤の問題点

３）急性副反応

アレルギー・アナフィラキシー反応など

２）輸血感染症
細菌感染：要スクリーニング（欧米）

１）保存期間、保存条件（緊急対応不可）

短い：４日間、厳重：室温・振盪、予約制

５）コスト

濃厚血小板10U：¥ 76,812                  
（赤血球濃厚液2U：¥ 16,338 ）

４）輸血不応

抗HLA同種抗体、抗HPA同種抗体

 したがって、特に緊急時の輸血対応は

なかなか容易ではないということです。
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人工血小板代替物の利点

1) 緊急時の輸血対応が容易

2) 輸血副作用のリスクがない

3)  安定した血液行政が可能

人工のものをつくることによってそれが

容易になるということ、それから安定し

た血液行政が可能になるということが人

工血小板開発の発端です。 

人工血小板代替物の条件

1) 血小板機能をすべて兼ね備える必要は無いが、
止血に必要な 小限の機能を有し、
残存血小板機能を補強、増幅し得る。

2) 血流中で血栓を形成しない。

3) 正常血小板の産生を抑制しない。

4) その他： 長期保存可能で常時使用可能
反復投与が可能
副作用がない
低コストである

<血小板凝集>

血管壁の破綻

血小板

止血血栓の形成と人工血小板の機能

人工血小板(フィブリノゲン結合アルブミン粒子)

<特異的集積>

GPIb/IX GPIIb/IIIa-フィ
ブリノゲン

<凝固活性>

血小板血栓 フィブリン血栓

トロンビン

（一次血栓） （二次血栓）

<特異的集積>

<血小板凝集補助>

<凝固活性補助>
活性化GPIIb/IIIa

人工血小板の要件は当然、血小板になる

べく近いほうがいいわけですが、血小板

と同じものを人工的につくるのはまず不

可能です。幸い血小板の数がゼロになる

ような病態はないわけで、残存した血小

板の機能を補強、増幅し得るようなもの

をつくればいいだろうということです。

もちろん、血流中では当然血栓をつくっ

てはいけない。ですから止血しなければ

いけない場所で働くような特異性のある

ものが絶対条件です。もちろん、通常の

薬剤のように、室温で長く保存できると

か、いろいろな条件を満足するものをつ

くらなければならないわけです。 

■ 血小板由来産物（凍結乾燥品）

血小板断片
Infusible Platelet Membrane

（CyplexTM:Cypress Bioscience)

■ 人工血小板：リガンド結合微粒子

Alb

ヒトフィブリノゲン

(SynthocytesTM:ProFibrix)マイクロ
カプセル

マイクロ
スフェア

ヒトフィブリノゲン／フィブリノゲン親和性ペプチド

(HaemoPlaxTM:Haemostatix)

フィブリノゲンペプチド (H12 )

(Okamuraら, 2004-2009)LS リポソーム

Alb

ADP

固定血小板
（StasixTM:Entegrion)

(Fibrinoplate-STM:Advanced 
Therapeutics)

Quick Timeý  Ç²
TIFFÅiîÒà�èk Åj êLí£Év Éç ÉOÉâÉÄ

Ç™Ç±ÇÃÉsÉNÉ`ÉÉÇ¾å©ÇÈÇžÇ½Ç…ÇÕïKóv Ç-Ç�ÅB

Qu ick Tim eý  Ç²
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Ç™Ç± ÇÃÉsÉNÉ̀ ÉÉÇ¾ å©ÇÈÇžÇ½ Ç…ÇÕïKóv Ç-Ç�ÅB

前臨床

臨床I/II

臨床I/II

臨床II/III

前臨床

前臨床

QuickTimeý Ç²
TIFFÅiîÒà�èkÅj êLí£ÉvÉçÉOÉâÉÄ

Ç™Ç±ÇÃÉsÉNÉ É̀ÉÇ¾å©ÇÈÇžÇ½Ç…ÇÕïKóvÇ-Ç�ÅB

人工血小板代替物の開発状況

 現在は二種類の血小板代替物がありま

す。一つが血小板由来産物です。これは

whole のヒト血小板、あるいは血小板を

断片化して、これをホルムアルデヒドで

固定して凍結乾燥したものです。非常に

粗っぽいのですが、そういうものが二つ

創られています。 

片方は臨床フェーズⅢというレベルまで

臨床試験が進んだのですが、 終的には、

開発は中止となってしまいました。もう

一方の Stasix は現在も開発が続けられ

ています。 

 それからもう一種類が、いわゆる人工

血小板です。担体粒子としてはアルブミ

ンが一番多く、アルブミン微粒子にフィ

ブリノゲンを coat しています。微粒子の

大きさはいろいろあるわけです。あとは

私どもがずっと開発しているリポソーム

です。いわゆる脂肪の油滴です。この上

にフィブリノゲン由来の合成ペプチドを

つけて人工血小板として使おうというこ

とで、現在このような産物が開発された
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か、もしくは開発途上であるということ

です。・・・「された」と申しますのは一

応、臨床試験が進んでいるということで

す。 

Entegrion 社の HP

凍結乾燥固定
ヒト血小板

StasixTM

Klein E et al, 1955
Allain & Brinkhous, 1975
Read & Brinkhous, 1995
Bode & Fisher, 2001

Supported by Naval Research 
grants since 1989

血中滞留時間：< 10 min
止血剤に特化

開発経過

 これは先ほどの固定した血小板の開発

経過を示したものです。ごらんのように

1955 年から検討されていますから、もう

50 年以上、いまだにまだ臨床試験まで行

ってない。この製品の特徴は血中の滞留

時間は 10 分以下ですから投与したらす

ぐ血中から消失してしまいます。したが

って、これは応急的な止血薬であるとい

うことです。 

Kaplan–Meier survival curve for Stasix vs. control (N/S) experiments 
with log-rank test for statistical comparison.

Evaluation of lyophilized platelets as an infusible hemostatic agent in 
experimental non-compressible hemorrhage in swine. Hawksworth JS, Elster EA, 
Fryer D, Sheppard F, Morthole V, Krishnamurthy G, Tomori T, Brown TS, 
Tadaki DK: J Thromb Haemost 7(10):1663-71, 2009

Stasix
Control

Survival

1.0

Time, min

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0 50 100 150 200 250 300 350

Stasix

Control

P=0.007

 例えば、豚のおなかに大きな傷をつけ、

この Stasix を投与して、動物がどのぐら

い生命を維持できるかを見たものです。

Stasix 投与群のほうは 10 匹のうち８匹

は生きている。ところが６時間後に対照

群は２匹しか生存しないというデータで

す。 

Advanced Therapeutics 社 HP

 これはアルブミン粒子にフィブリノゲ

ンをつけた、Advanced Therapeutics 社

がつくった人工物です。フェーズⅡ/Ⅲと

いう臨床試験が行われたと報告されてい

ます。 

ヒトフィブリノゲン結合アルブミンマイクロスフェア

（粒子径：1.1-1.3μm）

FibrinoplateTM

臨床試験結果（フェーズII/III）

対象：血小板減少症（ITP、白血病、MDS、再生不良性貧血）

血小板数：＜ 3万／μl

方法：double blind（試験物：7.0 mg/kg vs Fg非結合Alb粒子）

結果： N=102,223
出血時間の短縮効果（秒）

試験群

対照群

0 hr vs 2 hr 0 hr vs 25hr
670.3 + 564.5 459.2 + 577.0

-55.5 + 199.1 -8.8 + 372.9

p=0.000 p=0.042

4th Asian Pacific  Cong on Thromb & Haemost, 2006

これは中国で 10 万人以上が参加した、ち

ょっと怪しげなデータですけど・・（笑

い）・血小板が減ると出血時間は延びます。

微粒子を投与することでどのくらい延長

した出血時間を短縮できるか、輸血をす

る前との差で見たものです。対照群では

ほとんど差が出ないのですが、

Fibrinoplate を入れると、例えば 670

秒ほど出血時間が短縮したという効果が

25 時間後も出たというデータです。 

私どもも 1997 年から厚生労働科研費

をいただいて検討してきたわけです。血

小板はお互いがくっつき合って、血小板

の塊をつくって、止血のための１次血栓

をつくるわけです。 
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イノベーション２５：
人工血液の開発

人工血小板／血小板代替物の開発

厚生労働科学研究費

1997
2002

企業への技術移転
（臨床試験、製剤化）

2007

＊2003-2005：医薬品・医療機器等ＲＳ事業
「認識部位担持リポソーム・アルブミン重合体の
安全性と止血効果の評価」、池田康夫

＊2000-2002：医薬安全総合研究
「人工血小板開発研究」、池田康夫

＊1997-1999：高度先端医療研究

＊2006：医薬品・医療機器等ＲＳ事業

「人工血小板開発研究」、池田康夫

「臨床応用可能な人工血小板としてのH12結合微粒子
のin vivo評価」、半田誠

2007-2008：政策創薬総合研究事業

血液法制定：人工血液開発促進

受容体型微粒子

リガンド型微粒子

2009

「H12(ADP)リポソームの人工血小板としての前臨床評価
（効力と安全性）」、半田誠

＊ 2009-2011：創薬基盤推進研究事業

＃１ 認識分子：血小板接着受容体とリガンド

＃２ 担体：アルブミン重合体、リポソーム

＃３ 材料：遺伝子組換体、合成物質
（ヒト由来産物は使用せず）

我々の設計戦略：

完全な人工産物

人工血小板

血小板凝集

東京都臨床医学総合研究所鈴木英紀博士提供

Weisel JW, et al: J Biol Chem 267:16637-43,1992

γ chain ・・・400-411 (HHLGGAKQAGDV： H12 )

H12

血小板凝集：フィブリノゲンと血小板の結合部位

血小板GPIIb/IIIa複合体

フィブリノゲン

H12リポソーム

 この血小板同士をつなぐ物質がフィブ

リノゲンです。したがって、このフィブ

リノゲンの代わりにリポソームの上にＨ

12 というフィブリノゲン由来の合成ペ

プチドをつけたものをつくったわけです。 

H12(ADP)リポソームの構造と機能

PEG修飾

血中滞留時間の延長

認識部位

ドデカペプチド(H12)

ADP＊内包

血小板凝集の増強

＊アデノシン5’-２リン酸

(250+80 nm)

ADP

血小板

血小板

GPIIb/IIIa

ADPを放出

刺激

刺激

A

B

血小板の活性化を促進して止血機能を増強する

 これがペプチドをつけたリポソームの

詳しい構造です。ペプチドはポリエチレ

ングリコールという糖鎖の上にくっつけ

たわけです。中にはＡＤＰ（アデノシン 

5'-２リン酸）を入れます。これは血小板

の非常に強力な活性化物質で、生理的に

も血小板の中に入っているわけです。そ

れで血小板と一緒にこのリポソームが凝

集すると、この中のＡＤＰが外放出され

る仕掛けとなっています。 

75

0

50

凝
集

率
(%

)

25

コラゲン
サンプル

H12-liposome

1min

コラゲン(－)

[PLT]: 2.0 x 105 /μL, [collagen]: f.c. 0.4 μg/mL
[lipid]: f.c. 0.05 mg/mL. 

H12-(ADP)liposomeH12-(ADP)liposome

liposome

H12(ADP)リポソームの血小板凝集促進効果

実際に血小板の凝集反応を凝集計で見る

と、このリポソームが血小板の凝集能を

促進するということがわかります。そこ

で、リポソームを抗がん剤によって血小

板をすごく減らしたウサギに投与します。

ウサギの出血時間はすごく延びています

が、血小板輸血をすると、当然、出血時

間は短縮してきます。入れた血小板の量

に従って短縮率もどんどん増えてくるわ
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けです。 

血小板減少ウサギを用いた
出血時間測定法

止血までの時間を計測

③メス (耳、6 mm 長さ) 

0-30

②H12(ADP)V (23 G翼状針、0.5 mL/min, 4 mL/kg)

①採血

④測定(生理食塩水中に浸す) 

Time (min)

⑤採血

H12(ADP)リポソームの血小板減少ウサギにおける出血時
間短縮効果：血小板輸血との比較

*
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H12-(ADP)リポソームの止血能持続効果
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H12-(ADP) liposomes
20 mg/kg (N=6)
40 mg/kg (N=8)

生食 (N=5)
(ADP)liposomes

20 mg/kg (N=8)
40 mg/kg (N=6)

120 2400

投与後経過時間 (min)
60 180

耳
介

出
血

時
間

(s
)

0

1500

2000

1000

500

420 540300 360 480 600

*

*# *
*

*#

#

#

#P<0.05 vs. (ADP) liposome group

ADP内包H12結合小胞体の止血効果
血小板と比較

血小板

H12（ADP）小胞体

2-3 μm

250+80 nm

ウサギ

4.0x109 個／kg

ヒト

4.0x109 個／kg

2.0x1013 個／kg

（10単位、 2.0x1011 個< ）

血小板に匹敵
する止血効果
が期待される（4.1x1011 μm3 ／kg）

（ 8.2x1010 μm3 ／kg）

4.0x10４個／μlの増加 4.0x10４個／μlの増加

我々のＨ12（ＡＤＰ）リポソ－ムも同様

に、投与量に依存的に出血時間を短縮し

て、その程度は、血小板（ウサギの血小

板を入れたもの）と同じレベルまで短縮

できたということです。そして、この短

縮効果は少なくとも６時間（360 分）ま

で持続するということです。 

図６ H12-リポソームの出血部位への特異的集積

３次元イメージ横断面

5 mm

ラット尾切創 縦断面

 これはラットの尾に傷をつけます。こ

こから当然出血するわけです。そこに私

どものリポソームを投与します。このリ

ポソームは造影剤で標識してあります。 

CT スキャンでみると、リポソームはちょ

うどこの傷口にして一致して集積すると

いうことを示した図です。このリポソー

ムは流血中で働かずに、止血部位に特異

的に集積して、その部位での止血を増強

させるという性格を持ったものです。血

小板輸血に匹敵する止血効果を、私ども

の人工微粒子Ｈ12（ＡＤＰ）リポソーム

が持つことができたということです。 

H12-(ADP)リポソームは通常血流中では、
正常血小板を活性化させない (in vivo実験)

副作用大

副作用小

ウサギ

H12-(ADP)リポソーム

採血
(60分後)

FITC標識抗Pセレクチン抗体

フローサイトメトリー

血
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40
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20

この人工血小板は、十分な血中の滞留時

間を有して、生体内での血小板の活性化、

あるいは血液の凝固系の活性化をするこ
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となく、安全に使えるということを今ま

での動物実験で証明できたわけです。 

●血小板輸血に匹敵する止血効果（血小板減
少動物）を示す人工微粒子（人工血小板：
H12-(ADP)リポソーム）が創製された。

●人工血小板は十分な血中滞留性を保持し、
生体内での血小板の活性化や血液凝固系へ
の影響は認められなかった。

我々の現在までの研究成果
Biomacromolecules 2:1192-1197 (2001), Biochem Biophys Res Commun 
296:765-770 (2002), ibid 306:256-260 (2003) , ibid 312:773-779 (2003), 
Transfusion 45：1221-1228 (2005), Transfusion 47：1254-1262 (2007),
Transfusion Med 18:158-166 (2008), J Thromb Haemost 7:470-477(2009)

いま現在、人工血小板あるいは血小板代

替物の開発状況をざっと示したものです。

血小板由来産物 (platelet products)

Infusible Platelet Membrane:IPM（CyplexTM）

人工血小板（platelet substitutes）

ヒトFg結合Albマイクロカプセル（SynthocytesTM）

H12ペプチド結合人工微粒子（日本）

1995 2000 2005 2010

I II

1950

Fg親和性ペプチド結合Albマイクロスフェア（HaemoplaxTM）

×

凍結乾燥固定血小板（StasixTM）

I/II

preclinical

preclinical

血小板代替物開発の変遷

preclinical

×

ヒトFg結合Albマイクロスフェア（Fibrinoplate-STM）
II/III

一部は既に結果が思わしくなくて開発を

あきらめたものもありますが、進行して

いるものもあるということです。 

いま私どものものを詳しく説明しました

が、開発のコンセプトはみな同じです。

人工血小板代替物開発推進のポイント

１） 予防／治療

十分な生体内寿命（12h <）

適応を明確化／臨床試験の想定

2) マーカー（Surrogate／True）の設定

・Surrogate：出血時間

・True：便Hb定量、出血症状（他覚的）、出血量

・予防的投与（出血予防薬）にも対応

・治療的投与（止血剤）に特化

凍結乾燥固定血小板（StasixTM）:
生体内寿命（10 min >）

出血の予想因子ではない

今後どうなるかは非常に難しいのですが、

一つは予防的投与に使うためには、十分

な生体内の寿命が必要だと。あるいは止

血剤として使うのなら、ほんとに生体内

の寿命はそんなに長くなくてもいいだろ

うということです。 

 ただし、その効果を評価する適当なマ

ーカーがないということで、今のところ

は出血時間が一番いいだろうということ

です。したがって、これにはもう一段の

技術革新が必要ですが、将来的には我が

国独自の細胞型のＨ12（ＡＤＰ）小胞体

の開発ができれば、そういう意味ではま

だ夢の段階ですが、今後も研究を進めて

いきたいと考えています。 

人工血小板代替物：まとめ

危機管理面ばかりでなく技術革新（ナノテク、
DDSなど）の面からも医療に恩恵をもたらす。

リガンド（フィブリノゲンとその関連ペプチド）
結合アルブミン微粒子の検討が欧米で企業化され
ている。

その必要性

その有望性

将来展望

近い将来の製剤化を目指し、我が国独自の細胞型
H12(ADP)小胞体の開発を推進してゆく。

後は急ぎましたけれども、ご静聴をあ

りがとうございました。（拍手） 

 

 加藤 半田先生、ありがとうございま

した。エビデンスに基づいた血小板輸血、

そして人工血小板の 近の話題――特に

半田先生のグループが中心になってやっ

ておられる製剤開発状況についてご紹介

いただきました。２～３のご質問を受け

たいと思います。日常臨床の場でいろい

ろ疑問に思っておられることを非常にク

リアにまとめていただきました。特にご

質問はないでしょうか。 

 後半の人工血小板については非常に夢

のあるお仕事です。細胞型のものはなか

なか難しいというお話です。先生方のも
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のは非常に均一なものをつくっていける

ということで、いわゆる薬として使える

わけです。一方で、細胞型のものも 近

はいろいろな手法で試みがありますが、

そのあたりの展望というのはいかがでし

ょうか。 

 半田 抗がん剤や抗生物質を脂肪滴の

中に包埋して、局所に効果的に運搬する

薬剤が一部の臨床に使われていることも

あって、リポソ－ムは非常に生体適合性

があります。例えば止血剤に使われなく

ても、いろいろなものを運んだり、ある

いは止血局所で何かを放出したりすると

いう技術的なことに関しては、今後もこ

ういうものを開発することで新たな可能

性を持ったものがでてきます。 

 ただ、これを人工血小板として使うと

なると、いろんな障害がまだたくさんあ

ります。ただし、私どものものは全く生

体内のものが入ってないのです。そうい

う意味では、ほかのものに比べるとまさ

に人工血小板であると考えています。 

 

加藤 金森先生、どうぞ。 

 金森 神奈川県立がんセンター血液科

の金森です。まとめて幾つか、違う種類

の質問をします。 

一つは、実際に血小板の使用量を減らす

ために、連日採血をして予防投与量を現

実的に減らすことが、どのぐらい意味が

あるのか。通常は予測して週２回、３回

の採血で我々はやっているわけです。あ

る施設で、自治医大でしたか、血小板の

供給体制によるのですが、連日測ってか

なり投与量が減少したというレポートが

あります。それが日常臨床的に、採血量

の回数を増やすことによって予防投与量

を厳密に１万なら１万とした場合に、実

際の輸血量がどのぐらい減らせるという

か、意味があるのかというのが一つです。 

 それから話が少し飛びます。急性骨髄

性白血病で、抗悪性腫瘍剤を投与して、

結局、白血病細胞が減っても血小板が回

復悪いということが実際起こるのですが、

その辺の機序について血小板あるいは血

管内皮という点で機序がわかっていまし

たら教えていただきたいと思います。 

 半田 まず１番目に関して。これは各

施設で、例えば毎日採血することは・・・
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臨床では……どうでしょうか、なかなか、

やはりやりにくいところはありますし、

やる必要もないかもしれません。あると

ころでは出血症状を見ながら、例えば週

３回に決めてやってしまうとか、別にそ

ういうことでも構わないと思います。た

だし、適正使用で量を減らすということ

になれば、どうしても測らなくてはいけ

ないということになると、それはジレン

マだと思います。 

 ただ、安定した患者さんと、それから

いわゆる感染を起こしたとか、あるいは

invasive な処置をしなくてはいけない

ときはまた違うと思います。ですからお

答えになったかどうかわかりませんが、

それはなかなか難しい質問です。今の国

あるいは世界の基準というものをどうや

って理解して、それで自分たちの施設で

の、あるいは自分たちの仲間の中で、標

準となる方針を決めていくということし

かないと思います。 

 金森 トリガー値という点で、例えば

学会で採血値を確認してなるべく使用量

を減らすとか、そういった方向性はない

ですか。 

 半田 それはまた別だと思います。今

の話はすべて臨床試験でのことです。実

際の臨床ということになると、もうちょ

っとそれは大まかでもいいのかなとは思

います。それから２番目に関しては私も

経験がないので、残念ながらわからない

です。 

 加藤 ありがとうございます。それで

は時間になりました。半田先生、大変あ

りがとうございました。今後のご活躍を

期待しております。（拍手） 

 

 

 

 

 




