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Short Report

M-sol で調製した高濃縮洗浄血小板のシリンジ中静置保存
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容量を減らした（濃縮した）洗浄血小板（Volume-reduced washed platelets；VR-wPLTs）は容量負荷の抑制や輸
血副作用の低減だけでなく，外来患者や急速輸注を要する患者などにとって輸血時間短縮というメリットがある．
少容量の血液製剤を輸血する場合，シリンジで行われる可能性がある．シリンジ中ではガス交換ができず，また輸
血中は振とうされない．よって VR-wPLTs をシリンジで輸血する場合，血小板機能の著しい低下が危惧される．本
研究では，シリンジ内で VR-wPLTs を静置保存した際の品質変化について検討した．

!

血小板製剤（PC）の遠心上清を出来るだけ除去した後，40ml の M-sol を添加して調製した VR-wPLTs（484 μl ，
11

44.1ml ，2.13×10 ）を振とう保存し，翌日 50ml 用シリンジに移しかえ，2 時間静置保存した．
この保存で pO2 値は 20.4mmHg から 1.88mmHg まで大きく低下し，pCO2 値は上昇した．嫌気的代謝の生成物であ
る乳酸の値も上昇したが pH は 7.32 から 6.83 までしか低下しなかった．MPV，％Disc，CD62P，annexin V，％HSR，
凝集能は有意な差がみられなかった．グルコース値は有意に低下したが枯渇しなかった．スワーリングも確認され
た．
以上の結果から血小板濃度を PC の約 4 倍まで濃縮した VR-wPLTs をシリンジで輸血しても 2 時間以内なら血小
板機能の低下はほとんど無いと考えられる．
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Table 1 In vitro quality changes in VR-wPLTs during
2-hour storage in syringe

wPLTs をシリンジ内で 2 時間静置保存しても品質の低

0 hours

浄血小板の品質は PC のそれと同等であり３）〜５），VR-

2 hours
＊

pH

7.32±0.09

6.83±0.10

pCO2 (mmHg)
pO2 (mmHg)

43.8±7.9
20.4±25.3

119±25＊
1.88±2.50

MPV (fl)

8.23±0.57

8.19±0.53

%disc
CD62P (%)

71.1±16.1
15.4±8.7

71.2±16.1
14.4±8.9

Annexin V (%)

2.65±0.53

2.59±1.15

下は軽微であることを示している．
M-sol で調製した洗
wPLTs は調製 48 時間以内なら通常濃度の洗浄血小板
と大きく違わない品質を有する６）．
したがって VR-wPLTs
のシリンジ輸血が 2 時間以内で終了するならば，通常
の PC と大きく違わない品質で輸血が可能と推測される．
VR-wPLTs は容量負荷抑制や輸血副作用低減に役立

%HSR

76.9±4.2

80.8±4.8

つだけでなく，容量が少ないため外来患者，安静が保

Aggregation (%)

69.1±4.8

73.8±9.7

214±19

189±24＊

てない患者，小児，急速輸血を要する患者に対し輸血

Glucose (mg/dl)
Lactate (mg/dl)

85.5±17.2

116±21＊

Abbreviation: HSR, hypotonic shock response; MPV, mean
platelet volume.
The results (mean±standard deviation) of six experiments
are shown.
＊

時間短縮というメリットもある．今後は VR-wPLTs
の輸血効果について検討が待たれる．
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Abstract:
Volume-reduced washed platelets (VR-wPLTs) are useful not only for avoiding circulatory overload, but also for
reducing adverse reactions. On investigating VR-wPLTs infusion by syringe, the influence of a 2-hour interruption
of agitation on the in vitro properties of VR-wPLTs (44.1 ml , 2.13×1011 PLTs) in M-sol in the syringe was investigated.
After 2-hour storage on a bench at room temperature, the pH was maintained above 6.8, and MPV, ％disc, CD62P,
annexin V, ％HSR, and aggregation values were not significantly changed.
These results indicate that a 2-hour interruption of agitation negligibly affected the in vitro properties of VRwPLTs in the syringe.
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