Japanese Journal of Transfusion and Cell Therapy, Vol. 65. No. 4 65（4）：751―753, 2019

【症例報告】

Case Report

血液型検査で偶発的に拒絶が判明も，同種移植後寛解維持している
急性骨髄性白血病
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66 歳，男性．200X 年 9 月真性多血症（PV）と診断．定期的に瀉血を施行も，200X＋3 年 11 月に正常核型の急性
骨髄性白血病へ移行．完全寛解で 200X＋4 年 2 月に HLA 完全一致同胞から骨髄非破壊的移植を施行．ABO 式血液
型は major-minor mismatch であった．day20 に生着し，急性 GVHD は最高 grade 2 であったが全身治療を要さず，
慢性 GVHD も limited stage であった．ABO 血液型は day577 にドナー血液型への移行を確認．免疫抑制療法は day
628 に中止した．day687 に完全ドナーキメラを確認し，以後は血液検査のみで経過観察していた．偶然行った day
1,697 の血液型検査で混合血液型が判明．
同日骨髄穿刺を施行し，
腫瘍再発は認められなかったがレシピエント 79.6％，
ドナー 19.6% の混合キメラであった．day1,931 にはレシピエント 92.8％，ドナー 6.8% とほぼ拒絶状態となったが，
現在に至るまで再発を認めず，かつ JAK2 遺伝子変異陰性で経過している．移植後長期寛解症例において，再発なき
拒絶は発見が難しいものの，血液型の検索を含めた経過観察が必要と考えられた．
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Fig. 1 経過を通して再発の兆候は認めなかったが，次第にレシピエント優位の血球に移行し，拒絶となった．
また，血液型判定において，いったんドナー血液型へ完全に移行したにも関わらず，判定保留からレシピエン
ト血液型に移行している．
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A PATIENT WITH ACUTE MYELOGENOUS LEUKEMIA WITH MAINTAINED
REMISSION AFTER ALLOGENEIC TRANSPLANTATION DESPITE INCIDENTAL
REJECTION FOUND ON BLOOD GROUP TYPING
Takashi Onaka, Fumie Iwai, Rie Nakamoto-Matsubara, Aiko Kato-Ogura and Akihito Yonezawa
Department of Hematology, Kokura Memorial Hospital
Abstract:
A 66-year-old male was diagnosed with polycythemia vera (PV) in September 200X. Although exsanguination
was regularly performed, acute myelogenous leukemia was detected in November 200X＋3. Following complete remission, non-myeloablative bone marrow transplantation from an HLA-matched sibling donor was conducted in February 200X＋4. The ABO blood group was determined to be a major-minor mismatch. Engraftment was achieved on
Day 20. Although acute GVHD was confirmed to be a maximum of grade 2, systemic treatment was not required. The
stage of chronic GVHD was also confirmed to be limited. Blood-type transition to the donorʼs blood type was confirmed on Day 577. Immunosuppressive therapy was discontinued on Day 628. On Day 1,697, blood group typing was
incidentally performed and demonstrated heterogeneous blood groups. Bone marrow puncture was performed on
the same day. While there was no recurrent tumor, the sample was a mixed chimera consisting of 79.6% of cells from
the recipient and 19.6% of cells from the donor. Rejection was noted on Day 1,931. However, there has been no relapse,
and the patient has remained negative for the JAK2 gene mutation. While it is difficult to detect relapse-free rejection
in patients with long-term remission after transplantation, follow-up involving blood-group investigation may be necessary.
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