
下であれば治療適応がある。発症から
８時間以内の再開通を一つのラインに
して治療適応を考えています。ただ、
あくまでもt-PAがファーストラインで
あって、t-PAの適応外あるいは無効例
に対して行うスタンスです。
　池脇　梗塞の部位ですが、やはり主
管部が中心なのでしょうか。
　寺田　そうです。あくまでもこれは
内頸動脈、椎骨脳底動脈、そして中大
脳動脈本管の部分がメインになってく
ると思います。ただ、これも使用に慣
れてくると、中大脳動脈の第一分枝あ
たりぐらいまでは将来的には適応にな
ってくるかもしれません。
　池脇　治療成績に関しては、2015年
の臨床試験ではすべて優位性を示して
いることから、これは脳梗塞の病態が
塞栓かatherothrombosis、そういった
ものには影響しないのでしょうか。
　寺田　塞栓とatherothrombosisを明
確に鑑別するのは難しいのですが、ほ
とんどの症例が塞栓症だと思います。
ただし、atherothrombosisで効かない
かというと、atherothrombosisでもス
テントの血栓回収装置の場合は、開け
ばある程度血管が広がるので再開通す

ることが多いのです。
　池脇　最新型のステントタイプを使
うか、あるいは吸引を使うか。病変と
か、いろいろな状況で適応は変わって
くるのでしょうか。
　寺田　例えば、病変が屈曲している
と、ステントはなかなか開きませんか
ら、そんな場合には吸引型のペナンブ
ラを使います。我々は最初、ファース
トラインとしてステント型を使ってい
るのですが、逆に吸引型をファースト
ラインに使っている施設もあるのです。
おそらく相補的に役に立つと思います。
　池脇　ちょっと話が戻りますけれど
も、本当にいいデバイスで、以前は助
けられなかった方も助けられるように
なったとなると、いかに患者さんに早
く病院に来ていただくかですね。
　寺田　おっしゃるとおりです。今は
すべての施設でこういった治療ができ
るわけではないので、ドリップシップ
といいまして、見つかった病院でt-PA
を投与してもらってから、血管内治療
のできる専門施設に運んでもらう態勢
を我々のところでも整えています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　末木先生、結節性紅斑とはど
んな病気なのでしょうか。
　末木　主に下肢に、左右対称性の場
合と、対称性でない場合もありますけ
れども、特に一番多いところは膝から
下、すなわち下腿に類円形の紅斑がで
きて、触診をすると、硬結といって、
皮膚の下の脂肪織のところに固いしこ
りを触れる。そういう症状を呈するも
のを結節性紅斑といいます。
　狭い意味で病名として使われること
もありますけれども、そういった症状
を呈するものを広く結節性紅斑という
呼び方をすることもあります。このた
め、結節性紅斑といいますと、かなり
広い疾患を含んでいることがあります

ので、そのうちのいったいどういう病
態で、どういう原因によるかをしっか
り鑑別していく必要があります。
　池田　たくさんいろいろなものが含
まれているので、基礎疾患も含め、い
ろいろ検索していかなければいけない
一つの症状だということですけれども、
原因としては大まかにどのようなもの
があるのでしょうか。
　末木　教科書的に多いといわれてい
るのは感染に伴う感染アレルギーとい
うことで、最近であれば溶血性連鎖球
菌（溶連菌）がよくいわれています。
そのほかでは結核菌やウイルス。それ
から、非常にまれではありますけれど
も、ハンセン病。これはわが国では非

結節性紅斑

昭和大学皮膚科教授
末　木　博　彦

（聞き手　池田志斈）

　結節性紅斑についてご教示ください。
　79歳女性で左下腿に約８×４㎝大のやや隆起した熱感のある紅斑が出現し、
その後、約２×２㎝大の同じような紅斑が同部位の遠位に数個、右前腕、臀部
にも数個出現しました。皮膚科受診にて上記疾患と診断され、入院のうえ、ス
テロイド治療が開始されました。

＜大阪府開業医＞
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常に少ないですけれども、在留外国人
などでは時々ありますので、注意が必
要です。
　またヒストプラスマ症、これも非常
にまれな病気だと思いますけれども、
こうした感染症に伴うもののほかです
と、内臓悪性腫瘍に伴うものがありま
す。内臓悪性腫瘍としては、慢性骨髄
性白血病だとか非ホジキンリンパ腫な
ど血液疾患が多いとされています。
　それから、薬剤が原因で起こること
もあります。薬剤では、経口避妊薬、
セフェム系、テトラサイクリン系など
の抗菌薬、最近ではベブラフェニブと
いう悪性黒色腫の治療に使う分子標的
薬で、やはり結節性紅斑が出たという
報告があります。
　このほか、内科的な疾患としては、
ベーチェット病、サルコイドーシス、
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症
性腸疾患、それから膵炎や膵がんなど
の膵疾患、そのほかの膠原病。こうい
うものが原因となる基礎疾患として挙
げられています。
　池田　非常にたくさんのものが含ま
れているのですね。まず診断として問
診がすごく大切だということですけれ
ども、問診である程度の被疑薬、ある
いは感染症の病原菌、そのほか、結節
性紅斑の確定診断はどのように行われ
るのでしょうか。
　末木　結節、しこりを触れる紅斑部
を皮膚生検しまして、病理組織学的に

どういう性質の脂肪織炎なのかを調べ
ます。大きく分けますと、septal pan-
niculitisという脂肪隔壁の結合組織に
主な炎症があるタイプと、lobular pan-
niculitisという脂肪細胞の小葉のとこ
ろに主な病変の場があるタイプ。この
２つに大きく分かれます。これによっ
て脂肪織炎の性質がわかるので、これ
により鑑別診断が可能になります。鑑
別診断を行ううえで、皮膚生検は欠か
すことができない検査法だといえると
思います。
　池田　病理診断によってほかに鑑別
できる、例えば脂肪組織の炎症を起こ
す疾患にはどのようなものがあるので
しょうか。
　末木　バザン硬結性紅斑といわれる、
結核アレルギーによって起こるとされ
る病気がありますけれども、この場合
には、先ほど言いました lobular pan-
niculitisという小葉間の炎症が強く起
こります。この場合は脂肪細胞の壊死
をかなり伴って、その周りに組織球系
細胞が浸潤して肉芽腫を形成するとい
う特徴があります。
　それから、臨床像が類似するスイー
ト病の場合には、好中球の浸潤が主体
の病気なので、真皮から皮下組織にか
けて強い好中球の浸潤があることから
鑑別がなされます。
　それからウェーバー・クリスチャン
病（lobular panniculitis）は、脂肪細
胞が溶けて、脂肪細胞自体が壊死しま

すので、この特徴から、もちろんほか
の臨床検査成績と併せて診断する必要
がありますけれども、ウェーバー・ク
リスチャン病ではないかという疑いが
ある程度できます。
　それから病理学的に特徴的なのは膵
疾患です。膵炎とか膵がんに伴って起
こる脂肪織炎では脂肪細胞の特有の壊
死、すなわち、好塩基性に染まる特有
の壊死像があるので、これは生検をし
ますと、膵疾患に起きているものでは
ないかという見当がつきます。
　もう一つ、深在性のエリテマトーデ
スもあり、顔面や両上肢に好発します。
下肢に起こることは比較的まれですが、
深在性のエリテマトーデスも病理組織
学的に鑑別ができるかと思います。
　池田　診断がつくと、基礎疾患は別
として、治療が行われますが、どのよ
うな治療が行われるのでしょうか。

　末木　治療としては、基礎疾患によ
って起きているものですと、基礎疾患
自体の治療が必要になります。例えば、
膵炎で、膵酵素が血中に上昇している
ような場合には膵疾患の治療が必要で
すし、内臓悪性腫瘍があって起きてい
る場合は悪性腫瘍の治療が必要という
ように、基礎疾患がある場合にはそれ
ぞれの基礎疾患の治療をすることがま
ず必要です。
　そのほかの場合はステロイドの全身
療法が基本的な治療といいますか、一
般的によく行われます。だいたい体重
１㎏当たりプレドニン換算で0.5㎎、40
㎏の体重の人ですとプレドニン20㎎ぐ
らいからの投与で、比較的速やかに、
１～２週間以内に症状が軽快する場合
が多いと思います。
　それほど症状が高度でない場合は、
下肢ですので、安静が一番大事かと思

写真　結節性紅斑の臨床像と組織像
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常に少ないですけれども、在留外国人
などでは時々ありますので、注意が必
要です。
　またヒストプラスマ症、これも非常
にまれな病気だと思いますけれども、
こうした感染症に伴うもののほかです
と、内臓悪性腫瘍に伴うものがありま
す。内臓悪性腫瘍としては、慢性骨髄
性白血病だとか非ホジキンリンパ腫な
ど血液疾患が多いとされています。
　それから、薬剤が原因で起こること
もあります。薬剤では、経口避妊薬、
セフェム系、テトラサイクリン系など
の抗菌薬、最近ではベブラフェニブと
いう悪性黒色腫の治療に使う分子標的
薬で、やはり結節性紅斑が出たという
報告があります。
　このほか、内科的な疾患としては、
ベーチェット病、サルコイドーシス、
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症
性腸疾患、それから膵炎や膵がんなど
の膵疾患、そのほかの膠原病。こうい
うものが原因となる基礎疾患として挙
げられています。
　池田　非常にたくさんのものが含ま
れているのですね。まず診断として問
診がすごく大切だということですけれ
ども、問診である程度の被疑薬、ある
いは感染症の病原菌、そのほか、結節
性紅斑の確定診断はどのように行われ
るのでしょうか。
　末木　結節、しこりを触れる紅斑部
を皮膚生検しまして、病理組織学的に

どういう性質の脂肪織炎なのかを調べ
ます。大きく分けますと、septal pan-
niculitisという脂肪隔壁の結合組織に
主な炎症があるタイプと、lobular pan-
niculitisという脂肪細胞の小葉のとこ
ろに主な病変の場があるタイプ。この
２つに大きく分かれます。これによっ
て脂肪織炎の性質がわかるので、これ
により鑑別診断が可能になります。鑑
別診断を行ううえで、皮膚生検は欠か
すことができない検査法だといえると
思います。
　池田　病理診断によってほかに鑑別
できる、例えば脂肪組織の炎症を起こ
す疾患にはどのようなものがあるので
しょうか。
　末木　バザン硬結性紅斑といわれる、
結核アレルギーによって起こるとされ
る病気がありますけれども、この場合
には、先ほど言いました lobular pan-
niculitisという小葉間の炎症が強く起
こります。この場合は脂肪細胞の壊死
をかなり伴って、その周りに組織球系
細胞が浸潤して肉芽腫を形成するとい
う特徴があります。
　それから、臨床像が類似するスイー
ト病の場合には、好中球の浸潤が主体
の病気なので、真皮から皮下組織にか
けて強い好中球の浸潤があることから
鑑別がなされます。
　それからウェーバー・クリスチャン
病（lobular panniculitis）は、脂肪細
胞が溶けて、脂肪細胞自体が壊死しま

すので、この特徴から、もちろんほか
の臨床検査成績と併せて診断する必要
がありますけれども、ウェーバー・ク
リスチャン病ではないかという疑いが
ある程度できます。
　それから病理学的に特徴的なのは膵
疾患です。膵炎とか膵がんに伴って起
こる脂肪織炎では脂肪細胞の特有の壊
死、すなわち、好塩基性に染まる特有
の壊死像があるので、これは生検をし
ますと、膵疾患に起きているものでは
ないかという見当がつきます。
　もう一つ、深在性のエリテマトーデ
スもあり、顔面や両上肢に好発します。
下肢に起こることは比較的まれですが、
深在性のエリテマトーデスも病理組織
学的に鑑別ができるかと思います。
　池田　診断がつくと、基礎疾患は別
として、治療が行われますが、どのよ
うな治療が行われるのでしょうか。

　末木　治療としては、基礎疾患によ
って起きているものですと、基礎疾患
自体の治療が必要になります。例えば、
膵炎で、膵酵素が血中に上昇している
ような場合には膵疾患の治療が必要で
すし、内臓悪性腫瘍があって起きてい
る場合は悪性腫瘍の治療が必要という
ように、基礎疾患がある場合にはそれ
ぞれの基礎疾患の治療をすることがま
ず必要です。
　そのほかの場合はステロイドの全身
療法が基本的な治療といいますか、一
般的によく行われます。だいたい体重
１㎏当たりプレドニン換算で0.5㎎、40
㎏の体重の人ですとプレドニン20㎎ぐ
らいからの投与で、比較的速やかに、
１～２週間以内に症状が軽快する場合
が多いと思います。
　それほど症状が高度でない場合は、
下肢ですので、安静が一番大事かと思

写真　結節性紅斑の臨床像と組織像
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います。下肢の安静を保つ意味で、横
になって寝ていていただくこと。それ
から、下肢を挙上しておくことも治療
に役立ちます。
　症状が軽い場合ですと、ステロイド
薬を使わなくても、NSAIDsの内服と
下肢の安静だけでよくなる場合があり
ます。
　また、最近は使われることが少なく
なりましたけれども、昔からヨウ化カ
リウムという薬があります。これは結
節性紅斑に非常に有効な場合が多いで
す。例えば糖尿病があるとか、緑内障
があってステロイドの内服ができない
ような患者さんには、ヨウ化カリウム
末が非常に有効な場合があります。だ
いたい１日900㎎を分３位の量で、わ
りと効果のいい場合は即効性もありま
すので、ステロイドが使いにくい、全
身投与がしにくい方はヨウ化カリウム
末も一つの選択肢かと思います。
　池田　かなりいろいろな治療法があ
るようですけれども、先ほど最近耳に
しなくなったハンセン病で結節性紅斑
様の発疹が出るとうかがったのですが、
どのようなものなのでしょうか。
　末木　私も１例しか経験したことが
ありませんけれども、私が経験した個
疹はかなり大型です。結節性紅斑でも、
質問にありましたように８㎝とか、そ
ういう大きさのものもあります。ある
程度浸潤、硬結を触れますけれども、
押されても全く痛くない。痛みは全く

感じないのです。ただし、反応性に生
ずる場合は好中球浸潤を伴い疼痛があ
るようです。
　このほかハンセン病で一番特徴的な
のは、知覚神経が障害されているので、
熱さとか冷たさを感じないので、例え
ば冷たい水を当ててみて冷たいと感じ
るかどうかを調べるだけでも鑑別診断
ができるかと思います。
　池田　少し変わったかたちですね。
　末木　そうですね。
　池田　最後にうかがいたいのですけ
れども、結節性紅斑の疑いがある患者
さんを経験した場合、どうしたらよい
でしょうか。
　末木　結節性紅斑は、いろいろな基
礎疾患とか、皮膚の病変部の病理組織
学的な検査が必要な疾患ですので、一
般の診療所を受診されたときには、ぜ
ひ皮膚科専門医に紹介いただいて、皮
膚科専門医で一度は皮膚生検をしてそ
の病態を正確に把握し、それをもとに
治療計画を立てるのが望ましいと考え
ます。
　池田　まず皮膚科で確定診断して、
そして感染症、薬剤、内臓悪性腫瘍、
膠原病、その類似疾患、そういったも
のが考えられたら、それぞれの科と提
携して、基礎疾患も含めて広く治療し
ていくことが重要ということですね。
　末木　そのとおりだと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　勝岡先生、子どもの紫斑、そ
の特徴と注意すべき点にはどのような
ものがありますか。
　勝岡　紫斑の原因あるいは誘因は
様々ですが、子どもの紫斑の特徴と注
意事項を要約しますと、乳幼児を含め
て小児では先天性の血液疾患による紫
斑、あるいは種々の遺伝性の基礎疾患
に伴った紫斑が多く見られることです。
　また、多くの血管炎で紫斑が生じま
すが、小児ではそのほとんどがIgA血
管炎、すなわちHenoch Schönlein紫斑
病であることも特徴といえます。成人
では、紫斑を生じる壊死性血管炎、あ
るいは循環障害性血管炎は多いのです
が、小児の血管炎の大部分はIgA血管
炎です。したがって、小児の血管炎の
診断は比較的容易だと思います。
　さらに、小児の紫斑で注意すべき点

は外傷性の紫斑です。外傷性の紫斑は、
単なる打撲であることが多いのですが、
時にその原因を明確にすることが重要
になります。例えば、被虐待児症候群
が疑われる場合には、その判断と対応
が必要になります。
　池田　今いろいろ病気を挙げていた
だきましたけれども、原因はどのよう
なものがあるのでしょうか。
　勝岡　紫斑を生じる原因として、血
小板の量的あるいは質的異常、血液凝
固の異常、線維素溶解系の異常、血管
内圧の異常、血管壁および血管周囲支
持組織の脆弱化、そして血管炎、さら
に外傷などが挙げられます。
　池田　原因にもいろいろあるわけで
すが、一つひとつお話をうかがいたい
と思います。まず血小板の異常による
紫斑とはどのようなものなのでしょう

子どもの紫斑

北里大学名誉教授
勝　岡　憲　生

（聞き手　池田志斈）

　子どもの紫斑についてご教示ください。紫斑を呈する疾患とその頻度、治療
法、特に気をつけないといけない紫斑病などがあればご教示ください。

＜愛知県開業医＞
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