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• 血液悪性腫瘍の患者さんの血小板輸血を患
者さんの血小板数がいくつから考慮します
か？ 

 

• 10000もしくは20000？？ 

 

• 根拠は？？ 
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普段何気なく使う略語について 

• PCは、英語名のPlatelet Concentratesから。 

• ちなみにRCC、RCC-LR、RC-M.A.P.（英語名の
Red cell Concentrates mannitol adenine 
phosphateから。 

• 「LR」は、白血球除去処理済み (Leukocytes 
Reduced) の略語 



血小板輸血の歴史 

• 約40年前より血小板輸血が始まった。 

• 1960年代までは化学療法の発達に伴い輸血

の必要性が増していたが、全血のみしかでき
なかった。 

• 血小板がすぐに凝血してしまう点、他の血球
分離時に細菌汚染されてしまう点、血小板の
保存方法がはっきりしていなかった点などが
挙げられた。 

Uptodate 



• 冷凍で保存することで、室温保存時に比べ細
菌繁殖の機会が減り、冷凍保存された血小
板を用いることで輸血後の予後が改善した。 

• しかし最も進歩した技術はプラスチック血バッ
グとクエン酸塩ベースの抗凝固が現れた。さ
らに特別なガス滲透性プラスチックの出現で
室温でありながら、振盪させることで4-5日間
の保存が可能になった。 

これです 



血小板の単位 

• １単位あたり0.2×1011個以上の血小板を含

む。              日本赤十字社HPより 

 

 

 

 

 

 

 



目次 

• 血小板についての基礎知識 

• 従来の血小板輸血の閾値 

• 予防的血小板輸血から治療的血小板輸血へ 

• 論文紹介 

• まとめ 

 

 



従来の血小板輸血の閾値について 

これに従うと白血病や移
植の患者さんには10000
以下が輸血の対象となる 

American Society of Clinical Oncology(ASCO) 



ASCO guidelineによると・・・ 

• 病態が複雑な患者では、血小板輸血の閾値
は現在はっきりしていない。 

• ASCOでは、発熱がありSepsisや出血のリスク
が疑われる患者には20000以上を推奨。 

• 外科的処置やカテーテル挿入などの観血的
手技を施行時は50000以上を推奨。 



• では血液悪性腫瘍の患者は、発熱や感染症
などなければ、血小板輸血の閾値は10000～
20000で本当に良いのか？ 

 

• 10000を切ると本当に危ないのか？ 
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1万が閾値？1万を切ると出血する？ 

血液悪性腫瘍の患者で血小板を5000 ～10000 に保ちgradeⅡ
の出血だけなら輸血を行わなくても、0.51%しかgradeⅣの重大
な出血が起こらなかった。 
The frequency of bleeding complications in patients with haematological malignancy following the introduction of a 
stringent prophylactic platelet transfusion policy. 

Callow CR, et al.Br J Haematol. 2002;118(2):677 

Friedmann AM et al. 

 
Do basic laboratory test or clinical observations predict 
bleeding in thrombocytopenic oncology patients? A re-
evaluation of prophylactic platelet transfusions. Transfus 
Med Rev 2002; 16: 34–45 

 

血小板が低いほうが出血するリ
スクはもちろん上がるが、10000

以上の高い時でも出血すること
もある 

1997－1998年の間に3000人の

血小板減少の患者では、朝の
血小板の値およびその日の最も
低い血小板の値と出血のriskは
関連がないと示した。 
Friedmann AM et al. 
Do basic laboratory test or clinical observations predict 
bleeding in 
thrombocytopenic oncology patients? A re-evaluation of 
prophylactic platelet transfusions. Transfus Med Rev 
2002; 16: 34–45 



High trigger=血小板20000-30000以下 
Lower trigger=出血症状or血小板10000以下 

Lower triggerでも重大な出血は増えなさそう 

Cochrane library（2012） 

Prophylactic platelet transfusion for prevention of bleeding in patients with 
haematological disorders after chemotherapyand stem cell transplantation (Review) 



• 以上の経過から、血小板数が10000を切ってい

ても出血症状がでるまで輸血しない治療的血小
板輸血が安全かどうかのstudyが本格的に始
まった。 

• なお言葉の定義として上記の通り出血時に血小
板輸血を行う方法を治療的血小板輸血と定義。 

• 従来の出血を予防するため、血小板数が一定
数を下回った場合に行う輸血を予防的血小板輸
血と定義。 



治療的血小板輸血について 

• 出血するtotalの日数は増えるがgradeⅣに至
る重大な出血は増えない＝安全に行える 

• 10000以上で管理することで従来よりも20－
40%血小板輸血が減る＝医療コストも減る＝

患者が他人の血小板に感作される危険性が
減る。 

The threshold for prophylactic platelet transfusion in adults with acute myeloid leukemia. 

Rebulla P, et al.N Eng J Med. 1997;337:1870. 

Safety and cost effectiveness of a 10 x 10(9)/L trigger for prophylactic platelet transfusions compared 
with the traditional 20 x 10(9)/L trigger: a prospective comparative trial in 105 patients with acute 
myeloid leukemia. 

Wandt H, et al.Blood. 1998;91(10):3601. 



• 血液悪性腫瘍の患者で、治療的血小板輸血
の安全性・医療面の良さがわかってきた。 

 

• では実際にやってみたのが今回の論文 
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Therapeutic platelet transfusion 
versus routine prophylactic 
transfusion in patients with 

haematological malignancies: 
an open-label, multicentre, 

randomised study 
Hannes Wandt et al. for the Study 

Alliance Leukemia 

Lancet 2012; 380: 1309–16 



背景 

• 血小板減少の患者に対して、朝の採血で
10000以下で輸血を行う予防的血小板輸血
が行われてきた。（前述ASCO guideline 参照） 

 

• しかし近年、化学療法の量やその他の治療も
変化してきた。そのため予防的でよいのか、
治療的輸血（出血の症状が出現したとき）が
安全かのデータの質が低かった。 



• AMLおよびauto PBSCTの患者に治療的輸血

が安全であり医療コストの面で好ましいという
データを筆者達が行った。 

Wandt H, et al.A therapeutic platelet transfusion strategy is safe and feasible in patients after autologous 
peripheral blood stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2006; 37: 387–92. 

Wandt H,et al.Routine prophylactic platelet transfusions are not necessary in patients with acute myeloid 
leukemia—a therapeutic transfusion strategy is safe and cost eff ective. Blood 2005; 106: 129a (abstr). 

 

⇒以上からAML、autoPBSCTの患者に治療的血
小板輸血のメリットが発見されstudyを組んだ 



method 

• ドイツで行われた多施設（8施設）合同非盲検
無作為化試験 

• 期間：2005年2月1日～2010年3月31日 

• 施設基準：輸血が24時間施行でき血小板輸
血が4時間以内に施行できるCenter 
 



AML患者は190例で、治療的血小板輸血群が
94例、予防的血小板輸血群は96例。 

auto PBSCT後の患者は201例で、治療的血小板
輸血群が103例、予防的血小板輸血群は98例。 

 



• AMLの患者は標準的な寛解・地固め化学療
法を施行され、autoPBSCTの患者も標準の
high-doseの化学療法を施行された。 

• Exclusion：AML群でAPLの患者は寛解導入後

の患者のみ。なお両群とも血小板不応、凝固
異常、重度の出血歴がある患者は除外。また
autoPBSCTの患者は肺・脳病変がある患者は
除外。 

 



• Hgは両群とも8.0mg/dl以上を保ち、Pooled 
concentrates from whole bloodとSingle donor 
apheresis concentratesの両方から献血された。 

• なお両方とも最低でも2.0×1011 (10単位)の血
小板が含まれていた。 
 



• 予防投与群では10000以上を保つように輸血
を行われた。 

• 治療投与群ではWHOcriteriaに準じてgrade2
以上になった時に輸血を行われた。 



 



• 強化化学療法を施行されたAML患者（16～80
歳）およびautoPBSCTを施行された造血器腫
瘍患者（16～68歳）が登録。 

• 出血時に血小板輸血を行う群（治療的血小
板輸血群）、毎朝血小板数を測定して10000

以下の場合に予防的に血小板輸血を行う群
（予防的血小板輸血群）に分けた。 



Primary Endpoint 

• Primary⇒血小板輸血の回数とした。 

• なお入院期間も違うため、観察期間を標準化
し14日間/1患者の輸血回数とした。（筆者らはここ
でGradeⅣの出血をendpointに持ってこなかった理由として、GradeⅣに
まで至る出血が稀(<1%)であることを理由としている） 



Secondary Endpoints 

• Secondary⇒①gradeⅡ以上の出血、②血小
板が20000以下となる日数、③輸血の副作用、
④入院日数、⑤生存率 

• Sample sizeについて⇒Primary endpointであ
る輸血回数で両群間で臨床的に25%の低下
があると見積もり、Powerは90%とした。 

 



Results 

特に男女差を含めて血球などの優位差はなかった。
autoPBSCTの患者は骨髄腫の患者が多かった。 



Results(Primary) 
• 患者1人当たりの平均輸血回数は、治療的血小
板輸血群が1.63回と、予防的血小板輸血群の
2.44回に比べ33.5％低下。 

• AML患者では、治療的血小板輸血群が1.83回と、
予防的血小板輸血群の2.68回よりも31.6％有意
に低下. 

• auto PBSCT患者ではそれぞれ1.18回、1.80回と
34.2％の抑制効果が認められた。 

•  
 



Secondary Endpoints 

• Grade2の出血は治療的輸血群で優位に多かった。 

• Grade4の出血は、AML群に関しては治療的輸血群で
多かった。しかしPBSCT群では両群で認めなかった。 

• 他の②血小板が20000以下となる日数、③輸血の副
作用、④入院日数、⑤生存率で有意差はなかった。
優位差がついたのは①の出血のみであった。 



• 治療的輸血群で60％ほど、予防的輸血群で
その半分ほどであった。 



• 両群間で出血する日率（出血する相対危険比）は、
どの血小板の値でも0.43と治療的介入群のほうが
出血するリスクは高かった。 

 



• その他の非致死的出血は15例にみられ、試

験期間中に治療的血小板輸血群で致死的脳
出血により2例が死亡した。 

• しかしこの2例は治療的輸血群であったが、
出血傾向のため予防的輸血が行われていた。 

• 他に大出血とは無関係の死因で両群5例ず
つ、合計12例が死亡した。 



結論 

• 以上から治療的血小板輸血は、auto PBSCT

後の患者の血小板輸血指針について標準的
治療となる可能性がある。 

• しかしAMLでは予防的血小板輸血を標準とす
べきであると結論付けた。 



Discussion 

• Limitationとして、このStudyではGradeⅣの出
血が少ない（<1%）ため、2000人以上のStudy
を組まなければならない。 

• またdate monitoring委員会より2つ勧告が
入っている。 

①治療群でも血小板輸血の順守率が78%と低く
Protocolを順守するように勧告あり。 

②なお治療的輸血群であと1例死亡が出たら、
study中止勧告が出ていた。 

 

 

 



• このstudyではintensiveな観察が必須であり、

頭蓋内出血や眼底出血を疑った際には直ぐ
に画像が撮れて、また輸血がすぐに施行でき
る施設でないといけない。 

• そのためhigh careが可能な施設に限って行う

べきではないのだろうか。（当院では可能と考
えられる） 



• また近年、血小板により活性化される物質
（VEGF, soluble CD40 ligand, and interleukin 8

など）に注目が集まっている。これら物質は担
癌患者の、感染症に対する免疫を抑制したり、
抗アポトーシス作用などが示唆されており、
好ましくない可能性が示唆されている。 

• このデータがある以上必要以上の血小板輸
血は行わないほうが医療経済的にもベターと
考えられる。 

Cognasse F et al. Release of potential immunomodulatory factors during platelet storage. Transfusion 
2006;46: 1184–89. 

 



• ABO-mismatchの血小板が使われおり、これ

は出血のリスクが増す可能性も指摘されてい
る。 

• また2010年に行われたPLADO trial（後述する
が、出血率は70%を超えていた）に比べ出血
する割合が低く（治療的輸血群で60％、予防
的投与群に至っては30%程度）、出血に対す
る評価が低かった可能性が示唆された。 

 



血小板輸血する量は？ 

• the UK Blood Servicesでは少なくとも2.4 x 1011 
が輸血される全体の75％に含まれてなけれ
ばならないと推奨している。 

• しかし一回の血小板輸血の適正量について
のstudyが2000年代に入り進んできた。 

• 2つのRCTが代表される 



①SToP trial  

→low dose (1.5 to 3.0 x 1011 platelets per 
transfusion) or standard dose (3.0 to 6.0 x 1011 
platelets per transfusion) 
A randomized controlled trial comparing standard- and low-dose strategies for 
transfusion of platelets (SToP) to patients with thrombocytopenia. 

Heddle NM, et al.SToP Study Investigators of the BEST Collaborative 

Blood. 2009;113(7):1564. 

②PLADO trial  

→low (1.1 x 1011 platelets per m2 body surface 
area), medium (2.2 x 1011 per m2), or high doses 
(4.4 x 1011 per m2)  
Dose of prophylactic platelet transfusions and prevention of hemorrhage. 

Slichter SJ, et al. 

N Engl J Med. 2010;362(7):600. 

 



• グレード2またはそれ以上の出血（WHO基準）
の発生率は、全3つの群（71、69と70％）で同
程度だった。  

• 1人死亡症例があったが高用量群の上で治
療されている患者に起った。 

•  PLADO trialより 

•   



 



血小板輸血量について 

• 以上から血小板が10000を切った時に行う血
小板の量はlow dose (1.5 to 3.0 x 1011 
platelets per transfusion＝日本でいうところの
10単位～15単位ほど)が推奨。 

• Low doseの血小板輸血は輸血する頻度は増
やしてしまうが、患者に投与するtotalの血小
板量を減らすことができる。 
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血液悪性腫瘍の患者の 
血小板輸血の適応について 

• Intensiveな観察が可能かつ輸血が速やかに
行える施設に限って、 auto PBSCT後の患者な
ら治療的血小板輸血を行ってもよい。 

• AMLでは従来通り10000以下になったら行う
予防的血小板輸血をするべきと考えられる。 

• 必要以上の血小板輸血は患者の免疫や凝
固能に異常をきたすことがありうることを忘れ
ない。 

• 1回の血小板輸血量は10～15単位。 

 

 

 



御清聴ありがとうございました 


