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細胞保存最低基準を引き上げへ

４月から８×108個以上に

さい帯血バンクでは発足以来、より多い有核細胞数のあるさい帯血を保存すべく、これまで努力を重ねてきました。そ
の結果、最近では体重の大きな成人患者へのさい帯血移植も多数例を数え、細胞数の多いさい帯血へのニーズは高ま
るばかりです。このため、日本さい帯血バンクネットワークでは今春より、さらに細胞数の保存最低基準を引き上げること
になりました。
= 「特集」は2〜3面にもつづく
さい帯血移植を成功させるキーポイ
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非血縁間さい帯血移植状況（2006年12月31日現在の速報値）
移植数（累計） 3343
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このような需要を受けて、日本さい
帯血バンクネットワークの次世代デザ
イン会議では、昨年3月にまとめた『進
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とが決まりました。

「少細胞数」活用でも前進
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保存細胞数引き上げに期待
保存最低基準の引き上げという状況に際して、
さい帯血移植を受けた患者さんをはじめ、採取医や移植医、
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細胞数重視し選択
名古屋第一日赤病院 加藤剛二

とには、検査や調製保存を適正に行う
ことは言うまでもありませんが、細胞
数の多いさい帯血を提供することが移
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ク で す が、17年 度
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⑥ シーラーの巻

保存前の作業に不可欠
さい帯血は凍結バッグに入れて保存
されています。その際、バッグに血液
を入れたり凍結保護剤など薬液を注入
するための通り道であるチューブを、
きちっと塞ぎ外と完全に遮断しなくて
はなりません。また、凍結バッグは大
小二つの部屋に分かれていますが、保
存時はその仕切りも完全に塞ぐ必要が
あります。その役目を担っているのが
チューブシーラーです（写真１）
。以
下に、その手順を示します。

チューブの切断用
採取施設からさい帯血バンクに運ば
れたさい帯血は、
調製保存施設で分離・
調製が行われます。最終的に凍結可能
となったさい帯血は、専用の凍結保存

㊤写真1＝ヘモネティクスジャパン㈱

㊦写真2＝ゼブラ社ミニチューブシーラー 2380

バッグに注入されます。そして、移植

仕切り凍結時の破損を防ぎます。この

に使用されるまでマイナス196℃の液

作業によって、安全なさい帯血が供給

体窒素内で保存されることになります。

できるようになるのです。

この時、さい帯血を注入するために使

■善意のお気持ちに感謝します■

われていたチューブは不要になるので

東京都

稲垣

一恵様

2,500円

ん。そこでチューブシーラーの出番で

神奈川県

佐々木大輔様

5,000円

す。まず、なるべく凍結バッグに近い

静岡県

豊田

龍二様

10,000円

部分のチューブをシーラーに挟み込み

東京都

永田

洋一様

10,000円

ます（写真２）
。

東京都

松本翔次郎様

10,000円

千葉県

開田

チューブを切り離さなくてはなりませ

凍結時の破損防ぐ

尚夫様

100,000円

さい帯血は調製保存作業中の衝撃

〈寄付受け付け専用口座〉

や超低温での保存環境、運搬中の衝撃、

郵便振替口座番号：00180‑9‑57390

加わります。その結果、チューブは完

解凍作業など様々な環境にさらされま

口座名義：日本さい帯血バンクネット

全にぴっちり接着し閉鎖（シール）さ

す。チューブはバッグ部分とは異なっ

れることになります。ちょうど、スト

た材質で作られていますが、いったん

ローを指で平たく押しつぶした状態に

閉鎖された部分が開いてしまうことは

なるわけです。さらにこの作業を約３

許されません。そのため、さい帯血保

〜４cm間隔で１〜２カ所行い、バッ

存用に使用されるチューブシーラーは、

療センター倫理委員会日本さい帯血バ

グから最も離れた部分の遠位端を切断

高周波熱を用いてシールのはがれを防

ンクネットワーク倫理委員会での承認

し作業は完了します。あまり近い間隔

ぐようになっています。また、バッグ

〜」とあるのは、「〜日本さい帯血バ

で行うと、火花が散ったり、チューブ

の２つの部屋の仕切りは、前述とは別

ンクネットワーク事業運営委員会での

が溶けたりするので慎重に行います。

の専用のシーラーを用いてきっちりと

承認〜」の誤りでした。

次の瞬間その部分に所定の時間熱が
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