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〔講演1〕

１．はじめに
　血液製剤の安全かつ安定した供給は、献血者による善意の無償の献血に支えられて
いる。献血者の安全確保は採血業者である日本赤十字社に課せられた最も重要な責務
の一つである。しかしながら、血管迷走神経反応（VVR：Vasovagal	reaction）は現
状でも0.6％（平成29年度）の献血者に発生しており、これらの発生をゼロにするこ
とは極めて困難なのが実状である。血液事業本部は平成24年度から採血副作用検討会
を立ち上げ、採血時の副作用の低減に向け全国導入を見据えた対策の策定についてた
ゆまぬ努力を続けてきた。その一つの対策としてのレッグクロス（下肢筋緊張）運動
は、前方視的研究によって全血採血において有効であると評価された。平成27年10月
から全国導入され、VVRの発生率の低減に貢献している（図1）。今回は、レッグク
ロス運動のメカニズムとその効果について紹介したい。

レッグクロス運動によるVVR対策

福島県赤十字血液センター
菅 野 隆 浩
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レッグクロス運動導入

図１　全国における全血400ｍL採血時のVVR発生率の年度（上・下半期）別推移



2．レッグクロス（下肢筋緊張）運動の背景
　下肢や上肢の筋肉を緊張させる筋緊張運動は元来、血液や外傷に対して恐怖心を持
ち、頻回に失神を起こす患者への行動療法として用いられてきた。これに対し献血者
は、採血に対する恐怖・不安感は一般には軽いと考えられるが、それらの程度には個
人差があると思われる。カナダの心理学者であるDittoらの研究グループは筋緊張運
動を献血者へ応用し、世界で初めて献血の現場で上・下肢筋緊張運動の効果の検証を
行い、めまい、脱力、ふらつき等のVVRに関連した症候が低下することを示した１）。
この方法は薬剤を使用しなくてよいという利点がある。しかし、彼らが行った運動に
は、下肢を交差させるいわゆるレッグクロス運動は含まれていなかった。

３．レッグクロス運動のメカニズム
（１）循環系への効果
　レッグクロス運動は筋肉ポンプ作用を期待するものである。四肢に存在する容量血
管である静脈は弁を持っており、筋収縮により圧迫を受けると、血管内の血液は逆流
することなく心臓側へ押し出される。これにより心臓への静脈還流は増加し、心室の
拡張末期容量が大きくなる。引き伸ばされた心室筋はスターリングの心臓の法則によ
り収縮力が大きくなり、一回拍出量が増加する。全血採血中の上・下肢筋緊張運動時
には全末梢血管抵抗は10％程度低下するという報告２）があるが、心拍出量の増加はこ
れを凌駕し、結果として血圧の上昇を起こす。血圧の上昇は脳への血流を増加させ３）、
脳血流の低下によって発症するVVRは予防される。
（２）心理的効果
　Dittoは心理学者であり、彼らのグループは全血採血時の上・下肢筋緊張運動の心
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図２　局所脳酸素飽和度に対するレッグクロス運動の効果
（参考資料6より作成）　 　　　　　　　　　



理学的効果も検討している４）。運動を採血前だけに比較的長い時間行い、採血中に運
動を行わなかった場合、採血後のリラックス度は有意に上昇し、VVR関連症候は有
意に低下することを示している。Dittoらは呼吸を規則正しく行ってもらっているこ
とがこの効果に関与している可能性を指摘している。単に心理的効果を期待するので
あれば、より効率的かつ効果的な方法があるかもしれない。
（３）下肢のみの運動および下肢交差の効果
　Dittoらは全血採血時での上肢および下肢の筋緊張運動の効果の度合いを評価して
いる５）。上肢のみの運動では、運動をしない対照群に対し、VVR関連症候の有意な
低下を認めなかった。これに対し下肢のみの運動では、対照群に対し有意な関連症候
の低下を示し、その程度は上・下肢運動群と同等であった。一方、採血を行っていな
い研究室での実験であるが、下肢交差の有無による局所脳酸素飽和度の評価を行った
研究６）がある。運動前の安静時に対する局所脳酸素飽和度の上昇は、下肢を交差させ
たときのみ有意な差が認められた（図2）。これらの文献より、下記で行った効果検証
研究では、循環系に対する効果を最大限にするため、下肢を交差させた筋緊張運動、
いわゆるレッグクロス運動が採用された。

４．レッグクロス運動の効果の検証研究
【目的】
　採血副作用検討会は副作用防止に有効と思われる対策の研究を全国の血液センター
から募集した。Dittoらの研究をふまえて、いくつかのセンターから筋緊張運動に関
する研究課題が提出されたことから、前方視的多施設共同研究を行うこととなった。
先にのべた筋緊張運動のVVRに対する評価は、VVR関連症候を指標として用いたも
のであり、評価集団の数も一群200名程度である。本来のVVR発生率を検討するのが
理想的であるが、VVR発生率を指標とした前方視的研究によってVVR予防効果を検
証するには、数万人の被験者を必要とすることから、行われていなかった。そこで、
本研究では、VVR発生率をエンドポイントとして評価を行うこととした。
【方法】
　必要症例数を平成21と22年度の全国のVVR発生率から、全血および成分採血で男
女別に求めた。参加に賛同した6ブロックセンター内27地域センターへ必要症例数を
割り振った。平成25年8月より平成26年2月まで、運動実施日と運動非実施日を設定し
て実施し、両者それぞれのVVR発生率を比較検討し、レッグクロス運動の効果を評
価した。
【結果】
　得られた症例数は実施日群と非実施日群合わせて、全血採血男性115,433例、全血
採血女性58,138例、成分採血男性114,832例、成分採血女性44,359例であった。ITT解
析（intention	to	treat	analysis）にて、全血男性では実施日のVVR発生率は0.32％で
あり、非実施日の0.52％に対し有意に低下した（p<0.0001）。全血女性の実施日では
0.47％であり、非実施日の0.82％に対し有意に低下した（p<0.0001）。成分男性の実施
日は0.24％、非実施日は0.27％であった。成分女性の実施日は1.41％、非実施日は1.51
％と、成分採血では男女ともわずかながら減少傾向があったが、その差は有意ではな
かった（図3）。なお、成分採血におけるレッグクロス運動の効果については、運動を
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行う時間を長くして、再度検証研究を行ったが、本研究と同様に統計学的に有意な効
果は得られなかった。
　全血採血においては、男性400mL、女性200および400ｍLでは有意な差が得られた
（図4）。男性200ｍLにおいてはVVR発生率に減少傾向がみられた。
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図３　全血および成分採血におけるVVR発生率に対するレッグクロス運動の効果

図４　全血採血におけるVVR発生率に対するレッグクロス運動の効果



【まとめ】
　ITT解析においてレッグクロス運動は、全血400ｍL採血では男女とも運動実施日に
VVR発生率に有意な低下がみられ、VVR軽減対策として有効と考えられた。一方、
成分採血では男女ともVVR発生率に低下傾向はみられるが、有意な差がなかったこ
とから、有効性は認められなかった。以上の結果をふまえ、血液事業本部は平成27年
10月から、全血献血者について、原則として全員を対象としてレッグクロス運動を導
入することとなった。

５．レッグクロス運動の改良
　レッグクロス運動（本社版）を導入後、この運動が少々複雑で献血者への説明に苦
労すること、また、献血者が実施しにくい等の意見が散見された。これに対し東京都
赤十字血液センターでは、採血後はレッグクロス運動を行うが、採血中には足の交差
をしない独自の下肢筋緊張運動（簡易版）の実施を試みた結果、全血採血において実
施後VVR発生率が半減したという報告がなされた７）。この結果は採血副作用検討会
にも報告され、本社版への問題点も指摘されていることを踏まえて、簡易版で同等の
低減効果がみられたことから、検討会において導入しても差し支えないのではないか
と判断された。これをうけて血液事業本部は簡易版の運動のマニュアルを作成し、平
成30年12月より、全国の血液センターでの状況に応じて、従来版と簡易版のいづれか
を選択して実施してよいこととした。簡易型を導入することによって、本運動の実施
率が上昇することを期待したい。簡易型の効果についてはその効果を見守ってゆく必
要があると思われる。

６．最後に
　レッグクロス（下肢筋緊張）運動を全国で全血採血へ導入することによって、
VVRの発生率を約0.2％低減させることができたと考えられる。しかしながら、本運
動をやめてしまうと血圧上昇効果は消失してしまうため、採血終了後の接遇場所や献
血会場を離れてから発生するVVRには効果が期待できない。献血者の転倒は、大け
がにつながる可能性がある。転倒防止対策は、血液事業本部や地域センターにおいて
あらゆる工夫がなされているが、ゼロにすることはできていない。さらなる副作用対
策の検討が必要である。

７．参考資料
1）Ditto	B	et	 al. :	Reducing	 reactions	 to	blood	donation	with	applied	muscle	
tension:	a	randomized	controlled	trial.	Transfusion,	43(9):1269-75,	2003

2）	Ditto	B	et	al. :	Physiological	correlates	of	applied	 tension	may	contribute	 to	
reduced	fainting	during	medical	procedures.	Ann	Behav	Med,	37:306-14,	2009

3）	Wieling	W	et	al. :	Physiologic	strategies	to	prevent	fainting	responses	during	
or	after	whole	blood	donation.	Transfusion,	51(12):2727-38,	2011

4）	Holly	CD	et	al. :	Applied	tension	and	blood	donation	symptoms:	the	importance	
of	anxiety	reduction.	Health	Psychol,	30(3):320-5,	2011

5）Ditto	B	et	al. :	Dismantling	applied	 tension:	mechanisms	of	a	 treatment	 to	
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reduce	blood	donation-related	symptoms.	Transfusion,	47(12):2217-22,	2007
6）France	CR	et	 al. :	Blood	pressure	 and	cerebral	 oxygenation	 responses	 to	
skeletal	muscle	tension:	a	comparison	of	two	physical	maneuvers	to	prevent	
vasovagal	reactions.	Clin	Physiol	Funct	Imaging,	26(1):21-25,	2006

7）西谷祐三子ら：VVR	発症予防のための下肢筋緊張運動の試み：採血中に足の交
差を行わない方法．血液事業，39(3),580-582,	2016



〔講演2〕

１．はじめに
　採血事業者は献血者等の保護に努めることを「安全な血液製剤の安定供給の確保等
に関する法律」（血液法）において責務とされている。
　献血者の採血に関わる副作用は平成29年度4,732,141人中0.86％で血管迷走神経反応
（VVR）が最も多く発生し献血者数に対して0.6％の発生率であった。穿刺行為が直接
の要因で発生する採血副作用は皮下出血、穿刺部痛、神経損傷、神経障害の順に多く
発生している（図1）。特に神経損傷や神経障害は、医療機関を受診するケースが大半
を占め、長期化となるばかりではなく献血者に苦痛を与え複数回献血の減少につなが
る事例も少なくない（図2）。そこで「穿刺行為が直接の要因となる採血副作用」を防
止することは、献血者の安全対策、献血者確保として重要な課題であることから、新
たなヘモグロビン測定方法として指先穿刺法の全国導入に向けて取り組んでいる。今
回はその取り組みについて紹介する。

指先穿刺法によるヘモグロビン測定の導入

日本赤十字社血液事業本部　技術部　医務採血課
荒 木 あゆみ
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図１　平成29年度採血副作用発生割合



２．指先穿刺法
【指先穿刺法とは】
　誤穿刺防止機能の付いた穿刺器具（ランセット）で指先の側面を穿刺して得られた
血液を用いて、ヘモグロビン分析装置（以下、簡易型ヘモグロビン測定装置という）
で血色素量を測定する検査方法で海外でも広く実施されている方法である。採血副作
用の低減や時間短縮等の献血者への利益がもたらされる指先穿刺法の導入に向けて平
成28年度より血液事業本部で検討が開始されてきた。
【期待される効果】
　指先には大きな神経が走行していないことから神経損傷の発生はしないと考えら
れ、皮下出血や神経障害も低減化されることが期待できる。さらに、血管選択が不要
となることにより看護師と献血者の双方にとって精神的な負担が軽減する。また、穿
刺器具の針は穿刺直後に自動的にホルダー内に格納されるため、再使用できない構造
であり安全性が向上する。
【予備検討及び実現可能性調査】
　穿刺器具を選定し、静脈血との比較から指先穿刺血（末梢血）2滴目、3滴目、4滴
目を測定値として用いることが可能か確認をした。同じ簡易型ヘモグロビン測定装置
を用いた場合は、静脈血と末梢血（2滴目、3滴目、4滴目）との間に統計学的な有意
差はないという結果が得られた。
　その結果をもとに全血再来献血者1,301名を対象に指先穿刺法を受け入れ可能か調
査した。献血者のアンケート結果からは、「疑問がある」「困難」と回答した献血者は
全体の1％以下であった。献血者の71％から「痛みが少なかった」「出血が少ない」「失
敗が少ない」「早い」など良好な評価を得ることができた。また、28％の献血者から
も「慣れれば問題ない」との回答が得られていることから指先穿刺法を新たな検査方
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図２　平成29年度医療機関受診人数



法として受け入れられることは可能という結果となった。

３．まとめ
　献血者の安全対策は血液事業にとって重要な課題であり、指先穿刺法の導入により
採血前検査の穿刺が直接の要因となる採血副作用の低減化が可能となる。“針が怖い”
“血を抜かれる”といった緊張感を持つ献血者は多く、特に初回や若年層の献血者ほど
強い傾向がある。初回献血者はヘモグロビン測定以外に血液型の判定用血液が必要と
されており、導入に向けては課題を整理する必要がある。簡便な検査の導入によって
不安や緊張が緩和され、献血への抵抗感が薄くなることで次回献血へ繋がるという献
血者確保面での効果も期待している。
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〔講演3〕

はじめに
　1952年に、日本赤十字社（以下「日赤」という。）は血液銀行を設置し、血液事業
を始めた。しかしながら、当時は輸血をすると約半数は肝炎になっており「血清肝炎」
と言われた。これは、輸血用の血液が主に売血でまかなわれていたこと、また、肝炎
の原因がわかっていなかったことが原因である。1964年3月、ライシャワー駐日米国
大使が暴漢に襲われ、その治療で買血を用いて輸血を行った結果肝炎に罹患するとい
う事態を受け、輸血用の血液は無償の献血によりまかなうことが同年6月に閣議決定
された。
　献血に移行したことにより輸血後肝炎の発生率は15%程度まで低下した。1968年に
オーストラリア抗原と血清肝炎に関連があることを大河内らが発見し、後にこの抗原
はB型肝炎ウイルスの表面根源であることが判明し、1972年には献血血液に対しB型
肝炎ウイルスの検査を開始したが、これによる輸血後肝炎の発生率低下は期待したほ
ど大きくなく、他の原因が考えられた。検査試薬開発の過程から1988年にC型肝炎ウ
イルスが発見され、翌年に検査が開始されるとようやく輸血後肝炎の発生率が1％を
下回るようになってきた。HIVについても1983年にウイルスが発見され、検査試薬の
開発により1986年に検査を導入した。
　1999年にHBV、HCV、HIVに対する核酸増幅検査（NAT）導入後は、輸血による
これらのウイルス感染のリスクは非常に低くなった。

個別NATの成果とその限界
（HBV、HCV、HIV対策）

日本赤十字社血液事業本部　技術部　安全管理課
後 藤 直 子
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図１　輸血後肝炎の発症率と安全対策



初期のウイルス検査（血清学的検査）
　初期のウイルス検査は、寒天プレートを使用するオクタロニー法や、凝集法で実施
しており、すべて用手法の免疫学的検査のみであった。これらの検査は、ウイルスに
感染後、ウイルスがヒトの体内で増殖し血液中に放出された抗原や、ヒトの免疫が反
応して産生するようになった抗体を検出するものである。しかし、感染後に抗原や抗
体が産生されるようになるまでは一定の時間がかかる。感染してから検査で検出でき
る（検査が陽性となる）までの期間をウインドウピリオドといい、これを短縮するこ
とが感染症検査の命題となっていった。なお、ウイルスそのものの核酸を検出する核
酸増幅検査（NAT）もある程度増殖し血中濃度が上がらないと検出できないため、
同様にウインドウピリオドがある。

血漿分画製剤へのウイルス混入の対策と輸血用血液製剤に対する核酸増幅検査の導入
　もう一つの命題は、血漿分画製剤へのウイルス混入である。当時、日本赤十字社で
は献血血液から得られた血漿を原料に血漿分画製剤を製造しており、1983年には北海
道千歳市に日本赤十字社血漿分画センターを設立し、事業を拡大してきた。1980年代
の非加熱の血漿分画製剤によるHIV感染は、薬害エイズ事件と言われ大きな社会問題
となった。これを受け、血友病患者が使用する血液凝固因子製剤について、国内献血
血液による供給体制を整備することが1988年に衆議院社会労働委員会において決議さ
れ、日本赤十字社に対し、凝固因子製剤の製造工場建設のための国庫補助が行われた。
また、他の血漿分画製剤は民間メーカーにも製造・供給を依頼し国内自給率を高める
こととされた。
　血漿分画製剤は数万人分の血漿を混合し製造することから、ウイルスの混入は大き
な課題であった。これを解決するため、1997年に血漿分画製剤の原料血漿について、
HBV、HCV及びHIVのNATを500本プールで開始した。2年後の1999年には世界で初
めて、輸血用血液製剤についてもこれら3ウイルスに対するNATを500本プールで導
入した。しかし、500プールNAT導入後もNATのウインドウピリオドに献血された
血液による感染例が認められたことから、ウイルスの検出感度を上げるためにプール
サイズを500本から50本（2000年）、20本（2004年）、と減じ、2014年には1本ごとに
NATを行う個別NATを導入した。

遡及調査の実施
　日本赤十字社では1996年に、すべての献血血液の一部を保管検体として11年間保存
を開始し、輸血によるウイルス感染が疑われた場合には、保管検体を調査することに
より輸血と感染の因果関係を証明することができるようになった。また、献血が複数
回あり、ウイルスマーカーが陽転した場合には、この保管検体を検査することにより、
過去の献血についてウイルス混入の有無を調査することが可能となり、2003年に全国
的な遡及調査を開始した。遡及調査の結果、ウイルスが混入した（混入した可能性が
ある場合も含む）血液が供給されていることが判明した場合には、関連する輸血用血
液製剤の供給先医療機関に連絡し、使用されていなければ回収、使用されていた場合
は患者の感染状況の調査をお願いしてきた。全国的な遡及調査を開始したことにより、
医療機関から輸血後感染が疑われた場合以外にも輸血によるウイルス感染が判明した
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例が数多く認められた。
　プールNATでスクリーニングした献血血液については、遡及調査や、医療機関か
ら輸血後感染が疑われた場合の保管検体の検査として個別NATを実施することから、
プールNATでは検出できないが個別NATは陽性となり感染が認められるという、
NATウインドウピリオドの血液による感染例が散見された。また、頻回献血者の遡
及調査において当該献血の前及び後の献血血液の保管検体を調査したところ、個別
NATで陰性となったり陽性となったりすること、HBc抗体価、HBs抗体価に変動が
認められることが判明した。これはOccult HBV Infection（OBI）と言われ、HBVの
感染既往者ではウイルスが完全に排除されるわけではないことが証明された。HBV
感染既往のある献血者対策が必須となった。

図２　プールNATと個別NATの遡及調査の違い

HBVの既往感染への対応と個別NATの導入、そして個別NATの限界
　HCV及びHIVはウイルスの倍加時間が早いことから20プールNATでも十分効果が
あり、輸血による感染は10年に1回程度まで減少した。しかしながら、HBVについて
は増殖速度が遅いことから、プール数を減じたNATを実施しても輸血による感染例
はなくならず、年に8件程度発生していた。その原因はHBV感染既往献血者が原因で
あることが遡及調査により明らかになった。これらの献血血液を排除するため、感染
既往がある場合に検出されるHBc抗体の判定基準を2012年に厳格化したところ、輸血
によるHBV感染は半減することになった。2014年に個別NAT導入後は、輸血による
HBV感染はほぼなくなったとはいえ、ゼロにはならず、NAT陰性の血液からの感染
例が確認された。これは増殖速度が遅いHBVウイルスの特性によるものと考えられ、
個別NATのウインドウピリオドが20日程度あるため、血小板献血など献血間隔が短
い製剤において、ウインドウピリオドに献血された個別NAT陰性の血液による感染
例が年に1例以下だが発生している。ただし、これらの症例はいずれも、医療機関か
ら輸血後の感染が疑われるとして報告されたものではなく、複数回献血者の陽転に基
づく遡及調査により、遡及期間内にある前回の献血血液の受血者の感染状況を調査し
た結果判明したものである。製品検査として行う個別NATの感度をこれ以上高める
ことは技術的に不可能と考えられる。現在ではこれが個別NATの限界であり、残存
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リスクとなっている。

輸血によるHBV、HCV、HIV感染の残存リスク
　輸血による感染の残存リスクをWHOのガイドラインに従い算出すると、HCV、
HIVについては個別NAT検出限界以下となる献血が数年から10年に1本程度と非常に
少ないことから、リスクの推定は困難であった。しかしながら、HBVについては、
個別NAT検出限界以下となるのは年間6.5献血程度と推測され、これらの献血血液か

図3　採血年別輸血後感染症事例数の推移

図4　輸血によHBV感染の原因となった献血者の感染状態
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ら製造される輸血用血液製剤は8本程度となり、HBVの感染率や輸血後3カ月以内の
死亡率、医療機関での輸血後検査の普及率等を勘案すると、年に0.92例の個別NAT陰
性（検出限界以下）の血液による感染事例が発生すると試算された。この数字は、実
際に陽転献血者の遡及調査によりHBV感染が判明する事例数と矛盾しない結果とな
っている。

血清学的検査陰性/
個別NATのみ陽性の

献血数（年）
個別NAT検出限界以下

理論的残存リスク
推定される

年間輸血後感染数

HBV 44（36～55） 1 / 74万献血
(6.54献血/年)

1件/160万本輸血
（年間3.1件）

HCV 4（3～5） 1 / 2,300万献血
(0.21献血/年) 推定困難

HIV 1（0～1） 1 / 8,400万献血
(0.06献血/年) 推定困難

表１　輸血によるウイルス感染の残存リスク

結語

　個別NATの導入により輸血によるHBV、HCV及びHIV感染のリスクは極めて低く
なった。HBVについてはその特性から低いながらも感染リスクが残るが、現在のス
クリーニング検査体制と遡及調査などを組み合わせて行うことで、感染したとしても
早期発見、早期治療につなげられるように、血液センターと医療機関が協力して進め
ることが重要である。輸血によるHBV、HCV及びHIVの感染リスクは極めて低いこ
とから、輸血後に感染が疑われた場合にも、輸血前の感染状況やウイルスの再活性化
につながる治療の有無について確認することも肝要と考えられた。
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〔講演4〕

はじめに
　E型肝炎は、E型肝炎ウイルス（HEV）によって引き起こされる肝炎で、経口感染
が主な伝播経路である。ヒトに感染性を有するHEVは1～4型および7型に分類され、
1型と2型は主に衛生環境が整っていない発展途上国において糞口感染によりヒトにの
み感染し、E型肝炎の原因となる。一方3型と4型はヒト以外にもブタ、イノシシ、シ
カなどから分離され、「人獣共通感染症」として注目されている。7型は最近ラクダか
ら分離された。1～4の各遺伝子型の特徴を表1に示す。日本国内には3型と4型が存在し、
3型は全国的に広く分布するが、4型は主に北海道に偏在している。特に国内飼育ブタ
ではHEV感染が蔓延している。先進国では、HEV感染動物肉を生あるいは加熱不十
分のまま食することによる食物感染が主要な感染経路と考えられる1）。

Genotype 1 2 3 4

地域分布 アジア
アフリカ

中央アメリカ
アフリカ

アジア
アメリカ

ヨーロッパ
オセアニア

アジア
（中国、日本、韓国、
ベトナム、台湾、イ
ンドネシア、インド）

感染経路
水媒介性感染

垂直感染 
接触感染

動物肉媒介食物感染
輸血感染

発生形態 流行性 散発的・小規模発生

臨床症状
軽度～

劇症肝炎
（妊婦）

軽度
軽度～

慢性肝炎
（移植患者）

重症型急性肝炎
劇症肝炎

流行年齢層 若年層 中年層

表１　HEV遺伝子型の特徴

　輸血後E型肝炎症例は、北海道で2002年と2004年に相次いで確認され、その後も国
内では2018年までに30例以上確認されているが、HEVの疫学的背景や感染経路等、
未だ不明な部分が多い。日本赤十字社は、2005年より北海道に限って献血者における
試行的HEV NATを開始し、現在に至る。北海道に導入された歴史的背景とHEV 
NATの現状について報告する。

北海道献血者における
HEV NAT検査の背景と現状

日本赤十字社北海道ブロック血液センター 品質部 検査開発課
坂 田 秀 勝
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輸血後E型肝炎症例（1例目）
　2002年8月に、北海道内の医療機関より輸血後肝炎ウイルス感染疑い報告が当セン
ターに寄せられた。患者は60歳代の男性で、HEVマーカー（HEV RNAおよび抗
HEV抗体）が陽転していることが確認された。輸血に使用した血液23バッグの保管
検体のうち1本からHEV RNAが検出され、さらにその塩基配列は患者由来のHEV株（4
型）と完全に一致した。このことにより、本症例は分子生物学的手法で証明された初
の輸血後E型肝炎であると結論付けられた2）。原因血の献血者は北海道内在住の20歳
代の女性で、感染源の特定はできなかったものの海外渡航歴がないことから国内感染
したものと考えられた。この献血者のHEV RNA陽性血からHEV抗体は検出されなか
ったが、その後の追跡調査では陽転していた。また献血者に自覚症状がなかったこと
から不顕性感染であったと思われた。

輸血後E型肝炎症例（2例目）
　2004年に再び北海道で輸血後E型肝炎症例が発生した3）。この原因となった献血者

（9/20採血）はALT値が236 IU/Lとなって検査不合格となり、その後、HEV RNA陽
性が判明した（図1）。遡及調査の結果2週間前（9/6）に献血歴があり、保管検体から
約100 IU/mLのHEV RNAが検出された。この前回献血（9/6採血）の血小板製剤は、
ALT値正常であったためすでに非ホジキンリンパ腫の60歳代男性患者に輸血されて
おり、輸血後22日目には受血者血液からHEV RNAが検出された。原因となった献血
者は親類縁者12名とブタレバーやホルモンを食べてHEVに感染したとみられ、父親
はE型劇症肝炎で死亡、他の11名中5名からもHEV抗体（IgM：4人，IgG：5人）が検
出された。しかし食材が残っていなかったため感染源を特定するには至らなかった。
献血者とその父親、および受血者からは同一のHEV株（4型）が検出され、動物肉を
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図１　動物肉を介したHEVの食物感染と輸血感染（2004年北海道）



媒介した食物感染経路（zoonotic food-borne route）でHEVに感染した献血者から二
次的にHEVの輸血感染が起こることを初めて示した3）。

ALT高値献血者を対象としたHEV疫学調査
　こうした状況からALT高値献血者のHEV感染について調査したところ、北海道の
500 IU/L以上のALT高値献血者64例中9例（14.1%）、および全国の200 IU/L以上の
ALT高値献血者1,389例中15例（1.1%）にHEV RNAが検出された4）。全国調査分を地
域別にみると、HEV RNAおよびHEV抗体の陽性率は明らかに「東高西低」の傾向が
見られ、中でも北海道はすべてにおいて最も高い値を示した。北海道と全国の調査を
合わせたHEV RNA陽性23例（1例は重複）について解析したところ、圧倒的に男性
が多く（21例）、遺伝子型は19例が3型で、4型（4例）はすべて北海道由来であった。
検出されたHEVゲノムについてはORF2領域内の412塩基での系統解析の結果、多く
は国内で見つかっているブタ由来のHEV株と高い類似性を示した4）。

健常献血者を対象としたHEV抗体調査
　その後、健常献血者12,600例についてHEV抗体検査を実施したところ、HEV感染
は全国に蔓延していることが再確認された（図2）。IgG抗体陽性率は性別、地域によ
って大きく異なっており、男性が有意に高く、地理的間差は東日本と西日本では顕著
であった5）。総務省統計局の食肉消費率調査では、北海道、東北、関東甲信越、およ
び東海北陸の東日本ではブタ肉の消費量が牛肉より高く、その他の西日本（沖縄を除
く）は逆の傾向を示していた（図2）。HEVの感染経路として経口感染が疑わしいこ
とを考えると、食肉の流通や東日本の豚肉文化と西日本の牛肉文化が、HEV陽性率
における東日本と西日本での地域差の要因のひとつであることが強く示唆された。
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図２　HEV抗体陽性率と豚肉消費率との相関



北海道献血者における試行的HEV NAT
　これまでの蓄積されたデータと2004年の2例目の輸血後E型肝炎発生事例を契機に、
北海道において、2005年1月から試行的にHEV NATスクリーニングを開始した。
2019年3月までに793名（男性643名、女性150名）の陽性者が確認され、陽性率は1／
4,827人であった。また75%がHEV抗体陰性、すなわち感染後間もない時期の献血で
あり、輸血用血液からのHEV排除にはHEV NATが有効であることが確認できた。
これらのHEV RNA陽性者から分離されたHEV株について分子系統樹解析を実施した
ところ、遺伝子型は3型が88%と有意であり、また献血時期あるいは居住地が近い陽
性献血者は、系統樹上でも近い位置関係にあったことから小規模な散発的流行の存在
が示唆された。アンケートにより喫食歴調査ができた献血者の約7割が献血前の2ヶ月
以内に動物内臓肉を摂取しており、zoonotic food-borne感染が主要な感染経路である
ことを裏付ける結果となった。

全国のE型肝炎患者届出数の推移
　E型肝炎は感染症法で四類感染症に分類され保健所への届出が義務づけられてい
る。人口10万人あたりのE型肝炎患者届出数は北海道が顕著に高いが、2011年にHEV 
IgA抗体検査試薬が保険収載された後、徐々に届出数が増加した。また、厚生労働省
は食中毒菌やHEVに感染するリスクが高いとして、2015年6月からレバーなどの豚の
内臓肉や肉を生食用として販売や提供することを禁止した。その後東日本において届
出数の増加傾向が認められており、周知効果等の影響が示唆された（図3）。さらに
2019年は過去最多を記録した2018年の届出数を上回るペースで増加しており、とくに
関東地方で急増している。
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図３　人口10万人あたりのE型肝炎届出数



おわりに
　北海道献血者において試行的HEV NATが導入された当初は検査に時間を要した
が、その後システムを構築し、リアルタイムに結果が出るようになった2006年3月以降、
北海道では輸血後E型肝炎症例は報告されていない。しかし北海道以外の地域では、
とくにHEV IgA抗体検査試薬の保険収載後、毎年数例報告されている。ほとんどの
症例は一過性でその後治癒したか、あるいはリバビリン投与による治療効果が示され
ている。一方多発性骨髄腫患者の1例は、抗がん剤再投与後に劇症肝炎で死亡したた
め薬剤性肝障害が疑われたが、複合的な要因によるものと推察された。輸血用血液製
剤によるHEV感染の抜本的な防止対策は、すべての献血血液に対するHEVスクリー
ニングの導入であることから、2020年度にはHEV NATの全国導入が予定されている。
今後、全国的なHEV感染実態が明らかになるとともに、輸血用血液の更なる安全性
の向上が期待される。
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