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輸血後鉄過剰症の病態と治療

鈴木　隆浩

北里大学医学部血液内科学

   難治性貧血疾患では頻回の赤血球輸血のために鉄過剰症をきたすことが多い。過剰鉄は活

性酸素種の産生を介して臓器障害を引き起こし，低リスク骨髄異形成症候群では予後に悪影

響を与えることが示唆されている。

   輸血後鉄過剰症では鉄キレート剤による治療が行われるが，十分な除鉄は単なる臓器障害

の改善にとどまらず，低リスクMDS患者において生存期間を延長することが分かってきた。

そして興味深いことに，鉄キレート剤の投与後に血球数の改善が認められる症例もあること

が分かり，注目を集めている。

   本総説では，鉄過剰症の病態と治療について血液内科の観点から解説したい。
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はじめに

　再生不良性貧血や骨髄異形成症候群 (myelodysplastic

syndromes; MDS) など難治性貧血疾患では，頻回の赤

血球輸血が必要になることが多い。わが国の赤血球輸

血製剤は1単位あたり約100 mgの鉄を含んでいるが，ヒ

トには鉄の積極的排出機構が備わっていないため，出

血や溶血が存在しない限り鉄がどれだけ負荷されても

排出は1日あたり1 mg程度に限られる。このため，1回

2単位の輸血でいわば200日分の鉄が体内に入ってくる

ことになり，頻回の赤血球輸血は最終的に鉄過剰症を

きたす。

　過剰に蓄積した鉄は，主に肝臓，心臓や膵臓などの

内分泌腺に沈着し，各臓器に機能障害をもたらす。最

近の研究で，鉄過剰症は臓器障害に留まらずMDS患者

の予後や移植後合併症の発生にも悪影響を与えている

ことが明らかになり，さらに鉄キレート治療によって

一部の疾患で患者予後が改善し，中には造血回復をき

たす症例もあることが報告されるようになった。

　本稿では，最近徐々に明らかになりつつある鉄過剰

症の病態生理と鉄キレート療法の効果について血液内

科の立場から解説する。

鉄過剰症の病態生理と臨床像

　生体内には多数の金属元素が存在するが，最も多く

含まれるのは鉄である。鉄は大部分 (60〜70%) がヘモ

グロビンの構成要素となり酸素運搬に必須の役割を担

うが，その他にも生体内の酸化還元関連酵素に広く含

まれており，細胞機能の維持においても必要不可欠の

元素となっている。

　しかし，生命活動に必須の鉄も過剰になると有害で

ある。鉄過剰になると，様々な臓器に鉄が沈着し，傷

害を引き起こす。特に影響を受けやすい臓器として肝

臓，心臓や膵臓・下垂体などの内分泌腺が知られてい

る。

　鉄によるこれらの組織傷害は，主に活性酸素種

(reactive oxygen species: ROS) の産生によって引き起こ

されると考えられている (図1)。遊離二価鉄 (Fe2+) は過

酸化水素 (H2O2) と反応して最強のラジカルとされる水

酸基ラジカル (・OH) を産生し (Fenton反応)，これが細

胞内脂質，蛋白，核酸を傷害して細胞障害を引き起こ

す。また，・OH はTGF-β産生を増加させることで組織

の線維化を誘導することも知られている。三価鉄 (Fe3+)

はスーパーオキサイド (・O2
-) と反応することでFe2+に

変化し，やはり・OHの産生に寄与する。その他，鉄は

H2O2 と・O2
- の反応を触媒し，・OHを産生することも知

られている (Harber-Weiss反応)。

　このため，生体内には傷害性を持つ活性鉄 (遊離鉄)

の存在を最小限に抑えるためのメカニズムが存在す

る。細胞内で重要なのはフェリチンである。フェリチ

ンは分子量44万の細胞内タンパク質であり，1分子で
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最大約4,500のFe3+を安全に貯蔵し，細胞内で活性鉄が

増えないように調節する。

　一方，血液中ではトランスフェリンが遊離鉄を安定

化する。トランスフェリンは分子量約8万のβグロブリ

ン分画に属する蛋白であり，1分子で2つのFe3+と結合

する。トランスフェリンは十分量準備されているた

め，通常鉄イオンはほとんど全てがトランスフェリン

に結合し，遊離鉄は最小に保たれている。しかし，鉄

過剰状態になるとトランスフェリンの結合を逃れ，反

応性を持った遊離鉄 (非トランスフェリン結合鉄: non

transferrin-bound iron; NTBI) が出現する。一般に総鉄

結合能 (トランスフェリンが結合できる総鉄量: TIBC)

に対する血清鉄値 (トランスフェリンに結合した鉄量)

の割合 (トランスフェリン飽和度) が70〜75%を超える

と，NTBIが出現するとされており，このNTBIが何ら

かの機序で細胞に入り込むことで毒性が現れると考え

られている。残念ながらNTBIの測定は施設間で方法や

再現性が異なるため，現状では一般に使える検査とし

て認識されていないが，トランスフェリン飽和度は鉄

過剰症の指標として参考にすることができる。

　鉄過剰症の診断は，本来肝生検による肝鉄濃度 (liver

iron concentration; LIC) の測定に基づいて行われるもの

で，一般的にLIC 7 mg/g肝乾燥重量以上が鉄過剰症の

基準とされている。しかし，骨髄不全患者において肝

生検は出血・感染のリスクが高く，場合によっては禁

忌とも言える検査であり，施行は困難であることが多

い。最近MRIを利用した非侵襲的なLIC測定法 (T2*: T2

star) も開発されているが，わが国では未だ普及してい

ない。

　このため，日常臨床では血清フェリチン値が簡便に

測定できる体内鉄量マーカーとして利用されている。

実際，これまでの研究からフェリチン値は輸血総量と

体内鉄貯蔵量を反映することが示されており1，鉄過剰

症による臓器障害がフェリチン値とよく相関すること

も知られているため，フェリチンの測定は有用であ

る。しかし，フェリチン値は炎症性疾患，悪性腫瘍な

どによっても高値を呈することがあるため，これらの

疾患が存在する場合は解釈に注意が必要である。

　鉄過剰症をきたす原因としては，原発性 (遺伝性) と

主に輸血による二次性鉄過剰症が存在するが，わが国

における鉄過剰症はほとんどが輸血によるものであ

り，その基礎疾患の大部分はMDSと再生不良性貧血と

されている。また，鉄過剰症患者の40%にトランスア

ミナーゼの異常が認められ，フェリチン値の増加に

従って肝障害の頻度が増加することが国内調査で報告

されており，鉄過剰症と臓器障害の関連が示唆されて

いる1。同様の報告は韓国にもあり，韓国の再生不良性

貧血およびMDS患者において鉄過剰症患者と考えられ

る患者は29%であり，主な臓器障害として16%に肝障

害，12%に糖尿病，5%に心不全が認められている2。

図1.  鉄が関与する活性酸素種 (ROS) 産生反応

2価鉄 (Fe2+) はFenton反応によって過酸化水素 (H2O2) から水酸基ラジカル (・OH) を産生し，細胞障害を引

き起こす。3価鉄 (Fe3+) はスーパーオキサイド (・O2
-) と反応することによって2価鉄に変化し，Fenton反応

に関与する。また鉄はH2O2と・O2
-による・OH産生反応を触媒する (Harber-Weiss反応)。
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鉄過剰症の治療

　頻回の輸血や鉄過剰症が患者予後に関連するのであ

れば，鉄過剰を予防し，治療することは重要な意義を

持つ。鉄過剰症の治療では瀉血か鉄キレート療法が行

われるが，骨髄不全症に伴う輸血後鉄過剰症では鉄キ

レート療法が唯一の治療となる。

　現在わが国で承認されている鉄キレート剤は注射製

剤deferoxamine (DFO，デスフェラール) と経口剤

deferasirox (DFX，エクジェイド) の2剤である。

　DFOは1960年代初頭に登場した最初の鉄キレート剤

であり，サラセミア患者の早期死亡率の低下に大きな

役割を果たした。しかし，本剤は腸管からの吸収が極

めて悪く，半減期も5〜10分と極めて短いため，十分

な効果を得るためには週5〜7日，8〜12時間の持続皮

下注を続けることが必要であり，外来治療では事実上

有効性は期待できない薬剤であった。実際，日本では

ほとんどの鉄過剰症患者は十分なDFO投与を受けてお

らず，治療効果も不十分であったことが判明している1。

　DFXはDFOのこうした問題点の多くを克服して登場

した薬剤である。DFXはキレート能力が高い上に腸管

　鉄過剰症による臓器障害は死亡にも関係しており，

イタリアからの報告では，低リスクMDSにおける非白

血病死亡の約半数 (51%) は心不全によるものとされて

いる。これに感染症 (31%)，出血 (8%)，肝障害 (8%) が

続く3。別グループによるサラセミア患者の統計でも死

因の70%程度は心疾患が占めており，やはり心不全が

死因として重要であることが明らかとなった4,5。もと

もと欧米では心不全による死亡が多いため，この結果

をすぐに鉄過剰症に結びつけて解釈することはできな

いが，過剰症の影響を否定することもできない。

　また，同じイタリアグループによると，輸血依存で

あることが有意にMDS患者の予後を短縮し，白血病非

発症生存率 (leukemia free survival) にまでも負の影響

を与えていることが示されている3。この結果も必ずし

も鉄過剰症がMDSの予後の短縮や白血化に関わること

を示すものではないが，後述のように鉄キレート療法

がMDS患者の予後を改善することを考えると，鉄過剰

症による様々な臓器障害が予後に影響している可能性

は十分に予想される。

表1.  厚生労働省特発性造血障害調査研究班による輸血後鉄過剰診療ガイド骨子 (文献6,7より筆者作成)

治療対象患者

輸血後鉄過剰症の診断基準

鉄キレート療法の開始基準

維持基準

鉄過剰症重症度基準

鉄過剰によると考えられる (すなわちフェリチン値の上昇や輸血歴とともに出現または増悪する) 臓器障害 (心機能障害，

肝機能障害，膵内分泌機能障害) が認められない場合をA，認められる場合をBとして，Stageと併記する。

臓器障害は以下の基準で診断する

心機能障害: 左室駆出率 (LVEF) <50%
肝機能障害: 肝酵素異常，肝線維化，肝硬変の所見

膵内分泌機能障害: 耐糖能低下の所見

様々な原因による骨髄不全により輸血依存となり，かつ1年以上の予後が期待できる患者

総赤血球輸血量20単位 (小児の場合，ヒト赤血球濃厚液50 ml/体重kg) 以上，かつ　血清

フェリチン値500 ng/ml以上

診断基準を満たした患者において，下記①と②を考慮して鉄キレート療法を開始する。

①連続する2回の測定で (2か月以上にわたって) 血清フェリチン値 > 1,000 ng/ml
②総赤血球輸血量40単位 (小児の場合，ヒト赤血球濃厚液100 ml/体重kg) 以上

　ただし，下記の場合には，鉄キレート療法の開始にあたり血清フェリチン値および総

　赤血球輸血量の両方を考慮する。

　●慢性的な出血や溶血を伴う場合

　●現在輸血を受けていない場合

　●輸血とは別に血清フェリチン値が慢性的に高値を示す合併症がある場合 (Still病，血

球貧食症候群，悪性腫瘍など)

鉄キレート剤により，血清フェリチン値を500〜1,000 ng/mlに維持する。

血清フェリチン値 重症度

>500 ng/ml Stage 1
>1,000 ng/ml Stage 2
>2,500 ng/ml Stage 3
>5,000 ng/ml Stage 4
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からの吸収に優れ，約20時間という長い半減期を持つ

ため，1日1回の内服で良好な治療効果を発揮すること

ができる。わが国では2008年に認可されており，それ

以降広く使用されている。エクジェイドの保険上の適

応症は「注射剤が不適当な患者における輸血後鉄過剰

症」であり，ほとんどの外来患者は上述のように事実

上注射剤が不適当な状態にあるため経口剤が使用可能

である。なお，エクジェイドは輸血後鉄過剰症のみが

保険上の適応になっており，原発性ヘモクロマトーシ

スなど非輸血性鉄過剰症には適応が無いことに注意が

必要である。

　鉄過剰症の治療については厚生労働省・特発性造血

障害に関する調査研究班から2008年に診療ガイドが提

唱されており，広く診療現場で参照されている (表1，

図2)6,7。

1. 鉄過剰症の診断

　鉄過剰症の診断基準は，①輸血総量20単位 (小児の場

合ヒト赤血球濃厚液50 ml/体重kg) 以上，かつ②血清

フェリチン値 500 ng/ml以上とされ，血清フェリチン値

および臓器障害の有無によって4段階の重症度が設定さ

れている。輸血依存になった後は，鉄過剰状態を定期

的にモニターするため，少なくとも3か月に1回は血清

フェリチン値を測定することが望ましい。また，臓器

障害を早期に発見するために心機能，肝機能，膵内分

泌機能検査を定期的に行うことが推奨されている。

2. 鉄キレート療法の開始

　キレート療法の開始は，①連続する2回の測定で (2か

月以上にわたって) 血清フェリチン値が1,000 ng/ml以

上，②総赤血球輸血量が40単位 (小児の場合，ヒト赤血

球濃厚液100 ml/体重kg) 以上の両者を考慮して判断さ

れる。両者併記になっているのは，フェリチンだけを

指標にすると炎症などを合併している場合，判断が困

難になるためである。また，慢性的な出血や溶血を伴

う場合は，たとえ頻回の輸血を受けていても鉄過剰に

ならない場合があり，輸血量のみを指標にするのも不

適切であるためである。輸血量40単位という基準は，

これ以上の輸血を受けた場合75%以上の患者で鉄過剰

症 (フェリチン値 > 1,000 ng/ml) が認められることから

設定されている1。

　なお，輸血後鉄過剰症による臓器障害は鉄が過剰に

なってから一定期間以上経過して顕在化してくるた

め，現在のところキレート療法は1年以上の予後が見込

めない患者に対しては推奨されていない。

3. 治療目標

　キレート療法開始後は定期的にフェリチン値を測定

図2.  輸血後鉄過剰症診療フローチャート (文献6,7より引用改変)

鈴木　隆浩
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し，その変化を確認する。目標はフェリチン値500〜

1,000 ng/mlの維持である。フェリチンが順調に減少し

ていれば現在量を継続するが，不変・増加の場合はキ

レート剤の増量を検討する。DFXの場合，副作用がな

ければ30 mg/kgまで増量可能である (キレート効果は投

与量に依存する)。一方，過度の除鉄を防ぐため，2回

の連続採血でフェリチン値が500 ng/ml以下になった場

合は，キレート剤の投与を中止する。

鉄キレート療法で期待される効果

　鉄キレート療法は過剰鉄による臓器障害を予防し改

善するが，十分な除鉄は一部の造血不全疾患で生命予

後の改善に結びつくことが報告されている。さらに，

鉄キレート療法後の血球回復についての報告も増えて

おり，除鉄と造血の関係についても注目が集まってい

る。

1. 鉄キレート療法と疾患予後

　古くからサラセミア患者ではDFOによって十分な除

鉄を行った場合，早期死亡率が減少することが知られ

ていたが，最近になって輸血依存低リスクMDS患者に

おいても，十分な鉄キレート療法によって予後が有意

に延長することが相次いで報告されている。

　RoseらはIPSS Low〜Int-1の低リスクMDS患者におい

てキレート群は非キレート群と比較して有意に予後が

延長していることを報告した8。また，予後延長効果は

良好なキレートを受けた患者ほど，また輸血依存度の

高い患者ほど強いことが示されている。また

NeukirchenらはドイツのMDSデータベースを解析し，

患者背景を揃えたmatched pair analysisの結果，キレー

ト群では非キレート群に比べて予後が有意に改善して

いることを報告している9。

　残念ながら，キレート療法とMDSの予後に関する

データのほとんどは後方視研究によるものであり，強

力なエビデンスと言えるものは少ない。唯一上述の

Roseらの報告が前向き研究として予後を比較している

が，キレートの適否が無作為に割り付けられておら

ず，主治医の判断に委ねられているため，例えば条件

の良い患者のみに除鉄が行われた可能性が否定でき

ず，この結果をもってキレート療法の優位性を結論づ

けることはできない。

　しかし，予後改善効果が複数のグループから報告さ

れていることを考えると，現時点では十分なキレート

が輸血依存低リスクMDS患者の予後を改善すると考え

て差し支えはなさそうである。したがって，輸血が高

頻度の低リスクMDS患者については，予後延長を目的

としてキレート療法を考慮するのは妥当な対応と考え

られている10。

2. 鉄キレート療法と感染症

　微生物のDNA合成にはribonucleotide reductaseという

酵素が必要であり，その活性にはFe2+が必要とされ

る。このため，多くの微生物は鉄がなければ増殖する

ことができず，鉄を低値に保つことは感染制御の面か

ら有効と考えられている。感染症や慢性炎症性疾患で

は肝臓から分泌されるヘプシジンが増加することに

よって，網内系にフェリチンとして貯蔵される鉄が増

加し，反対に血清鉄が減少するが，これは「細菌に鉄

を与えない」という観点からは理にかなった生体反応

と考えられる。また，鉄過剰症患者では菌血症の発症

率が高いことが知られているが，これは鉄過剰症が細

菌の生育にとって有利に働くためと説明することもで

きる。

　これらの宿主反応に対して，微生物はシデロフォア

と呼ばれる鉄結合性小分子を産生することで対抗して

いる。シデロフォアは非常に強力な鉄結合分子であ

り，宿主のトランスフェリン，フェリチン，ヘムなど

から鉄を奪える程の能力を持ち，再び微生物に取り込

まれることで鉄を微生物に供給する。以前からDFOに

よるムーコル感染症の増加が知られていたが，実は

DFOは放線菌から分泌されるシデロフォアそのもので

あり，ムーコルはDFOをシデロフォアとして取り込

み，鉄供与体として利用できることが感染症増悪の一

つの原因と考えられている。したがって，鉄キレート

療法による真菌感染の増加はDFO特異的と考えられ，

非シデロフォア型鉄キレート剤であるDFXなど他の鉄

キレート剤は感染症制御に有効かもしれない。実際デ

フェリプロンやDFXによるムーコル感染症の治療有効

性を示したデータがあり11,12，非シデロフォア型鉄キ

レート剤による感染症制御について，今後の検証が期

待される。

3. 鉄キレート療法後の造血改善

　DFXの上市後，わが国でも多くの症例で鉄キレート

剤が使用されるようになったが，最近キレート療法開

始後に造血能改善を経験したという報告が増えてい

る13-16。

　Jensenらによる報告は，DFOで鉄キレート療法を行

うMDS患者を11名前向きに登録し，長期間 (60か月) に

わたって臨床経過を追跡したものである15。経過中

MDSに対する特異的治療は行われていないが，治療の

結果，7例 (63%) で赤血球輸血量が50%以下に減少し，

うち5例 (45%) では18〜26か月後に赤血球輸血が不要

になったとされている。また，血小板数や好中球数の

増加もそれぞれ64%，78%で認められるなど，鉄キ

レート療法による著明な造血改善が報告されている。

　一方Gattermannらによる報告は，DFX投与量を治療

後のフェリチン値の推移で調整し，効率よい鉄キレー

トを目指した国際共同臨床試験 (EPIC試験) の結果を事

輸血後鉄過剰症の病態と治療
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鉄過剰マウス (Fe) あるいは正常マウス (Ctl) から骨髄細胞を採取し (1 × 106細胞)，同数の正常骨髄細胞と共に正常マウス

へ骨髄移植実験を行った。その結果，レシピエントマウスにおける末梢血ドナー細胞比率は，鉄過剰ドナーと正常ドナー

で有意差を認めなかった。

逆に，正常マウスの骨髄細胞 (1 × 106細胞) を鉄過剰マウス (Fe) あるいは正常マウス (Ctl) に移植したところ，鉄過剰レシ

ピエントでは各血球系の回復に有意な遅延が認められた。これらの結果より，鉄過剰マウスでは造血幹細胞はほとんど影

響を受けないが，造血支持能に障害が生じていることが示唆される。

図3.  鉄過剰マウスにおける骨髄造血能の評価

鈴木　隆浩
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後解析したものである13。解析可能であった341例につ

いて，DFXが輸血依存鉄過剰症MDS患者の血液学的パ

ラメータに及ぼす影響を検討しているが，貧血・血小

板数・好中球数の改善がそれぞれ22.6%，14.0%，19.6%

に認められている。

　またBrecciaらは，貧血回復後にDFXを中断すると貧

血が増悪し，DFXを再開すると再び貧血が改善した症

例を報告しており16，これはDFXと貧血改善の因果関

係を示したものとして興味深い。

　以上の報告を総括すると，鉄キレート療法によって

造血が回復する症例があることは間違いなさそうであ

る。しかし，血球改善の頻度については，上述のよう

に20%〜60%とは報告されているものの，我々の日本

における臨床経験から考えるとこれらは少し高すぎる

のではないかとも思われる。これらの差が地域・人種

差に由来するものなのか，後方視に起因するバイアス

の影響なのは明らかでないが，この点を明らかにする

には，十分にデザインされた前方視的臨床研究が必要

であろう。

　それでは鉄キレートによって何故造血が改善するの

であろうか？　残念ながらこの問いに対する答えは今

も明らかになっていない。ここでは現在提唱されてい

る仮説をいくつか紹介する。

　A. 鉄による造血幹細胞の障害

　　鉄はROS産生を介して細胞や組織を障害すると考

えられている。ATMノックアウトマウスの解析か

ら，ROSの増加が造血幹細胞数減少の原因になるこ

とが判明しており17，鉄過剰症患者では骨髄に沈着

した鉄がROS産生を介して造血幹細胞数を減らし，

血球減少の原因になっているのではないかと予想さ

れる。この説によれば，鉄キレート療法によって骨

髄中の鉄が取り除かれるとROSによる造血幹細胞へ

のストレスが減少し，血球回復が認められるという

ことになる。実際，末梢血のデータではあるが

Kikuchiらはキレート療法を開始すると，治療後早期

(3か月後) から末梢血血球の酸化ストレス (8-OHdG

値) が輸血前レベルにまで回復することを報告して

おり18，除鉄は血球細胞の酸化ストレスを軽減する

ことが示されている。

　　本仮説は，鉄過剰症の病態生理と造血幹細胞の関

係を理論的に結びつけており，興味深い。しかし，

厳しい鉄過剰症を経験することの多いサラセミア患

者において，脾腫の影響を除けば白血球減少や血小

板減少の経験は少ないこと，またサラセミアにおけ

る鉄キレート後の白血球，血小板数の改善報告が無

いことを考えると，造血障害の原因をROSによる造

血幹細胞への影響だけで説明するのは困難と思われ

る。

　　筆者らは鉄投与による鉄過剰モデルマウスを作成

し，末梢血血球数や造血幹細胞活性を測定したが，

いずれもコントロールと比較して有意な差を認めな

かった。しかし，興味深いことに，鉄過剰マウスで

は骨髄ストローマ細胞の酸化ストレスが増加してお

り，造血支持サイトカインの発現が低下している事

が明らかとなった。そして正常マウスから鉄過剰

マウスへの造血幹細胞移植では血球の回復が有意に

遅延していた (図3)19。これらの結果は，少なくとも

正常造血幹細胞は鉄による酸化ストレスには意外に

耐性であり，むしろ骨髄微小環境の方が過剰鉄に影

響されやすいことを示唆している。

　　鉄過剰症の造血システムへの影響については，骨

髄微小環境も含めた総合的な検討が必要と思われ

る。

　B. エリスロポエチン産生量の変化

　　鉄キレート剤の投与がエリスロポエチン (EPO) 産

生を刺激することが報告されている。Hep3B細胞を

DFOで刺激すると，HIF-1の活性化を介してEPO産生

が増加する。そして，マウスにDFOを投与すると，

一時的に腎臓におけるEPO RNAレベルが増加するこ

とが示されている20。また，Klingらはhydroxyethyl

starch (HES) 結合DFOの第I相臨床研究で，HES-DFO

を健康人ボランティアに投与したところ，血中EPO

濃度が投与4日目から最大2倍程度まで増加したこと

を報告した21。

　　これらの結果は，鉄キレートがEPO産生を刺激す

ることで貧血改善に関係する可能性を示唆してい

る。残念ながら，キレート療法後に貧血改善が認め

られた症例でのEPO値の変化について報告が無いた

め，この仮説の正否は不明だが，興味深い仮説であ

る。

　　なお，この説ではキレート後の血小板数や白血球

数の改善は説明できないが，EPO同様にトロンボポ

エチンやG-CSFがキレート後に増えるとすれば説明

可能である。サイトカインを介した血球改善メカニ

ズムの可能性については今後の研究結果が待たれる。

　C. キレート剤による抗腫瘍効果・免疫抑制効果

　　鉄キレート剤の抗腫瘍効果についても研究結果が

報告されている。以前よりDFOは白血病細胞株にア

ポトーシスを誘導し，in vitroで増殖を抑制すること

が知られていたが22，イタリアの研究グループから

DFXはMDS患者の血液細胞や白血病細胞株 (K562，

HL60) においてNF-κB活性を抑制することが報告さ

れ，DFXも抗腫瘍作用を持つことが示された23。興

味深いことに，これらの細胞におけるNF-κB抑制効

果はDFXのみに認められ，DFOや他の鉄キレート剤

であるデフェリプロン (わが国未承認) では見られな

いため，DFXによるNF-κBの抑制は単なる除鉄が原

因ではないらしい。さらにDFXはetoposideの殺細胞

効果を増強するとされる。

　　また，最近ではDFXがNF-κBの転写活性を抑制す

輸血後鉄過剰症の病態と治療
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ることでT細胞からのTNF産生を抑制することが報

告されている24。DFXはNF-κBの核内移行には影響

しないことから，核内において何らかの機構が働い

ていると予想される。T細胞によるTNF産生は骨髄

における造血抑制に関係しており，再生不良性貧血

やシクロスポリンが奏効する一部MDSの発症機序と

して注目されているが，これが事実だとすると，キ

レート療法は免疫抑制治療と同様の効果を持つのか

もしれない。

おわりに

　鉄過剰症による臓器障害はこれまでも認識されてい

たが，唯一の治療薬であったDFOが外来診療では事実

上有効性が望めない状況にあったため，これまで鉄過

剰症への対応はほぼ手つかずの状態であった。

　しかし，経口鉄キレート剤DFXの登場によって鉄過

剰症治療は大きく変化しており，効果的な鉄キレート

療法が疾患予後に影響するとともに，一部の症例では

血球回復にも関係するなど，興味深い現象が明らかに

なっている。これらの現象の解明には臨床・基礎両面

からのアプローチが必要と思われるが，近い将来その

回答が得られることに期待したい
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Pathophysiology and treatment for transfusional iron overload

Takahiro Suzuki

Department of Hematology, Kitasato University School of Medicine

Patients with refractory anemia need red blood cell transfusion, and frequent transfusion has been a major
cause of iron overload in Japan.  With its potential redox property, excess iron generates reactive oxygen
species, and adversely affects some vital organs, e.g., liver, heart, and endocrine glands.  Iron overload also
negatively impacts prognosis of the patients with a subset of myelodysplastic syndromes (MDS).

Iron chelation therapy is the only option to treat transfusional iron overload.  Sufficient chelation can
ameliorate damaged organ functions, and it can also improve survival of the patients with lower-risk MDS.
More surprisingly, increasing numbers of reports have recently described hematopoietic improvement after
iron chelation therapy, without specific treatments for the underlining hematopoietic disorders.

In this review article, pathophysiology of iron overload and recent advances in the iron chelation therapy
will be discussed.

Key words: transfusional iron overload, iron chelation therapy, reactive oxygen species (ROS), deferasirox,
bone marrow microenvironment
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