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ABSTRACT
Hemostatic disorders are classified as abnormalities of platelets, abnormalities of coagulation
factors, and abnormalities of blood vessels. Platelets are derived from megakaryocytes in bone
marrow. Adhesion, aggregation and release‑reactions are major functions of platelets. Patients
with platelet disorders have symptoms such as bruising or mucosal bleeding. Idiopathic
thrombocytopenic purpura (ITP) is an autoimmune disorder characterized by platelet destruction
due to an antiplatelet autoantibody. Corticosteroids are recommended as initial treatment in ITP
patients. However, persistent response rates are not so high. Persistent complete and partial
response rates were 14% and 34%, respectively in our study. Splenectomy results in a much
higher cure rate than any medical regimen. In our study, splenectomy induced a stable complete

response in 56% of ITP patients having no permanent unmaintained response to steroids.
Lmmunosuppression, intravenous y‑globulin, danazol, ascorbic acid, and intravenous methylp‑
rednisolone have been used in ITP patients who fail steroids and splenectomy. In our study, any
ITP patients did not achieve normal platelet levels when treated with low dose of danazol or ascorbic
acid, though long term ascorbic acid therapy appeared to be slightly effective in aged ITP
patients. Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) is a heterogenous clinical syndrome
characterized by the pentad of thrombocytopenic purpura, hemolytic anemia, neurologic ab‑
normalities, fever and renal dysfunction. The etiology of TTP is not fully clarified. The survival
rate has increased to about 80% with the use of plasma exchange. In our experience, a TTP patien【
entered persistent remission by the treatment of splenectomy after plasma exchange. The patients
with thrombocytopenia due to underproduction require platelet transfusions to control bleeding. In

our previous study, 45% of patients with acute leukemia and 89% of patients with aplastic anemia
developed alloimmunization due to leukocyte contamination in transfusion products. Therefore,
reducing the level of leukocyte contamination is necessary. Thrombasthenia is now defined as a
hemo汀hagic diathesis associated with a pro一onged b一eeding time, a normal platelet count, and absent

macroscopic platelet aggregation in response to ADP or other platelet agonists. The biochemical
lesion responsible for仙e disorder is a deficiency of the platelet membrane glycoprotein Eh/Ⅲa
complex. Bernard‑Soulier syndrome and storage pool disease also belong to congenital qualitative
platelet disorders. Many drugs affect platelet functions. Especially, aspirin inhibits platelets
responses l汀eversibly by inactivation of the enzyme cyclooxygenase. Some patients with chronic

myeloproliferative disorders have acquired qualitative platelet abnormal ities. Ryukyu Med. J., 15
(3)107‑111, 1995
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はじめに
出血傾向には、血小板、 inhibitorを含む凝固系、緑酒系、

血管が深く関与している。そのなかでも、日常診療上遭遇す
る可能性の高い、血小板異常を伴う血液疾患について、自ら
の経験を中心に、その基礎と臨床を概述する
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血小板の機能
血小板は、骨髄巨核球(megakaryocyte)の細胞質の突起
がちぎれて末梢血液中に出てきたものである1)。核は持たな
いが、ミトコンドリアを持ちエネルギー代謝を行っている。
直径は約2‑4//mで、赤血球や白血球に比べるとかなり小さ
く、末梢血中の標準値は、約20万‑30万//ォ1である。血小板
の平均寿命は7‑10旧で、陣臓を中心とした網内系で処理、
破壊される。
血小板の止血に対する関与は、まず血管が破綻するような、
なんらかの刺激により血′J、板の活性化が起こり、血管内皮下
組織に粘着することから始まる。この粘着(adhesion)とい
う血小板機能は、血小板膜上の糖蛋白Ibと血管内皮下組織
に付着したvon Willebrand factor (vWf)2 が結合すること
により成立する。この粘着した血小板に、さらに他の血小板
が集まる血小板間の結合を凝集(aggregation)という。生
化学的には、血小板凝集は血小板膜糖蛋白nb/Eaと血液中
のfibrinogenとの結合にその機序を有するo血小板は、さら
に放出反応という機能を持つ。血小板内頼粒であるα頼粒か
らはpトロンボグロブリン、血小板第4因子、 fibrinogen、
vWf、 platelet‑derived growth factorなどが放出され、濃染
塀粒(dense granule)からはadenine nucleotides (ADP,
ATP)5‑7、セロトニン、カルシウムイオンなどが放出されて
凝集が促進する。放出反応を伴う血小板凝集は二次凝集と呼
ばれ、強力な不可逆性の凝集である。この血小板を主体とし
た止血を一次止血というが、臨床的には正常値が3分間程
度の出血時間として測定される。一次止血に引き続き凝固系・
fibrinが関与した強固な二次止血が生じるO
正常では以上のような止血機構が働くが、血′j、板が減少し
たり、血小板数は正常でも血小板機能が低下すると出血傾向
が生じる。その主症状は紫斑や鼻出血などの表在性の出血を
特徴とし、関節内出血はみられない。血小板が減少する血液
疾患としては特発性血小板減少性紫斑病(ITP)、血栓性血
小板減少性紫斑病(TTP 、再生不良性貧血、急性白血病、
播種性血管内凝固症候群(DIC)などがある。血小板機能の
低下する疾患としては、先天性では血小板無力症、 Bernard‑
sou】ier症候群、 storage pool病などが有名である。後天性の
血小板機能の低下は、アスピリンなどの薬物投与時、骨髄増
殖性症候群、尿毒症などにみられる。

特発性血小板減少性紫斑病
(idiopathic thrombocytopenic purpura : ITP)

もっとも多く日常診察上経験する出血性血液疾患はITPで
あろう ITPの原因は自己免疫異常により抗血小板抗体
が出現するためで、血小板膜表面に特異的に結合して、牌臓
などでマクロファージにより捕捉会食されて血小板減少を生
じるが、抗血小板抗体の産生機序に関してはなお不明な点が
多い10‑12)。病名のごとく紫斑(点状出血および斑状出血)を
主症状とし、歯内出血、鼻出血、血尿、月経過多などがみら
れる。ただ血小板数の減少が著明でなければ、出血症状を伴
わず血小板減少のみを指摘されて受診することがある.また
血′ト板数の測定が自動血球計数のときは、まれに抗凝固剤の
EDTAにより血小板が凝集するため、偽血小板減少に注意
する必要がある。この場合、抗凝固剤をヘパリンかクエン酸

Naに変えて血小板教を測定する。
ITPでは骨髄の巨核球数は増加しているが、赤芽球系、粘
粒球系は正常である。血小板結合性免疫グロブリ ン
(PAIgG)は増量するが、確定診断とはならないITPの
診断は他の血小板減少をきたす疾患を除外したうえで行う。
またITPには急性型と慢性型があり、急性型は推定発病ま
たは診断から6カ月以内に治癒した場合をいい、慢性型は
6カ月以上遷延する場合をいう。小児では、ウイルス感染
症が先行し発症が急激であれば急性型のことが多い。
治療は、必ずしも血小板を正常範囲まで増加させる必要は
なく、 5万/〃1以上あれば出血の危険はほとんどない。治療
の第一選択は副腎皮質ステロイド療法であり、体重1kgあ
たり1日l.0mgの経口投与で開始し、 4週連日投与したの
ち緩徐に減量し、数カ月かけて休薬する。副作用が出現する
ため大量の副腎皮質ステロイドを長期に使用することは避け
なければならない。われわれの副腎皮質ステロイド療法の成
績は、完全寛解が14%、不完全寛解は34%と一応の治療効
果は認められたが、完全寛解が少ない点がこの療法の問題点
であった13)。
第二選択は摘牌であるが、完全寛解を期待するにはもっと
も有効な治療法である。摘碑の時期は診断または推定発症か
ら6カ月を経過したのちとされるが、副腎皮質ステロイド
が無効で重症の場合は、早期の摘牌も適応となる。小児では
重症感染症合併の問題があり、就学年齢まで待つのが無難で
ある。われわれの成績では副腎皮質ステロイド療法で寛解が
得られなかった症例のなか、 56%に完全寛解が認められ、
なかでも副腎皮質ステロイド療法に対して、少しでも血小板
増加反応のあった症例では寛解となる確率が高かった13)。
免疫抑制療法は第三選択で、イムランおよびエンドキサン
を1日l‑2mg/kg連日経口投与し、 4‑8過投与しても効果が
なければ無効と判定して中止する。われわれの成績では一過
性の増加は認められるも完全寛解例はなかった13)。免疫抑制
療法には骨髄抑制、出血性膳脱炎、肝機能障害、発癌などの
副作用があり適応は限られる。
γグロブリン大量静注療法は外科手術や出産時などが適応
であり、効果は一時的ではあるが、有効率は高く、副作用も
ほとんどない14)。この療法のおかげで摘牌などの手術が安全
に施行されるようになった。ただインタクトγグロブリンは
高価であるため、この療法の健康保険上の適応症は限られて
いる。
難治性1TPに対してダナゾ‑ル療法、ダナゾ‑ル少量療
法、アスコルビン酸療法、メチルプレドニゾロン・パルス療
法、ビンカアルカロイド穣速点滴静注療法、インターフェロ
ン‑α療法などがある。ダナゾ‑ル療法は一過性効果を認め
るが、副作用として肝機能障害、男性化現象が必発であるた
め、日本では健康保険適応外で一般的な療法となっていない。
肝機能障害を軽減する目的でダナゾ‑ル少量療法が開発され
たが、われわれの検討では、ダナゾ‑ルの初回治療における
少量療法はあまり効果がないことが判明した】5)。アスコルビ
ン酸療法はBroxらにより提唱され、日本でも治験が行われ
たが11%に有効という、あまりはかばかしいものではなかっ
た。そこでわれわれはアスコルビン酸長期療法を試みた脚。
長期でも有効性は姓報告と大差はなかったが、高齢者におい
て有効の傾向があり、副作用のないこと、安価であることな
どの利点を考慮すれば、いましばらく試してみる価値のある
療法と思われる。メチルプレドニゾロン・パルス療法は小児

野

崎

のrTPでその有効性は碓かめられているものの、成人にお
けるわれわれの検討では、血小板増加作用は一過性で完全寛
解は得られなかった】7)。ビンカアルカロイド緩速点滴静注療
法、インターフェロン‑α療法は、副作用もあり、効果に関
していまだ一定した結論は出ていない。血/」、板輸血はITP
の病態上血小板増加作用は望めないが、頭蓋内出血、外傷、
手術時などの緊急時には輸血することがある。

血栓性血小板減少性紫斑病
(thrombotic thrombocytopenic purpura : TTP)

TTPは1925年Moschowitzが最初に報告して以来、多臓
器の血管内ビアリン血栓を病理的特徴像とし、血小板減少性
紫斑病、溶血性貧血、精神神経症状、発熱、腎障害を五大主
徴とする死亡率の高い疾患として知られている。 TTP発症
の端緒となる血小板凝集塊・血小板血栓形成の成因に関して、
プロスタサイクリンの減少、 vWfの異常、血小板凝集因子
の出現など多くの説が報告されているが、現在なお確定して
いない TTPはITPに比べると患者数ははるかに少ないが、
重要なことは、この疾患は診断・治療が遅れると重篤化し、
致命的となることである TTPが念頭になければ、血小板
減少性の出血に注意が集中し、 ITPと誤って診断して救命で
きない事態も起こりえる。
近年のTTPに対する治療上の進歩は著しい。以前は80‑
90%の死亡率といわれていたが、 1980年代に入り、体外循
環を利用した血楽交換療法の急速な進歩ととも救命率は飛躍
的に増加し、 80%は救命できるようになった。そのほか摘
牌、副腎皮質ステロイド療法、アスピリンやジピl)ダモール
などの抗血小板療法、ビンクリスチン療法、 γグロブリン大
量療法などの有効性も報告されている。われわれは、副腎皮
質ステロイドと杭血小板療法を補助療法とし、血祭交換療法
により一時的寛解に入れ、さらに摘牌により永続的な寛解に
入った症例を経験しているIS)。
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常症の中で、もっとも症例数が多くかつ血小板凝集機序を知
るうえで、非常に重要な疾患である25‑26)。臨床症状は血小板
減少症と同様に紫斑、歯肉出血、鼻出血,血尿、月経過多な
どである。検査所見では、血小板数は正常であるが出血時間
が延長し、血餅退縮は不良で、 ADP, co】lagen, epinephrine
などによる血小板凝集能が欠如している。この疾患の血小板
凝集異常の本態は、 fibrinogenと結合する血小板隈糖蛋白Ⅱ
b/maの欠損である。血小板膜糖蛋白Ibが関与するリスト
セチン凝集27‑を除いてすべての凝集が欠如することから、出
血症状も強い。対症療法は血小板輸血であり、根治的治療法
として骨髄移植がある。以前血餅退縮が正常で、あとは
血小板無力症とほぼ同じ所見を有する疾患をessential
athrombiaと呼んでいた25)が、現在は血小板無力症の亜型に
分類されている。
Bernard‑Soulier症候群は、血小板の粘着機序を理解する
うえで重要な疾患である。この疾患は血小板膜糖蛋白Ibが
欠如しているため、 vWfが血小板と結合できず、その結果
血小板は障害された血管に粘着できない。リストセチン凝集
は欠如するが、血小板膜糖蛋白nb/niaは存在するためADP,
collagen, epinephrineによる血小板凝集は正常に存在する。
Bernard‑Soulier症候群では大型血小板の出現と血小板数の
減少も伴い、出血症状の強い症例には対症療法として血小板
輸血が必要となる。
storage pool病の多くは∂型であるが、これは血小板内頼
粒のdensegranuleが欠如している疾患である dense
granuleにはADPが含まれており、この欠如のために血小
板の二次凝集が起こらず出血傾向を示す。白子症のHer‑
mansky‑Pudlak syndrome、白血球機能の低下したChediak‑
Higashi syndrome、血小板数減少と免疫不全を示すWiscott‑
A】drich syndromeなどに∂型storage pool病が合併する。
α型のstorage pool病はα‑granuleが欠損し、光学顕微鏡で
血小板は灰色に観察され、 gray platelet syndromeとも呼ば
れている。 α型storage pool病の血小板機能低下は軽微で
ある。

後天性の血小板機能異常症

その他の血小板減少を伴う血液疾患と血小板輸血
再生不良性貧血、急性白血病、慢性骨髄性白血病の急性転
化19㌧ 悪性リンパ腫20‑、 DICなどでも血小板減少を合併する
が、原疾患の治療が第‑である。しかし、血小板数が2万/
〃1以下となると出血症状は重篤となるため血小板輸血を必
要とする。血′ト板輸血の問題点は抗血小板抗体の出現で、白
血球除去フィルターを使用していない時期の輸血効果を
分析すると、再生不良性貧血では89%、急性非リンパ性白
血病では45%の症例に抗HLA抗体が出現し、無効輸血となっ
」21'。現在では血小板輸血時フィルターを使用してリンパ球
を除去し、すでに抗血小板抗体を有する症例には、 HLA抗
原が一致した血小板輸血を行う22)。血小板輸血による移植片
対宿主病(GVHD)の発生予防には血小板製剤に放射線照
射や紫外線照射を行う必要があり、自己血輸血も有効で
あるL'3 24)。

先天性の血小板機能異常症
血小板無力症(thrombasthenia)は先天性の血小板機能異

薬剤投与時28‑33)、骨髄増殖性疾患34)、尿毒症などに血小板
機能の低下がみられる。薬剤では特にアスピリン、インドメ
タシン、パナルジンの抗血小板作用が強い。前二者では血小
板のcyclooxygenaseの不活化により、プロスタグランジン
代謝が抑制される。そのため血小板内dense granuleからの
ADPの放出反応が起こらず、血小板の二次凝集が欠損する。
薬剤を中止すれば7‑10B以内に血小板機能は回復する。
骨髄増殖性疾患では血小板数は増加しているにもかかわら
ず、出血症状を呈する症例が存在するのは血小板の機能が障
害されているためである。骨髄増殖性疾患の血小板機能の低
下は、血小板内の非代謝性ADPの著減に起因し、後天性の
storagepool病であることをわれわれは報告している5・7‑0
血小板減少症における血小板機能を検討すると、再生不良
性貧血および急性白血病では血小板容積は小さく、骨髄増殖
性疾患と同様に血′上板の非代謝性ADP量が減少していた7'。
ITPや牌機能克進症では、血小板容積は正常もしくは大であ
り、血小板内ADP量も正常にあり、血小板機能は再生不良
性貧血や急性白血病より良好に保たれ、そのため出血症状も
少ないのではないかと考察している7'。
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おわりに
出血性疾患は、診断や治療が遅れると生死にかかわる。皮
下出血を呈する疾患の多くは、血小板減少症であろうが、血
′ト板機能低下症も忘れてはならない。今回は血小板異常を伴
う出血性血液疾患のみを概述したため、本文では触れられな
かったが、沖縄は、線洛系異常を伴う出血性血液疾患である
α・‑plasmin inhibitor欠損症の世界第1例日が発見されたと
ころとして有名である。
文
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