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は

じ

め

に

の血管塵がみられ(Fig.1),表面は比較的平滑で赤
紫色を呈し,熱感をともなっていた.

Kasabach‑Merritt症候群は,血小板減少をと
もなう巨大血管底を特徴とし, 1940年Kasabach

検査所見:血液検査では,赤血球数452× lOcmm,
Hb.ll.8g/dlと貧血はなく,血小板数は57.000と

およびMerritt により初めて報告され,特に目新
しい疾患ではないが,実際には多数存在している
と思われる.しかし,以後の報告例は少ない.そ

減少していた.血液像では白血球分類に異常は認

の理由として,著明な出血傾向を呈する症例以外
は見逃されているためと考えられる.
私たちは,最近相次いで2例のKasabach‑Mer
ritt症候群に遭遇し,放射線療法が奏効したので
その詳細を報告するとともに,本症候群の病態像
治療法について若干の考察を行なった.
症

例

症 例1 :与○ 香○, 3カ月,女児
主 訴:右耳介周囲紫色腫壇
現病歴:正常分娩.満期産で3050gにて出生.生
下時より右耳介部の軽度紫色腫壇を認めた.一般
状態は良好で,栄養法は母乳栄養.生後1‑2カ
月頃より,腫癌が徐々に膨降してきたため数カ所
の病院を受診し,ミ海綿状血管腫モ といわれ観察
されていた。生後3カ月,当院皮膚科で血小板減
少を指摘され当科へ入院となった.
入院時所見:体重6.1kgで体格・栄養ともに良好
貧血,黄症はなく,皮膚に出血斑もみられなかっ
た.心・肺は異常なく,肝牌も触知されなかった.
顔面では,右耳介周囲に成人手挙大(7.5×6.5cm)

めかゝが,ヘルメット様赤血球がみられた(Fig.
2).凝固検査では,出血時間(Duke法)は10分
と延長しており, PT.およびa‑PTT.は正常.
FDP (HIT 法)は軽度陽性を示していた.凝固
因子では, fibrinogenの低下がみられたが,他の
因子は,第Ⅱ因子80%,第Ⅴ因子100%,第Ⅷ因子
100 %と正常であった.頭部CTscanでは,血管
塵に一致して造影剤の異常な取り込み像が得られ
た(Fig.3.
入院後経過:検査所見より血管厘によって引きお
こされたIocal DICと考え,ヘパリン療法(50u.
/kg/Dayを6hrsかけて点滴静注)を行なったが,
血小板数の増加はみられなかった.入院6日目よ
り, 60co, 1回IOOradsの1門照射を開始したと
ころ, 17日目には血小板数,およびHbrinogenは
正常化した.また,この頃より腫壇は硬結がとれ
次第に柔らかみが増し,縮小傾向をみたため,紘
量600radsにて中止し退院した(Fig.4).
退院数カ月後,血管腫は再発もなく,殆んど消
擬している Fig.5).

症 例2:大○ 雅○, 4カ月,男児
主訴:右上腕部腫壇
現病歴:正常分娩で出生時体重3750g ,生後&日
日に右上腕の陥凹した硬緒に気づく。局所は熱感

大

96

城

隆

他

Fig. 1 Appearance of case 1 on admission (before therapy)

Fig. 2

Fragmented RBC on the peripheral smear
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Fig. 3

Enhanced CTscan demonstrates an abnormal

uptake, into the right periauricle space

K.Y. 3m. F.
Fig. 4

The clinical course, treatment, and significant
laboratory values of case 1
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No evidence of recurrence of the hemangioma
(5 months following therapy)

をともなっており,血管鹿の診断を受けた.生後
1カ月頃より,同部位が腫脹し,赤紫色を呈する
ようになった.生後2カ月,右上腕の色調は急速
に拡大し,中心部分が腫脹,上腕周囲径は中央部
で19cmであった.外科,整形外科を受診していた
が,その後も緊張性の腫脹は膨隆を続け,生後4
カ月,当科へ入院した.
入院時所見:体重7.11 全身状態は良好.口腔
内に中等度の点状出血をみるが貧血は認めか1・
心音は整で,肺野にもラ音は聴取されず,肝牌腫
も認めない。血管庫は右上腕,特に伸側面に強く
チアノーゼ色を呈し,板状硬結で熱感をともなっ
ていた(Fig.6).運動制限はなく,上腕中央周Eg径
は24cmもあり,ちなみに健側の左上腕中央周囲径
は14cmであった.
検査所見:入院時血液検叡ま,赤血球371X 10"cm
Hb. 9.8g/dl と軽度の小球性低色素性貧血があり
血小板は29,000と著しく減少,出血時間は8分と
軽度延長していた.凝固検査では, PT., a‑PTT
およびfibrinogenは正常で, FDPが40‑80牌/dl

と明らかな異常値を示していた.
入院後経過:本症も症例1と同様にcoagulopathy
をともなった血管腫と診断し,入院3日目より,
60Coを1日IOOradsづつ伸側面と屈側面から交互に
2門で照射を開始した.途中,水痘に構思したが
総量800radsを照射した. (Fig. 7)照射後,血管腫
の著明な縮小はみられず,血小板の増加傾向も認
めなかったが, FDPが減少し,放射線療法が有効
と考えられた.その後は照射を追加すること」く
自然消極を期待しながら観察を続けた.退院後,‑
血小板数は徐々に増加し約1カ月後には22万, F
DPも陰性となった.血管鹿も次第に柔らかくなり
轟宿小してきた.
退院3カ月後,上腕周囲径は19cmと縮小し,色
素沈着を残している(Fig8).
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Fig. 6

Hemangiomatous arm of case 2
( before therapy)
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The clinical course, treatment, and significant
laboratory values of case 2
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Showing pigmentation on the right arm

(3 months follovがing therapy)

考

察

本症は, 1940年にKasabachとMerrittが"Ca‑

fibrin activatorが,何らかの機転で活性化され
1次線溶が主因と思われるようを症例も報告され
ているチ)

と報告1)して以来,現在迄に内外あわせておよそ
120例以上の報告がある?) "Kasabach‑Merritt症

このことは,本症候群におけるfibrinolysisが
secondaryかprimaryかということになるが,
fibrinolysisのmarkerとなるFDPがfibrinおよび

候群"という呼び名は,本邦でよく使われており

fibrinogenに由来しているため,両者の鑑別は必

欧米では"Giant hemangioma with血rombocyt‑
openia などと呼ばれている.
本症候群の発生機序のmechanismは今日でも不
明であるが,出血傾向の主因は血小板を含めた凝
固障害によるものと考えられている.当初,血小

らずLも容易では射、・しかし, primary
fibrinolysisの場合は抗線溶剤が著効を示し5,)血
小板減少は明瞭でない場合が多い.

板が血管腫内で捕捉(trapping)されるため,末梢

強いので, wait&seeの立場で観察している.し
かし,血管腫が急速に大きくなって巨大になった

pillary hemangioma with extensive purpura '

血液中より血小板が減少,そのための出血傾向と
考えられていたヲ)その後,単に血小板だけではな
くi, n, v, i因子などの凝固因子が低下して
いる例も報告され,4)これは血管腫内で凝固元進が
生じ,末梢血液中の凝固因子が欠乏,それに引き
続いておこる2次性の線溶活性の冗進など,いわ
ゆるconsumption coagulopathyがおこることが
知られてきた.
さらに,血管腫内のendothelium中に存在する

次に,治療法については,新生児,乳児の血管
厘は特にcomplicationもなく,自然消槌の傾向が

場合,血小板減少を含む凝固障害をともなうこと
が多く,いったん出血すると治療が困難であり,
しばしば致死的でさえある.
出血傾向は,本症候群の最大の問題点であり,
治療も当然それにそそがれる.放射線療法,ステ
ロイド療法,外科的摘除術など,今日まで各種の
治療法が試みられてきた.その中でも放射線療法
が,最も有効かつ安全な方法でありfirst choice
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だと考える6, 7,8,9)
Shimの文献的集計3)で,放射線療準を行なっ
た群の死亡率が5/48(10%)に対し,行なわれかっ
た群の死亡率は10/25(40%)であったという.し
かし, radiationの時期,線量などまだ十分に確立
されておらず,今後の問題点であろう.また,紘
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結

語

Giant hemangioma with thrombocytopenia,
いわゆるKasabach‑Merritt症候群の2症例を報

告した.放射線療法は有効とされているが,後障
害を残すおそれもあるので,注意深く行なう必要
のあることを述べた.また,本症候群の病態像に
ついて,簡単な文献的考察を行なった・
(本論文の要旨は,第13回日本小児科学会沖縄地
方会にて発表した.)
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