
いった薬を投与するということでしょ
うか。
　冨山　はい。あとは、例えば朝方高
い方については、就寝前に服用いただ
いたらずっと有効なこともありますし、
不定期、つまり朝・夜と関係なく乱れ
のある人の場合は、２回に分けて朝・
夕でのんでいただくと、その変動の幅
が小さくなることもあります。
　池脇　血圧治療をしている方でも、
１日のうちで高い時間と低い時間があ
ります。私の印象だと、多いのは朝が
高くて夜が低い。それをどう是正して

いくのか、迷うときがあるのですが、
今、先生が言われたようなことになる
のでしょうか。
　冨山　なかなかこれを調整、是正し
ていくのは難しい問題です。ただ、特
に女性の方ですが、朝は家族の朝ごは
んとか、いろいろなことをしないとい
けないので、なかなか忙しくて安静に
して測れないことがあります。ゆえに、
その人その人の生活の背景を評価する
ことも、血圧の変動評価では大事だと
思います。
　池脇　ありがとうございました。

筑波大学血液内科教授
千　葉　　滋

（聞き手　池田志斈）

　骨髄異形成症候群の生命予後について最新の知見をご教示ください。
＜兵庫県勤務医＞

骨髄異形成症候群の生命予後

　池田　千葉先生、骨髄異形成症候群
について質問が来ています。たいへん
難しい質問かと思いますが、どのよう
な疾患なのでしょうか。
　千葉　20世紀の前半から、「鉄剤や
ビタミンB12などの補充療法に反応し
ない貧血があり、急性白血病になりや
すい」という病気が記載されていまし
た。その後、赤血球以外の系統の血球
減少も認められることが多く、血球や
骨髄に生息している細胞に特徴的な形
態異常があることも明らかになりまし
た。そして1980年代前半に「骨髄異形
成症候群」という名称が与えられ、そ
れが定着しました。ただ、その後もし
ばらくは、どういう病気なのか本態が
わからなかったのですけれども、1980
年代後半になり、この病気は造血細胞
のがんの一種である、そもそも白血病
と似た遺伝子異常を持っている、とい

うことがわかってきました。
　典型的には３系統の血球減少、つま
り汎血球減少が認められます。芽球と
呼ばれる未熟な細胞は、急性白血病に
特徴的に認められますが、骨髄異形成
症候群では、この芽球が少数認められ
る場合と、ほとんど検出されない場合
とがあります。いずれにしても、急性
白血病そのものではないが、急性白血
病に移行しやすい、ということが大事
な特徴です。
　池田　最初は貧血だけかと思ってい
たら、実は３系統全部落ちている。な
おかつ、顔つきの悪いものがわずかな
がらいたり、ある程度いたりするので
すね。
　千葉　そうですね。
　池田　診断としてはそれで満たされ
るのでしょうか。
　千葉　診断には、血球減少のほか、
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場合には、急性白血病と診断されます。
そうしますと、ちょっと質問への回答
からははずれますが、19％と20％で、
本質的な違いがあるのか、という疑問
が湧くのではないかと思います。特に、
骨髄異形成症候群が急性骨髄性白血病
に移行しやすい、という特徴を考える
と、20％で区別する理由は何か、とい
う疑問も湧くかもしれません。しかし、
MDSあるいはそこから移行する急性
骨髄性白血病と、MDSを経ずに発症
する急性骨髄性白血病との間には、病
気の成り立ち、つまり、染色体異常や
遺伝子異常に、本質的な違いがありま
す。MDSに特徴的な異常をもつ場合
には、結果として芽球がそれほどは多
くない病態で発症するわけです。
　池田　おそらく芽球が多いほうが将

来的に悪性になってくる、少なければ
まあ問題ないという話だと思うのです
が、この背景を含めて、治療はどのよ
うにされるのでしょうか。
　千葉　おっしゃる通り、芽球増加を
伴うケースの方が、実際に急性骨髄性
白血病、つまりAMLに移行しやすく、
予後も悪いことがわかっています。こ
のほかに、染色体異常の種類と、血球
減少の種類や程度が重要です。臨床現
場では、芽球割合、染色体異常、血球
減少を組み合わせて点数化する、スコ
アリングシステムが広く使われていて、
５段階に予後予測がされます（表）。最
も予後が良い群は、特に60歳以下です
と10年生存率が80％程度と良好である
一方、最も予後が悪いと予測される群
は、年齢にかかわらず生存の中央値が

表　改訂IPSSによるMDSの予後予測のための配点と、配点によるリスク群の分類

点数 0 0.5 1 1.5 2 3 4 点数 リスク群

染色体核型 very 
good ― good ― inter-

mediate poor very 
poor ≦1.5 very low

骨髄芽球比率
（％） ≦2 ― ＞2

≦5 ― ＞5
≦10 ＞10 ― ＞1.5

≦3 low

ヘモグロビン
（g/dL） ≧10 ― ＜10

≧8 ＜8 ― ― ― ＞3
≦4.5 Intermediate

血小板数
（×103/μL） ≧100 ＜100

≧50 ＜50 ― ― ― ― ＞4.5
≦6 high

好中球数
（×103/μL） ≧0.8 ＜0.8 ― ― ― ― ― ＞6 very high

染色体核型のリスク分類の概要は次の通り
（1）very good：－Yなど。（2）good：正常など。（3）intermediate：＋８など。
（4）poor：－７など。（5）very poor：４つ以上の異常。

（Blood 2012 120：2454～2465より改変）

芽球ではない、一定以上に成熟した血
球の形態異常、つまり異形成が認めら
れることが重要です。例えば、好中球
では核の低分葉や過分葉など分葉異常
や、脱顆粒といった顆粒の異常が特徴
的です。赤芽球では核の濃縮、これは
崩壊過程を示しますが、核融解像や、
多核の赤芽球などが認められます。巨
核球では、本来巨大細胞である巨核球
が小型化した微小巨核球や、本来は染
色体数を増やして分離せずに巨大化し
ている核が分離した分離核巨核球など
が特徴的です。先ほども申し上げたと
おり、芽球を認めることは必須ではあ
りません。芽球は認めるとしても骨髄
細胞の20％未満であることが診断基準
になっています。
　以上は、骨髄検査を行うことで明ら
かになりますが、骨髄検査の際に専門
医は染色体の検査をオーダーします。
骨髄異形成症候群、つまりMDSでは、
約半数の患者さんで染色体異常が見つ
かります。実は少し難しくなりますが、
MDSに非常に特徴的な染色体異常が
知られていまして、そうした染色体異
常が認められる場合には、異形成がな
くとも、血球減少と染色体異常でMDS
という診断を下すことができます。
　池田　高齢者に多いとうかがったの
ですが、何か疫学のようなものはわか
っているのでしょうか。
　千葉　若年者でもまれに発症します
けれども、50歳代になるとぼちぼち増

えてきまして、60歳を越えると急激に
発症頻度が増えます。米国からは、70
歳くらいになると人口10万人当たり、
年間新規に30人ほど診断されるという
統計結果も報告されています。ただ、
軽症で埋もれているケースが、より多
数あると考えられています。
　池田　貧血が明らかでなければ、あ
まり見つからないことも多いのでしょ
うね。
　千葉　そうですね。高齢者では軽度
の貧血にしばしば遭遇します。やはり
米国から、65歳以上では軽症を含める
と10人に１人は何らかの貧血が見つか
る、その1/6くらいは原因がわからな
い貧血である、とする統計の報告もあ
ります。そういうケースは、MDSの
可能性が高いと予想されます。
　池田　潜在患者さんはかなりいるの
ですね。先ほど芽球がほとんどいない
か、あるいはある程度いるという話が
あったのですが、病型分類はあるので
しょうか。
　千葉　現在われわれが使うことが多
いのはWHO分類です。大まかにいい
ますと、芽球が骨髄の有核細胞の５％
以上いるかどうか、ということが大き
な基準です。「芽球増加を伴うMDS」
と、「芽球増加を伴わないMDS」とに
大別されると考えていただければよい
と思います。
　ただ、定義上、芽球の割合は20％未
満でなければなりません。20％以上の
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場合には、急性白血病と診断されます。
そうしますと、ちょっと質問への回答
からははずれますが、19％と20％で、
本質的な違いがあるのか、という疑問
が湧くのではないかと思います。特に、
骨髄異形成症候群が急性骨髄性白血病
に移行しやすい、という特徴を考える
と、20％で区別する理由は何か、とい
う疑問も湧くかもしれません。しかし、
MDSあるいはそこから移行する急性
骨髄性白血病と、MDSを経ずに発症
する急性骨髄性白血病との間には、病
気の成り立ち、つまり、染色体異常や
遺伝子異常に、本質的な違いがありま
す。MDSに特徴的な異常をもつ場合
には、結果として芽球がそれほどは多
くない病態で発症するわけです。
　池田　おそらく芽球が多いほうが将

来的に悪性になってくる、少なければ
まあ問題ないという話だと思うのです
が、この背景を含めて、治療はどのよ
うにされるのでしょうか。
　千葉　おっしゃる通り、芽球増加を
伴うケースの方が、実際に急性骨髄性
白血病、つまりAMLに移行しやすく、
予後も悪いことがわかっています。こ
のほかに、染色体異常の種類と、血球
減少の種類や程度が重要です。臨床現
場では、芽球割合、染色体異常、血球
減少を組み合わせて点数化する、スコ
アリングシステムが広く使われていて、
５段階に予後予測がされます（表）。最
も予後が良い群は、特に60歳以下です
と10年生存率が80％程度と良好である
一方、最も予後が悪いと予測される群
は、年齢にかかわらず生存の中央値が

表　改訂IPSSによるMDSの予後予測のための配点と、配点によるリスク群の分類

点数 0 0.5 1 1.5 2 3 4 点数 リスク群

染色体核型 very 
good ― good ― inter-

mediate poor very 
poor ≦1.5 very low

骨髄芽球比率
（％） ≦2 ― ＞2

≦5 ― ＞5
≦10 ＞10 ― ＞1.5

≦3 low

ヘモグロビン
（g/dL） ≧10 ― ＜10

≧8 ＜8 ― ― ― ＞3
≦4.5 Intermediate

血小板数
（×103/μL） ≧100 ＜100

≧50 ＜50 ― ― ― ― ＞4.5
≦6 high

好中球数
（×103/μL） ≧0.8 ＜0.8 ― ― ― ― ― ＞6 very high

染色体核型のリスク分類の概要は次の通り
（1）very good：－Yなど。（2）good：正常など。（3）intermediate：＋８など。
（4）poor：－７など。（5）very poor：４つ以上の異常。

（Blood 2012 120：2454～2465より改変）

芽球ではない、一定以上に成熟した血
球の形態異常、つまり異形成が認めら
れることが重要です。例えば、好中球
では核の低分葉や過分葉など分葉異常
や、脱顆粒といった顆粒の異常が特徴
的です。赤芽球では核の濃縮、これは
崩壊過程を示しますが、核融解像や、
多核の赤芽球などが認められます。巨
核球では、本来巨大細胞である巨核球
が小型化した微小巨核球や、本来は染
色体数を増やして分離せずに巨大化し
ている核が分離した分離核巨核球など
が特徴的です。先ほども申し上げたと
おり、芽球を認めることは必須ではあ
りません。芽球は認めるとしても骨髄
細胞の20％未満であることが診断基準
になっています。
　以上は、骨髄検査を行うことで明ら
かになりますが、骨髄検査の際に専門
医は染色体の検査をオーダーします。
骨髄異形成症候群、つまりMDSでは、
約半数の患者さんで染色体異常が見つ
かります。実は少し難しくなりますが、
MDSに非常に特徴的な染色体異常が
知られていまして、そうした染色体異
常が認められる場合には、異形成がな
くとも、血球減少と染色体異常でMDS
という診断を下すことができます。
　池田　高齢者に多いとうかがったの
ですが、何か疫学のようなものはわか
っているのでしょうか。
　千葉　若年者でもまれに発症します
けれども、50歳代になるとぼちぼち増

えてきまして、60歳を越えると急激に
発症頻度が増えます。米国からは、70
歳くらいになると人口10万人当たり、
年間新規に30人ほど診断されるという
統計結果も報告されています。ただ、
軽症で埋もれているケースが、より多
数あると考えられています。
　池田　貧血が明らかでなければ、あ
まり見つからないことも多いのでしょ
うね。
　千葉　そうですね。高齢者では軽度
の貧血にしばしば遭遇します。やはり
米国から、65歳以上では軽症を含める
と10人に１人は何らかの貧血が見つか
る、その1/6くらいは原因がわからな
い貧血である、とする統計の報告もあ
ります。そういうケースは、MDSの
可能性が高いと予想されます。
　池田　潜在患者さんはかなりいるの
ですね。先ほど芽球がほとんどいない
か、あるいはある程度いるという話が
あったのですが、病型分類はあるので
しょうか。
　千葉　現在われわれが使うことが多
いのはWHO分類です。大まかにいい
ますと、芽球が骨髄の有核細胞の５％
以上いるかどうか、ということが大き
な基準です。「芽球増加を伴うMDS」
と、「芽球増加を伴わないMDS」とに
大別されると考えていただければよい
と思います。
　ただ、定義上、芽球の割合は20％未
満でなければなりません。20％以上の
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の治療法はどのようにされるのでしょ
うか。
　千葉　比較的最近まで、患者さんの
予後を改善することが証明された方法
は移植しかなかったのですけれども、
数年前にアザシチジンというDNAの
メチル化阻害剤が日本でも使えるよう
になりました。この薬剤は、大規模な
臨床試験により、予後が悪い群のMDS
患者さんに投与することによって、生
存の中央値を１年程度延長できること
が証明されました。このため、現在で
は予後が悪いと予測されるケースに対
する第一選択となっています。単に延
命が可能になったというだけでなく、
非常に有効なケースでは、一定期間で
はありますが、血球減少が解消され血
算が正常化することもあります。その
ようなケースでは、非常にQOLのいい
時間を過ごすことができます。
　池田　そのほか、貧血、感染症、出
血が心配なのですけれども、これに関
してはどのように治療されるのでしょ
うか。
　千葉　これは、支持療法です。貧血
に対してはエリスロポエチン製剤、そ
して輸血が非常に重要な支持療法とい
うことになります。好中球の場合は、
ときにG-CSF製剤を使用することもあ
りますし、抗菌剤の予防投与を行うこ
ともあります。もちろん、いったん感
染症が発症した、あるいはいわゆる発
熱性好中球減少症が生じた場合には、

抗菌剤の投与が非常に重要です。血小
板に関しても、血小板輸血を行って出
血を予防することもあります。もちろ
んアクティブな出血に対しては、血小
板輸血が必要になります。
　池田　これは対症療法をしながら、
DNAのメチル化阻害をして、両方行
うわけですね。
　千葉　そうですね。
　池田　輸血をずっとやっていると鉄
の過剰状態になるということですが、
これには何か対処方法は開発されてい
るのでしょうか。
　千葉　ずっと長い間、鉄過剰症とい
うのは、赤血球輸血を繰り返す場合の
最大の問題だったわけです。鉄は実質
臓器にたまるので、心不全、肝硬変、
膵臓にたまって糖尿病になって、生命
を脅かしていたわけですけれども、経
口の鉄キレート剤が使えるようになり、
非常に大きく状況が変わりました。こ
の薬剤が服薬できて鉄が順調に尿に排
泄されるかぎり、何年でも輸血を繰り
返して、患者さんは元気でいることが
できる、という状況になっています。
　池田　なかなか技術的に難しいとこ
ろもありつつ、少しずついろいろな対
処方法を組み合わせているという状態
だと思うのですけれども、トピックと
して、最近、次世代シークエンサーを
用いて染色体あるいは遺伝子の変異に
ついて検索されているとうかがいまし
たが、それはどうなのでしょうか。

１年未満です（図）。
　芽球が多いケースは、より急性骨髄
性白血病に移行しやすいために予後が
より悪いことは先ほども申し上げたと
おりですが、急性白血病に移行しなく
とも、血球減少そのものも予後には重
要です。特に好中球が非常に少ない場
合には、生命予後の規定因子になりま
す。
　MDSを治癒に導くことができる薬
剤は現在のところありません。急性白
血病は、抗がん剤を組み合わせた化学
療法で治せるようになってきているの
ですけれども、MDS、あるいはMDS
から移行した急性骨髄性白血病は、化
学療法で治すことは原則的にはできま
せん。唯一、治癒に至らしめることが
できる治療法は、同種造血幹細胞移植

療法です。ですから、適応になる患者
さんに対しては、積極的に同種造血幹
細胞移植を行います。
　ただ、同種造血幹細胞移植というの
は、患者さんは大きなダメージを受け
る、副作用のたいへん大きな治療法で
すから、おおむね60歳ないし65歳まで、
施設によって70歳までといった、年齢
の上限を決めています。70歳を越える
方に対して移植を行うのは例外的です
ので、こうした患者さんに治癒を望む
ことはできません。
　池田　70歳を越えると予後があまり
良くない。
　千葉　そうですね。
　池田　比較的若い方で予測因子が良
くない場合は同種造血幹細胞移植にな
るのですけれども、それ以外の方たち

図　改訂IPSSによるリスク別MDS患者の生存曲線

（Blood 2012 120：2454～2465より転載）
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の治療法はどのようにされるのでしょ
うか。
　千葉　比較的最近まで、患者さんの
予後を改善することが証明された方法
は移植しかなかったのですけれども、
数年前にアザシチジンというDNAの
メチル化阻害剤が日本でも使えるよう
になりました。この薬剤は、大規模な
臨床試験により、予後が悪い群のMDS
患者さんに投与することによって、生
存の中央値を１年程度延長できること
が証明されました。このため、現在で
は予後が悪いと予測されるケースに対
する第一選択となっています。単に延
命が可能になったというだけでなく、
非常に有効なケースでは、一定期間で
はありますが、血球減少が解消され血
算が正常化することもあります。その
ようなケースでは、非常にQOLのいい
時間を過ごすことができます。
　池田　そのほか、貧血、感染症、出
血が心配なのですけれども、これに関
してはどのように治療されるのでしょ
うか。
　千葉　これは、支持療法です。貧血
に対してはエリスロポエチン製剤、そ
して輸血が非常に重要な支持療法とい
うことになります。好中球の場合は、
ときにG-CSF製剤を使用することもあ
りますし、抗菌剤の予防投与を行うこ
ともあります。もちろん、いったん感
染症が発症した、あるいはいわゆる発
熱性好中球減少症が生じた場合には、

抗菌剤の投与が非常に重要です。血小
板に関しても、血小板輸血を行って出
血を予防することもあります。もちろ
んアクティブな出血に対しては、血小
板輸血が必要になります。
　池田　これは対症療法をしながら、
DNAのメチル化阻害をして、両方行
うわけですね。
　千葉　そうですね。
　池田　輸血をずっとやっていると鉄
の過剰状態になるということですが、
これには何か対処方法は開発されてい
るのでしょうか。
　千葉　ずっと長い間、鉄過剰症とい
うのは、赤血球輸血を繰り返す場合の
最大の問題だったわけです。鉄は実質
臓器にたまるので、心不全、肝硬変、
膵臓にたまって糖尿病になって、生命
を脅かしていたわけですけれども、経
口の鉄キレート剤が使えるようになり、
非常に大きく状況が変わりました。こ
の薬剤が服薬できて鉄が順調に尿に排
泄されるかぎり、何年でも輸血を繰り
返して、患者さんは元気でいることが
できる、という状況になっています。
　池田　なかなか技術的に難しいとこ
ろもありつつ、少しずついろいろな対
処方法を組み合わせているという状態
だと思うのですけれども、トピックと
して、最近、次世代シークエンサーを
用いて染色体あるいは遺伝子の変異に
ついて検索されているとうかがいまし
たが、それはどうなのでしょうか。

１年未満です（図）。
　芽球が多いケースは、より急性骨髄
性白血病に移行しやすいために予後が
より悪いことは先ほども申し上げたと
おりですが、急性白血病に移行しなく
とも、血球減少そのものも予後には重
要です。特に好中球が非常に少ない場
合には、生命予後の規定因子になりま
す。
　MDSを治癒に導くことができる薬
剤は現在のところありません。急性白
血病は、抗がん剤を組み合わせた化学
療法で治せるようになってきているの
ですけれども、MDS、あるいはMDS
から移行した急性骨髄性白血病は、化
学療法で治すことは原則的にはできま
せん。唯一、治癒に至らしめることが
できる治療法は、同種造血幹細胞移植

療法です。ですから、適応になる患者
さんに対しては、積極的に同種造血幹
細胞移植を行います。
　ただ、同種造血幹細胞移植というの
は、患者さんは大きなダメージを受け
る、副作用のたいへん大きな治療法で
すから、おおむね60歳ないし65歳まで、
施設によって70歳までといった、年齢
の上限を決めています。70歳を越える
方に対して移植を行うのは例外的です
ので、こうした患者さんに治癒を望む
ことはできません。
　池田　70歳を越えると予後があまり
良くない。
　千葉　そうですね。
　池田　比較的若い方で予測因子が良
くない場合は同種造血幹細胞移植にな
るのですけれども、それ以外の方たち

図　改訂IPSSによるリスク別MDS患者の生存曲線

（Blood 2012 120：2454～2465より転載）
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　千葉　染色体検査は、分裂期に核の
中に折りたたまれる染色体を顕微鏡下
で直視するもので、古くから行われて
いました。一方、染色体検査ではわか
らない遺伝子異常についても、1980年
代の後半から20年ほどの間に少しずつ
わかってはきたのですが、約10年ほど
前に次世代シークエンサーが導入され
て以降は、格段に多くの遺伝子異常が
解明されました。およそ100の遺伝子
を網羅的に調べますと、ほとんどの
MDS患者さんで、少なくとも１つの
遺伝子に何らかの変異が見つかること
も明らかになりました。実際には、２
つ以上の遺伝子異常がいろいろな組み
合わせで見つかることが一般的です。
　池田　これからこの情報が蓄積され
ていって、病型分類あるいは発症機序
も含めて、また新しい情報が入ってく
るということですね。
　千葉　そうですね。

　池田　また治療法にもかかわってく
るという可能性がありますね。
　千葉　そうですね。遺伝子異常に応
じた治療法が開発されるのは将来の目
標といえますが、まだ実現はされてい
ません。しかし、近々、病型分類や予
後予測などに、遺伝子異常が組み込ま
れることになると予想されます。MDS
の予後は、診断後20年以上も生存され
るケースから、数カ月の予後の方まで、
非常に幅が広いわけですから、いかに
して予後を予測して、患者さんに合わ
せた治療計画を行うかが、非常に重要
です。特に移植を行うかの判断には、
移植という治療法の性格上、場合によ
っては合併症による死亡も避けられな
いだけに、できるだけ正確な予後予測
を行って、リスクとベネフィットのバ
ランスを考えて選択する必要がありま
す。
　池田　ありがとうございました。

東京医科大学整形外科講師
遠　藤　健　司

（聞き手　山内俊一）

　「美容院脳卒中症候群（スタンダール症候群）」についてご教示ください。
　ヘアサロンで頸椎後屈して洗髪後、血栓により脳梗塞やめまいを発症してト
ラブルになっているケースが外国であるようです。日本でも山野美容専門学校
や東京医科大学整形外科などでは研究が進んでいると聞きました。発症頻度や
対策に関してご教示ください。

＜石川県開業医＞

美容院脳卒中症候群

　山内　遠藤先生、スタンダール症候
群、非常にファッショナブルといいま
すか、魅惑的な名前ですが、これはい
ったいどういったところからついたも
のなのでしょうか。
　遠藤　昔、スタンダールがイタリア
のほうに旅行に出かけて、教会の絵を
眺めているときに、突然の発作で倒れ
たということで、それがきっかけなの
ですけれども、毎年、今でもイタリア
の教会を観光で訪れるお客さんの中で、
教会の絵を見上げると、それで何か呪
いが移ったように倒れるということで、
ある意味、心理的な反応、スタンダー
ルが感動して、それで倒れたのではな
いかという説もありますし、教会の中

で昔栄えたメディチ家の呪いが乗り移
って、それで倒れたというような説も
あって、原因があまりはっきりしない
まま、スタンダール症候群と言い継が
れているというのが現状です。
　山内　歴史的には非常に興味深いと
ころですけれども、これと関連する美
容院での脳卒中、こちらもまたなかな
かユニークといいますか、少しとっぴ
な取り合わせとの感じもいたしますが、
これはどういったものなのでしょうか。
　遠藤　美容院の洗髪動作は、理容院
とは違って、上を向いて首を後屈させ
ながら、髪の毛が顔にかからないよう
にして洗髪をすると思うのですけれど
も、そのときの洗髪動作のときに、首
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