
　池脇　高橋先生、血小板減少の対処
ということで、器質的疾患のない血小
板減少というのは、理解がなかなか難
しいのですけれども、専門のお立場か
ら、これはどういうふうに解釈したら
いいのでしょうか。
　高橋　器質的疾患のないということ
は、これはちょっと解釈が難しくて、
基本的には血小板減少にはそれが起こ
るための理由がありますので、そうい
った原因が不明な血小板減少というこ
との意味なのか、ただ、血小板減少の
原因というのは明らかにされることが
多いかと思います。
　池脇　そうしましたら、器質的な疾
患のあるなしに限らず、血小板減少に
関して先生から教えていただくという
ことでよろしいですか。
　高橋　はい、よろしくお願いします。
　池脇　血液中の血小板の数が減ると

いうことになれば、単純に考えますと、
産生が低下する、あるいは破壊、消費
が亢進する、その両方が一緒に起こる
など、幾つかのパターンに分けられる
と思うのですけれども、そういうこと
をちょっと説明いただけるでしょうか。
　高橋　血小板減少が起こる大きな理
由は３つに分けられます。１つは、先
生がおっしゃられましたように、骨髄
での血小板産生の低下があります。例
えば、再生不良性貧血あるいは骨髄異
形成症候群、白血病、がんの骨髄浸潤、
ウイルス感染、あるいは薬剤による障
害、そういったことで骨髄での血小板
産生が抑えられることによって血小板
が低下します。
　もう１つは破壊あるいは消費の亢進
があります。有名なのは特発性血小板
減少性紫斑病（ITP）というものがあ
りまして、これは血小板に対する自己
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万～40万/μLとされています。したが
って、15万/μL以下ですと血小板減少
症ということができるかと思います。
ただし、10万/μL以上では通常は経過
観察になります。10万/μL以下の場合
には、血小板減少の原因を精査しよう
ということになります。特に５万/μL
以下ですと、出血症状が出たり、ある
いは打撲や転倒等によって重篤な脳出
血あるいは臓器出血等が起こる可能性
がありますので、積極的に調べること
が必要です。また、血小板が１万/μL
以下になりますと、重篤な自然出血が
起こる可能性も高くなりますので、そ
の場合には緊急的に入院等で対処する
ことになるかと思います。いずれにし
ましても、５万/μL以下になりました
ら、原因がわからない場合には血液専
門医のいるところを速やかに紹介して
いただくのがよいかと思います。
　池脇　そういう意味では、その原因
を探るとなった場合には、ご自身でや
るのではなくて、血液内科の専門の先
生にやっていただくのがいいのでしょ
うか。
　高橋　そうですね。特に気をつけな
くてはいけないのは、血小板が減少し
ているから、あるいはそこで出血を伴
っているからといって、血小板を入れ
てはいけないような病態が存在します。
例えば、先ほど述べましたTTP、ある
いはHIT、これらは血小板の輸血によ
ってより病態が悪化することが知られ

ています。
　また、ITPに関しましても、これは
血小板を破壊する抗体が存在していま
すので、血小板を輸注したとしても速
やかに壊されてしまいますので、通常
は適応にはなりません。ただし、ITP
の場合、もし重篤な、生命にかかわる
ような出血がある場合にはその限りで
はなくて、緊急避難的に輸血をする場
合があります。
　池脇　細かな質問になるかもしれま
せんけれども、比較的軽症の血小板減
少症、10万～15万/μLぐらいという方
の場合に、一通りITP等々のスクリー
ニングをやって、陰性という場合には、
先ほどの先生のお話でしたら経過観察
ということですか。
　高橋　そうですね。
　池脇　そういった方たちは、長い目
で見ていくと、だんだんとITPなどが
表に出てくるのでしょうか。それとも、
そのまま病的な意義のない血小板減少
が持続するのでしょうか。
　高橋　血小板がその方の正常値であ
って、10万～15万/μLの間にある方と
いうのは比較的よく見られます。そう
いった方はもちろんその後の経過で見
ても、特に血小板が減ってくることは
ありません。ただ、例えばITPですと
か、あるいは骨髄異形成症候群では、
その初期には血小板減少が軽度であっ
て、それが経過で進行していきますと、
血小板が10万/μL、５万/μLと、だんだ

抗体ができてしまうために血小板が破
壊されてしまうものです。そのほかに、
播種性血管内凝固症候群、DICと呼ば
れているものですが、これでも血小板
は破壊されます。また、血栓性血小板
減少性紫斑病、TTPと呼ばれるもの。
それから、これは医原性になるのです
が、ヘパリンを使ったことによって血
小板が減ってしまうヘパリン起因性血
小板減少症、これはHITと呼びますが、
そういったもので血小板が減ります。
その他、炎症、感染が体の中に起こり
ますと血小板が消費されることが多い
ので、場合によってはそれで血小板数
が下がることがあります。
　その他の原因としましては、例えば
肝硬変などで脾腫が起こりますと、そ
こに血小板がプールされてしまって、
血液中の血小板が減ってしまう。ある
いは、大量に輸血をされますと、それ
によって希釈されることで血小板が減
ってしまう。あるいは、これはいろい
ろな遺伝子の異常などが知られていま
すけれども、先天性あるいは家族性の
血小板減少症、大きくこの３つに分か
れるかと思います。
　池脇　最初が産生低下、次が消費・
破壊、３つ目は血小板の体の中の分布
が変わることによって血液中の数が減
って見えるということですね。質問は
血小板減少ということだけなのですけ
れども、３つの血球がいずれも減るも
の、あるいは血小板だけというもの、

そういった観点でいうと、今言われた
中で、例えば質問では血小板だけ減っ
ているのかなという感じがするのです
けれども、そういう観点ではどうでし
ょう。
　高橋　例えば、白血病とか骨髄異形
成症候群、再生不良性貧血等ですと、
３系統とも血球は減少することが多い
のですが、場合によっては先行して血
小板だけが減るというような状況もあ
りうるかと思います。薬剤性の血球障
害にしても、血小板だけに起こってく
る場合もありますし、白血球減少や貧
血等が起こってくる場合もあります。
先ほど述べましたITPなどは血小板が
特異的に減少して、通常は白血球は正
常ですし、貧血も見られません。
　池脇　ITPというのは急性と慢性と
２つに分かれるのですか。
　高橋　そうですね。基本的には大人
の場合には慢性型が多いと思います。
小児では急性型のもの、特に感染症な
どを契機にして血小板が急激に低下し
まして、その後、回復するといったも
のです。それに対して慢性のITPとい
うものは、数カ月以上、血小板減少が
持続してしまうというものになります。
　池脇　血小板減少が起こる機序をお
話しいただいたのですけれども、血小
板数によって対処も変わるのではない
かと思うのですけれども、そういう観
点ではいかがでしょうか。
　高橋　通常は血小板の正常値は15
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万～40万/μLとされています。したが
って、15万/μL以下ですと血小板減少
症ということができるかと思います。
ただし、10万/μL以上では通常は経過
観察になります。10万/μL以下の場合
には、血小板減少の原因を精査しよう
ということになります。特に５万/μL
以下ですと、出血症状が出たり、ある
いは打撲や転倒等によって重篤な脳出
血あるいは臓器出血等が起こる可能性
がありますので、積極的に調べること
が必要です。また、血小板が１万/μL
以下になりますと、重篤な自然出血が
起こる可能性も高くなりますので、そ
の場合には緊急的に入院等で対処する
ことになるかと思います。いずれにし
ましても、５万/μL以下になりました
ら、原因がわからない場合には血液専
門医のいるところを速やかに紹介して
いただくのがよいかと思います。
　池脇　そういう意味では、その原因
を探るとなった場合には、ご自身でや
るのではなくて、血液内科の専門の先
生にやっていただくのがいいのでしょ
うか。
　高橋　そうですね。特に気をつけな
くてはいけないのは、血小板が減少し
ているから、あるいはそこで出血を伴
っているからといって、血小板を入れ
てはいけないような病態が存在します。
例えば、先ほど述べましたTTP、ある
いはHIT、これらは血小板の輸血によ
ってより病態が悪化することが知られ

ています。
　また、ITPに関しましても、これは
血小板を破壊する抗体が存在していま
すので、血小板を輸注したとしても速
やかに壊されてしまいますので、通常
は適応にはなりません。ただし、ITP
の場合、もし重篤な、生命にかかわる
ような出血がある場合にはその限りで
はなくて、緊急避難的に輸血をする場
合があります。
　池脇　細かな質問になるかもしれま
せんけれども、比較的軽症の血小板減
少症、10万～15万/μLぐらいという方
の場合に、一通りITP等々のスクリー
ニングをやって、陰性という場合には、
先ほどの先生のお話でしたら経過観察
ということですか。
　高橋　そうですね。
　池脇　そういった方たちは、長い目
で見ていくと、だんだんとITPなどが
表に出てくるのでしょうか。それとも、
そのまま病的な意義のない血小板減少
が持続するのでしょうか。
　高橋　血小板がその方の正常値であ
って、10万～15万/μLの間にある方と
いうのは比較的よく見られます。そう
いった方はもちろんその後の経過で見
ても、特に血小板が減ってくることは
ありません。ただ、例えばITPですと
か、あるいは骨髄異形成症候群では、
その初期には血小板減少が軽度であっ
て、それが経過で進行していきますと、
血小板が10万/μL、５万/μLと、だんだ

抗体ができてしまうために血小板が破
壊されてしまうものです。そのほかに、
播種性血管内凝固症候群、DICと呼ば
れているものですが、これでも血小板
は破壊されます。また、血栓性血小板
減少性紫斑病、TTPと呼ばれるもの。
それから、これは医原性になるのです
が、ヘパリンを使ったことによって血
小板が減ってしまうヘパリン起因性血
小板減少症、これはHITと呼びますが、
そういったもので血小板が減ります。
その他、炎症、感染が体の中に起こり
ますと血小板が消費されることが多い
ので、場合によってはそれで血小板数
が下がることがあります。
　その他の原因としましては、例えば
肝硬変などで脾腫が起こりますと、そ
こに血小板がプールされてしまって、
血液中の血小板が減ってしまう。ある
いは、大量に輸血をされますと、それ
によって希釈されることで血小板が減
ってしまう。あるいは、これはいろい
ろな遺伝子の異常などが知られていま
すけれども、先天性あるいは家族性の
血小板減少症、大きくこの３つに分か
れるかと思います。
　池脇　最初が産生低下、次が消費・
破壊、３つ目は血小板の体の中の分布
が変わることによって血液中の数が減
って見えるということですね。質問は
血小板減少ということだけなのですけ
れども、３つの血球がいずれも減るも
の、あるいは血小板だけというもの、

そういった観点でいうと、今言われた
中で、例えば質問では血小板だけ減っ
ているのかなという感じがするのです
けれども、そういう観点ではどうでし
ょう。
　高橋　例えば、白血病とか骨髄異形
成症候群、再生不良性貧血等ですと、
３系統とも血球は減少することが多い
のですが、場合によっては先行して血
小板だけが減るというような状況もあ
りうるかと思います。薬剤性の血球障
害にしても、血小板だけに起こってく
る場合もありますし、白血球減少や貧
血等が起こってくる場合もあります。
先ほど述べましたITPなどは血小板が
特異的に減少して、通常は白血球は正
常ですし、貧血も見られません。
　池脇　ITPというのは急性と慢性と
２つに分かれるのですか。
　高橋　そうですね。基本的には大人
の場合には慢性型が多いと思います。
小児では急性型のもの、特に感染症な
どを契機にして血小板が急激に低下し
まして、その後、回復するといったも
のです。それに対して慢性のITPとい
うものは、数カ月以上、血小板減少が
持続してしまうというものになります。
　池脇　血小板減少が起こる機序をお
話しいただいたのですけれども、血小
板数によって対処も変わるのではない
かと思うのですけれども、そういう観
点ではいかがでしょうか。
　高橋　通常は血小板の正常値は15
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んに減っていく。そういった方という
のは一部には見られます。
　池脇　実際には血小板が十分あって、
採血のときのぐあいで凝集して少なく
なるというものも一応は除外する必要
がありますね。
　高橋　そうですね。採血のときの血
算を測るときにEDTAの容器を使いま
すが、健康な方でも、0.2～0.5％ぐらい
の方はこのEDTAによって血小板が凝
集してしまう方がいらっしゃいます。
そういった場合には、これは偽性の血

小板減少症ということになるわけで、
もちろん本人は出血傾向などはありま
せんし、実際に血液の塗抹標本を見て
みますと、そこには血小板が凝集して
見られます。そのような場合がありま
したら、ご本人にこれはEDTAによる
偽性の血小板減少症だということを伝
えておいて、本人が医療機関を受診す
るときには、EDTA以外の容器、例え
ばヘパリンあるいはクエン酸等を使っ
た採血が必要になってきます。
　池脇　ありがとうございました。

　池脇　宮本先生、restless legs syn-
drome（RLS）ということで、何とな
く私もイメージはあるのですけれども、
むずむず脚症候群であったり、下肢静
止不能症候群、どうなっているのだろ
うというのが正直なところです。この
疾患の背景、歴史というのでしょうか、
そのあたりから教えてください。
　宮本　本疾患は17世紀末にThomas 
Willisという、ウィリスの動脈輪を記載
した先生が最初に報告しています。そ
の後、1945年にスウェーデンのEkbom先
生が症例をまとめて疾患概念が確立さ
れて、現在に至っています。
　池脇　そうすると、けっこう古いで
すね。
　宮本　そうですね。
　池脇　日本語での呼び方ですけれど
も、幾つかあるのでしょうか。
　宮本　本疾患の呼び方は幾つかあり

まして、１つはむずむず脚症候群、こ
れは患者さんがよく訴える脚の感覚異
常からきた呼び名です。２つ目には英
語名をそのまま読んで、レストレスレ
ッグス症候群といいます。さらに、日
本神経学会の用語集に記載されている
病名として下肢静止不能症候群があり
まして、様々な呼び名があります。ま
た、最近では疾患を最初に記載したウ
ィリスと疾患概念を確立したエクボム
の名前を取って、ウィリス・エクボム
病と呼ぶようになりつつあります。
　池脇　いろいろな背景があって、ち
ょっと違う名前がついたにしても、同
じ疾患のことをいっているということ
は確かなのでしょうか。
　宮本　はい、そうです。
　池脇　これはけっこう頻度が高いと
聞きますけれども、そうなのですか。
　宮本　欧米の大規模な疫学調査によ

restless legs syndrome
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　restless legs syndromeについてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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