
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。
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か。
　勝岡　血小板の異常は、数の異常と、
血小板の機能の異常の２つに分けられ
ます。その代表的な疾患が血小板減少
症です。血小板減少症には先天性と後
天性があり、成人の本症では抗腫瘍薬
のほか種々の薬剤、白血病、多発性骨
髄腫、悪性腫瘍、SLEなど、その原因
は様々です。
　血小板減少症には、その機序として
血小板の産生異常があります。例えば
悪性腫瘍の骨浸潤による骨髄低形成な
どがそれに相当します。それから血小
板の寿命の短縮があります。これには
抗血小板抗体などの免疫異常による血
小板の破壊亢進といったものが含まれ
ます。そして、脾臓の機能亢進による
血小板の貯留増加、さらに輸血などに
よる血小板の希釈などがあります。こ
れらが血小板減少症の発症の主な機序
であろうかと思います。
　発症機序を知ることが、病態を把握
するうえで非常に重要になります。特
に小児の場合には血小板破壊の亢進の
原因として自己抗体による特発性血小
板減少症が注目すべき疾患の一つにな
るかと思います。
　池田　次に凝固異常による紫斑につ
いてうかがいたいと思います。これに
はどのようなものがありますか。
　勝岡　凝固異常による紫斑というの
は、血液凝固因子の異常によって起こ
る出血傾向で、皮下や関節内など深部

出血を起こしやすくなります。一般的
に凝固因子異常による紫斑では凝固時
間は延長しますが、血小板機能は正常
ですので、出血時間は正常です。先天
性として代表的な疾患が血友病、von 
Willebrand病です。
　池田　線維素溶解系の異常による紫
斑というのはどういうものがあります
か。
　勝岡　血小板や凝固因子が出血によ
り血栓を形成します。この血栓を溶か
すのが線維素溶解系ですけれども、こ
のバランスが崩れるのが線溶系の異常
でして、代表的な疾患はご承知のよう
に、播種性血管内凝固症候群（DIC）
です。DICは、成人ほどではありませ
んが、小児にも起こります。小児に起
こる線溶系の異常による紫斑として、
幼小児の巨大血管腫であるKasabach-
Merritt症候群があります。Kasabach-
Merritt症候群は慢性のDICと言えます。
　池田　Kasabach-Merritt症候群とい
うのは、大きな血管腫があって、その
中で血小板が消費されてしまうという
ことですね。
　勝岡　そのとおりです。
　池田　そういった症状があって慢性
のDIC状態が起きるのですね。
　勝岡　はい。
　池田　では次に、血管壁および血管
周囲支持組織の脆弱化による紫斑とは
どのようなものでしょうか。
　勝岡　血管壁および血管周囲支持組

織の脆弱化による紫斑として、老人性
紫斑やステロイド紫斑があります。小
児ではその代表的な疾患としてEhlers-
Danlos症候群があります。
　池田　Ehlers-Danlos症候群ですと、
皮膚の伸展であるとか関節の屈曲度が
増すとか、そういったことである程度
診断がつくのですね。
　勝岡　そのとおりです。
　池田　それから、これが多分メイン
になると思うのですけれども、血管炎
による紫斑についてうかがいたいと思
います。
　勝岡　血管炎およびその類縁疾患で
は、血管壁の炎症性破壊によって出血
が生じて紫斑をきたしますが、血管炎
には種々の疾患があります。その中で
も小児に好発するのがIgA血管炎、す
なわちHenoch Schönlein紫斑病ですが、
現在の国際分類ではIgA血管炎と呼ば
れるようになっています。上気道感染
症に続発することが多い急性壊死性の
血管炎になります。
　池田　どのようなことが引き金でこ
の症状が起こるのでしょうか。私が以
前習ったときは溶連菌とか、細菌感染
によるものでしたけれども、現在では
いかがですか。
　勝岡　やはり現在でも、起因菌とし
てA群B溶血性連鎖球菌がよく知られ
ています。また、細菌感染症として黄
色ブドウ球菌のこともあります。一部
にはウイルス感染、あるいは薬剤性と

考えられるIgA血管炎があります。
　池田　感染もしくは薬剤等によって、
どのような機序でIgA血管炎が起こる
のでしょうか。
　勝岡　要約しますと、本症はIgA抗
体を含む免疫複合体（IC）の形成を引
き金として細血管の壊死性血管炎が引
き起こされる病態といえます。
　池田　最後に紫斑の診療の進め方に
ついてうかがいたいのですけれども。
　勝岡　幼小児の場合には遺伝性疾患、
家族性疾患が多いですから、家族歴は
遺伝性、家族性の出血傾向を知るうえ
で非常に重要です。そして、紫斑の発
症状況など、既往を含めた詳細な問診
が診断に役立つことになります。
　池田　まず問診をとる。それから皮
膚症状、いろいろな原因によって多少
の違いがあると思うのですけれども、
皮膚症状ではどのような観察を行えば
よいのでしょうか。
　勝岡　紫斑の形態として、点状紫斑、
斑状紫斑、あるいは触知性紫斑（pal-
pable purpura）、すなわち浸潤を触知
する紫斑等があります。触知性紫斑と
いうのは、血管炎を疑うことのできる
紫斑です。特に、IgA血管炎に特徴的
で、米粒大程度のわずかに隆起した浸
潤の触れる紫斑が多発するのが特徴で
す。
　池田　触ってみて、少し盛り上がり
が感じられるということですね。
　勝岡　はい。
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か。
　勝岡　血小板の異常は、数の異常と、
血小板の機能の異常の２つに分けられ
ます。その代表的な疾患が血小板減少
症です。血小板減少症には先天性と後
天性があり、成人の本症では抗腫瘍薬
のほか種々の薬剤、白血病、多発性骨
髄腫、悪性腫瘍、SLEなど、その原因
は様々です。
　血小板減少症には、その機序として
血小板の産生異常があります。例えば
悪性腫瘍の骨浸潤による骨髄低形成な
どがそれに相当します。それから血小
板の寿命の短縮があります。これには
抗血小板抗体などの免疫異常による血
小板の破壊亢進といったものが含まれ
ます。そして、脾臓の機能亢進による
血小板の貯留増加、さらに輸血などに
よる血小板の希釈などがあります。こ
れらが血小板減少症の発症の主な機序
であろうかと思います。
　発症機序を知ることが、病態を把握
するうえで非常に重要になります。特
に小児の場合には血小板破壊の亢進の
原因として自己抗体による特発性血小
板減少症が注目すべき疾患の一つにな
るかと思います。
　池田　次に凝固異常による紫斑につ
いてうかがいたいと思います。これに
はどのようなものがありますか。
　勝岡　凝固異常による紫斑というの
は、血液凝固因子の異常によって起こ
る出血傾向で、皮下や関節内など深部

出血を起こしやすくなります。一般的
に凝固因子異常による紫斑では凝固時
間は延長しますが、血小板機能は正常
ですので、出血時間は正常です。先天
性として代表的な疾患が血友病、von 
Willebrand病です。
　池田　線維素溶解系の異常による紫
斑というのはどういうものがあります
か。
　勝岡　血小板や凝固因子が出血によ
り血栓を形成します。この血栓を溶か
すのが線維素溶解系ですけれども、こ
のバランスが崩れるのが線溶系の異常
でして、代表的な疾患はご承知のよう
に、播種性血管内凝固症候群（DIC）
です。DICは、成人ほどではありませ
んが、小児にも起こります。小児に起
こる線溶系の異常による紫斑として、
幼小児の巨大血管腫であるKasabach-
Merritt症候群があります。Kasabach-
Merritt症候群は慢性のDICと言えます。
　池田　Kasabach-Merritt症候群とい
うのは、大きな血管腫があって、その
中で血小板が消費されてしまうという
ことですね。
　勝岡　そのとおりです。
　池田　そういった症状があって慢性
のDIC状態が起きるのですね。
　勝岡　はい。
　池田　では次に、血管壁および血管
周囲支持組織の脆弱化による紫斑とは
どのようなものでしょうか。
　勝岡　血管壁および血管周囲支持組

織の脆弱化による紫斑として、老人性
紫斑やステロイド紫斑があります。小
児ではその代表的な疾患としてEhlers-
Danlos症候群があります。
　池田　Ehlers-Danlos症候群ですと、
皮膚の伸展であるとか関節の屈曲度が
増すとか、そういったことである程度
診断がつくのですね。
　勝岡　そのとおりです。
　池田　それから、これが多分メイン
になると思うのですけれども、血管炎
による紫斑についてうかがいたいと思
います。
　勝岡　血管炎およびその類縁疾患で
は、血管壁の炎症性破壊によって出血
が生じて紫斑をきたしますが、血管炎
には種々の疾患があります。その中で
も小児に好発するのがIgA血管炎、す
なわちHenoch Schönlein紫斑病ですが、
現在の国際分類ではIgA血管炎と呼ば
れるようになっています。上気道感染
症に続発することが多い急性壊死性の
血管炎になります。
　池田　どのようなことが引き金でこ
の症状が起こるのでしょうか。私が以
前習ったときは溶連菌とか、細菌感染
によるものでしたけれども、現在では
いかがですか。
　勝岡　やはり現在でも、起因菌とし
てA群B溶血性連鎖球菌がよく知られ
ています。また、細菌感染症として黄
色ブドウ球菌のこともあります。一部
にはウイルス感染、あるいは薬剤性と

考えられるIgA血管炎があります。
　池田　感染もしくは薬剤等によって、
どのような機序でIgA血管炎が起こる
のでしょうか。
　勝岡　要約しますと、本症はIgA抗
体を含む免疫複合体（IC）の形成を引
き金として細血管の壊死性血管炎が引
き起こされる病態といえます。
　池田　最後に紫斑の診療の進め方に
ついてうかがいたいのですけれども。
　勝岡　幼小児の場合には遺伝性疾患、
家族性疾患が多いですから、家族歴は
遺伝性、家族性の出血傾向を知るうえ
で非常に重要です。そして、紫斑の発
症状況など、既往を含めた詳細な問診
が診断に役立つことになります。
　池田　まず問診をとる。それから皮
膚症状、いろいろな原因によって多少
の違いがあると思うのですけれども、
皮膚症状ではどのような観察を行えば
よいのでしょうか。
　勝岡　紫斑の形態として、点状紫斑、
斑状紫斑、あるいは触知性紫斑（pal-
pable purpura）、すなわち浸潤を触知
する紫斑等があります。触知性紫斑と
いうのは、血管炎を疑うことのできる
紫斑です。特に、IgA血管炎に特徴的
で、米粒大程度のわずかに隆起した浸
潤の触れる紫斑が多発するのが特徴で
す。
　池田　触ってみて、少し盛り上がり
が感じられるということですね。
　勝岡　はい。
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　池田　紫斑と紅斑の見分け方はどの
ように行われるのでしょうか。
　勝岡　代表的なのはガラス板法とい
うのがありまして、ガラス板で圧迫す
ることによって消失するか、しないか
で判断します。紅斑というのは炎症性
の血管拡張ですので、ガラス板で圧迫
すると消褪する傾向があります。
　池田　IgA血管炎の確定診断にはど
のようなことが行われるのでしょうか。
　勝岡　IgA血管炎の診断には、基本
的には血管壁にIgAの沈着を確認する

ことが一つの大きな証拠となります。
しかし、小児では血管炎の90％以上が
IgA血管炎ですので、必ずしもIgAの
沈着を確認せずとも、紫斑の形態と全
身症状で診断できるのが小児のIgA血
管炎の特徴です。
　池田　確定的には皮膚生検を取って
血管炎の存在を確認することになるの
ですね。
　勝岡　はい。紫斑の病理組織学的検
討はたいへん重要です。
　池田　ありがとうございました。

　大西　成田先生、ネフローゼの診断
と治療というテーマでうかがいます。
　初めに、ネフローゼの定義、病態に
ついて教えていただけますか。
　成田　ネフローゼ症候群は、主に尿
をつくる腎臓の糸球体におけるバリア
機能が低下して、血液中の蛋白が尿中
に漏れてくるのがそもそもの病態です。
定義としては大量の蛋白尿、１日3.5g
以上の尿蛋白が出る。そして、それに
よって血清中の総蛋白とアルブミンが
低下する。数値としては、アルブミン
で3.0g/dL未満になる病態です。それ
に伴って、脂質異常症、身体的には浮
腫が生ずるものと定義します。
　大西　それでは次に疫学的なことを
うかがいますが、日本には患者さんが
多いのでしょうか。
　成田　いろいろな調査結果がありま
すけれども、5,000人前後が新規に全国
で発症していると考えられています。
その20％、1,000人前後がいわゆる難治
性ネフローゼ症候群といわれる、治療
に抵抗性のあるネフローゼ症候群と日

本腎臓学会の調査では推定されていま
す。
　大西　男女差などはどうなのでしょ
う。
　成田　性差というよりは年齢差が大
きいです。病型的には、若い人とお年
寄りで病型が変わってくることが知ら
れています。
　大西　小児と成人でかなり違ってい
ると考えてよいですね。
　成田　はい。
　大西　それでは次に分類的なことを
うかがいたいのですが、ネフローゼに
も一次性、二次性など様々な疾患があ
るのではないかと思いますが。
　成田　おっしゃるように、多様な疾
患が含まれてきます。一次性の中には
小児に多い微小変化型ネフローゼ症候
群というものがあります。これはもち
ろん成人でもあります。そして、加齢
に伴って、膜性腎症がだんだん増えて
きて、中年以上では膜性腎症のほうが
多く発症します。
　ほかの一次性ネフローゼ症候群とし
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新潟大学第二内科教授
成　田　一　衛

（聞き手　大西　真）
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