
したが、その後ハチに刺された患者さ
んの96％以上は全身症状を認めず、有
効性が確認されています（図３、４）。
バイオマーカーは明らかではありませ
んが、極めて高い有効率が明らかにな
っています。臨床的には効くというこ
とがわかっています。
　池田　実際に刺された方が一つの目
安ということですね。例えば、ずっと
フォローアップされていて、IgEが減
ってくるとか、そういうことはないの

でしょうか。
　平田　ハチ毒特異的IgE抗体免疫療
法を施行後、一時的に増加します。だ
いたい２～３カ月ぐらいでピークを迎
えるのですが、その後徐々に、数カ月、
数年たってくると減少して、最終的に
は陰性になる患者さんも存在しますが、
IgE値と有効性に関するデータは今の
ところありません。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

図４　急速免疫療法施行後のハチ刺傷

背景 総患者数 ミツバチ スズメバチ アシナガバチ スズメバチ／
ミツバチ

スズメバチ／
アシナガバチ

再刺傷患者数（n） 58 5 14 31 2 6
総再刺傷数 99 10 16 55 4 14
アナフィラキシーの
重症度（n）
　局所症状
　＊Grade Ⅳ

56
2

5
0

13
1

31
0

2
0

5
1

＊According to the method of Muller and Helbling.
ハチ再刺傷において58人中56人（奏効率96.6％）は局所症状のみだった。残り２名は
Grade Ⅳだったが、獨協医科大学　内科学（呼吸器・アレルギー（旧アレルギー内科））
でアレルゲン免疫療法を始めたばかりの数年間に起こった症例で、免疫療法に対する未
熟な医師がハチ毒エキスの溶解方法を間違い、皮内テストや免疫療法開始濃度に問題が
あった可能性が考えられた。この症例以外、急速免疫療法施行後のハチ再刺傷にて全身
症状を呈した症例は１例も存在していない。
注； 再刺傷におけるアナフィラキシー反応の出現した上記２名は、2003年（Hirata H, 

et al. Asian Paci J Allergy Immunol 2003；21, 89～94）報告時の95例のデータの時
と同一人物である。以降、2016年２月まで33例追加（計128名）されたが、再刺傷
にて新たに全身症状を認めた患者は一人も存在しない。

獨協医科大学内科学（呼吸器・アレルギー）における1988年～2016年２月までの実績背景

日本医科大学血液内科教授
猪　口　孝　一

（聞き手　山内俊一）

　正球性正色素性貧血についてご教示ください。56歳（平成10年２月）のとき
に原発性胆汁性肝硬変の確診がつき、専門病院と連携中の現在74歳の女性です。
初診時RBC 385×104、Hb 12.6g/dL、Ht 37.6％が、平成29年３月RBC 292×104、
Hb 9.5g/dL、Ht 29.0％、Fe 108、フェリチン178ng/nL（５〜204）、甲状腺機能、
正常内、WBC 3,690、血小板23.1×104、PT-INR 1.0、APTT 2.711、T.P 7.7、Alb 
4.2、AST/ALT 61/39、LDH 275、ALP 24.1、γ-GT 414、T-Bili 0.5、T-Ch 208、
eGFR 62、UA 6.0、TIBC 373（246〜410）、IgM 582（50〜269）、IgA 75（93〜 
393）、IgG 1,610（861〜1,747）、CRP 0.19です。炎症性貧血としてよいでしょ
うか。徐々に進行して今に至っています。消化管精査は強く勧めてもこれまで
一度受けただけで拒否されています。また機序についてもご教示ください。

＜京都府開業医＞

正球性正色素性貧血

　山内　猪口先生、まずうかがいたい
のですが、貧血といえば鉄欠乏性貧血
がすぐに連想されるのですが。
　猪口　貧血の中で一番多い鉄欠乏性
貧血は、確固たる小球性貧血です。し
かも今回、鉄が108、フェリチンが178
と、両方とも鉄欠乏を示していないの
で、質問の患者さんは鉄欠乏性貧血で
はありません。したがって、消化管精
査は今回勧めなくてもよいと思います。
違う原因だろうと思います。

　山内　鉄欠乏性貧血で正球性正色素
性になることはほぼないのでしょうか。
　猪口　ほぼないです。
　山内　そうしますと、これは専門的
に調べていくことになりますが、もう
一つ気になるのは年齢が74歳ですから、
本当の高齢とはいえないかもしれませ
んが、高齢の方では貧血が多い印象が
ありますが。
　猪口　そうですね。だいたい20％の
方、女性ですと25％ぐらいといわれて
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類があるのでしょうか。
　猪口　そうですね。MDSは骨髄異形
成症候群といいますから、「群」とい
うのはヘテロの疾患であるということ
です。MDSにはFAB分類というもの
があるのですが、５種類の病型があり
ます。最近、WHOから第４版の改訂
までされていますが、細かく７～８種
類に分かれています。その中で比較的
予後のよいMDSか、予後が不良のMDS
かはMDSの中のどの種類であるかで、
おそらくこの患者さんの予後が決まっ
てくるかと思います。
　山内　その鑑別になりますと、やは
り骨髄検査でしょうか。
　猪口　そうですね。骨髄検査が必要
ですし、白血球分画もMDSを明らかに
診断できる一つの検査値です。
　山内　それがポイントですね。
　猪口　ただ、白血球分画もないので

何とも言えませんが、再生不良性貧血
の可能性も若干残っています。最終診
断はやはり骨髄検査が必要になります。
　山内　再生不良性貧血というのはど
ういったメカニズムなのでしょうか。
　猪口　造血幹細胞の異常があって、
その造血幹細胞の異常を、自分のTリ
ンパ球が攻撃してくるのです。そうす
ると、造血細胞がどんどんやられてき
ますから、骨髄内が脂肪に置き換わっ
ていく。そうすると、貧血が起こるし、
白血球数も血小板数も少なくなる。こ
の質問の数値に少しずつ合ってきます。
ただ、MDSも同様に汎血球減少がある
ので、骨髄検査を行わないと実際には
鑑別にならないというところです。
　山内　この両者において白血球分画
はどういった違いがあるのでしょうか。
　猪口　再生不良性貧血だと、リンパ
球優位で、だいたい60～80％の数字を

図２　MCVによる貧血の分類います。その中で一番多いのは、先ほ
ども言いましたように、鉄欠乏性の貧
血。２番目が症候性の貧血です。３番
目は、聞き慣れない疾患かもしれませ
んが、骨髄異形成症候群（MDS）とい
うものがあります（図１）。症候性貧
血とだいたい同じぐらいの割合ですが、
症候性貧血、MDS、両方とも正球性正
色素性貧血を示します（図２）。
　山内　二次性貧血に関しては一通り
除外しないとだめなのですね。
　猪口　そうですね。悪性腫瘍がある
か、膠原病などの慢性疾患があるか、
また慢性の感染症があるかどうか、そ
の辺が症候性貧血につながるのですが、
きちんと見ていかなくてはいけない。た
だ、原発性胆汁性肝硬変がpast medical 
historyにありますが、これでは症候性
貧血にはならないとされています。
　山内　この症例では軽い炎症所見が
あるのですが、それはひとまずおきま
して、症候性のものではないと仮定し
た場合、先ほど出てきたMDS、そうい
ったものが念頭に上がってくるのです
ね。
　猪口　これは外来初診時、ヘモグロ
ビン12.6、ヘマトクリット37.6％で、現
在はヘモグロビン9.5、ヘマトクリット
29.0％ですが、これで本当に正球性か
どうかは計算できます。赤血球数分の
ヘマトクリットのパーセントで計算し
ますと、初診時はいわゆるMCVが97.6
ですが、現在は99.3と、やや大きくな

っています。初診時は97.6、ぎりぎり
正球性です。現在は99.3、厳密にいう
と大球性の範疇に入ってきています。
時とともに少しずつ赤血球が大きくな
っていることが見てとれます。
　それと、白血球、血小板もやや少な
めの正常範囲内ということで、これら
を満たすものはおそらくMDSがこの患
者さんのベースにあるのではないかと
考えられます。
　山内　MDSとはどういった病気なの
でしょうか。
　猪口　MDSというのは、ベースとし
ては、慢性の疾患とされていますが、
造血幹細胞の異常です。何が異常かと
いうと、遺伝子異常、染色体異常が原
因とされています。このような異常で
骨髄細胞が異形成になってきたり、無
効造血になる。さらに進むと白血病に
なったりする病気です。
　山内　この症例は進行性で悪化して
いますが、時々、何年にもわたって貧
血が同じようなレベルで続いていると
いうケースもあります。いろいろな種

図１　高齢者の貧血

１．鉄欠乏性貧血
２．続発性貧血（症候性貧血：ACD）
　　 悪性腫瘍、慢性炎症、慢性感染症、
膠原病

３．骨髄異形成症候群（MDS）
４．白血病
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類があるのでしょうか。
　猪口　そうですね。MDSは骨髄異形
成症候群といいますから、「群」とい
うのはヘテロの疾患であるということ
です。MDSにはFAB分類というもの
があるのですが、５種類の病型があり
ます。最近、WHOから第４版の改訂
までされていますが、細かく７～８種
類に分かれています。その中で比較的
予後のよいMDSか、予後が不良のMDS
かはMDSの中のどの種類であるかで、
おそらくこの患者さんの予後が決まっ
てくるかと思います。
　山内　その鑑別になりますと、やは
り骨髄検査でしょうか。
　猪口　そうですね。骨髄検査が必要
ですし、白血球分画もMDSを明らかに
診断できる一つの検査値です。
　山内　それがポイントですね。
　猪口　ただ、白血球分画もないので

何とも言えませんが、再生不良性貧血
の可能性も若干残っています。最終診
断はやはり骨髄検査が必要になります。
　山内　再生不良性貧血というのはど
ういったメカニズムなのでしょうか。
　猪口　造血幹細胞の異常があって、
その造血幹細胞の異常を、自分のTリ
ンパ球が攻撃してくるのです。そうす
ると、造血細胞がどんどんやられてき
ますから、骨髄内が脂肪に置き換わっ
ていく。そうすると、貧血が起こるし、
白血球数も血小板数も少なくなる。こ
の質問の数値に少しずつ合ってきます。
ただ、MDSも同様に汎血球減少がある
ので、骨髄検査を行わないと実際には
鑑別にならないというところです。
　山内　この両者において白血球分画
はどういった違いがあるのでしょうか。
　猪口　再生不良性貧血だと、リンパ
球優位で、だいたい60～80％の数字を

図２　MCVによる貧血の分類います。その中で一番多いのは、先ほ
ども言いましたように、鉄欠乏性の貧
血。２番目が症候性の貧血です。３番
目は、聞き慣れない疾患かもしれませ
んが、骨髄異形成症候群（MDS）とい
うものがあります（図１）。症候性貧
血とだいたい同じぐらいの割合ですが、
症候性貧血、MDS、両方とも正球性正
色素性貧血を示します（図２）。
　山内　二次性貧血に関しては一通り
除外しないとだめなのですね。
　猪口　そうですね。悪性腫瘍がある
か、膠原病などの慢性疾患があるか、
また慢性の感染症があるかどうか、そ
の辺が症候性貧血につながるのですが、
きちんと見ていかなくてはいけない。た
だ、原発性胆汁性肝硬変がpast medical 
historyにありますが、これでは症候性
貧血にはならないとされています。
　山内　この症例では軽い炎症所見が
あるのですが、それはひとまずおきま
して、症候性のものではないと仮定し
た場合、先ほど出てきたMDS、そうい
ったものが念頭に上がってくるのです
ね。
　猪口　これは外来初診時、ヘモグロ
ビン12.6、ヘマトクリット37.6％で、現
在はヘモグロビン9.5、ヘマトクリット
29.0％ですが、これで本当に正球性か
どうかは計算できます。赤血球数分の
ヘマトクリットのパーセントで計算し
ますと、初診時はいわゆるMCVが97.6
ですが、現在は99.3と、やや大きくな

っています。初診時は97.6、ぎりぎり
正球性です。現在は99.3、厳密にいう
と大球性の範疇に入ってきています。
時とともに少しずつ赤血球が大きくな
っていることが見てとれます。
　それと、白血球、血小板もやや少な
めの正常範囲内ということで、これら
を満たすものはおそらくMDSがこの患
者さんのベースにあるのではないかと
考えられます。
　山内　MDSとはどういった病気なの
でしょうか。
　猪口　MDSというのは、ベースとし
ては、慢性の疾患とされていますが、
造血幹細胞の異常です。何が異常かと
いうと、遺伝子異常、染色体異常が原
因とされています。このような異常で
骨髄細胞が異形成になってきたり、無
効造血になる。さらに進むと白血病に
なったりする病気です。
　山内　この症例は進行性で悪化して
いますが、時々、何年にもわたって貧
血が同じようなレベルで続いていると
いうケースもあります。いろいろな種

図１　高齢者の貧血

１．鉄欠乏性貧血
２．続発性貧血（症候性貧血：ACD）
　　 悪性腫瘍、慢性炎症、慢性感染症、
膠原病

３．骨髄異形成症候群（MDS）
４．白血病
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示しますが、MDSの場合、通常は好中
球優位になってきます。さらに、好中
球でも幼若なものが出てくる。後骨髄
球とか、さらに進めば骨髄芽球とか、
いわゆる白血病細胞が出てくるので、
この症例も白血球分画を一度調べてい
ただければ鑑別がついてくると考えま
す。
　山内　貧血ですと、ついつい赤血球
関連のマーカーを追いがちですが、白
血球の分画や白血球数も大きなポイン
トになるのですね。
　猪口　そうですね。この症例は白血
球数（WBC）が3,690と正常範囲内で
すが、やや少なめです。血小板も23.1
万ということは、正常範囲内ですが少
ないところにあり、少しずつ汎血球減
少が進んできている症例だなと考えま
す。
　山内　網状赤血球についてはいかが
でしょうか。
　猪口　貧血の鑑別には、先ほども言
いましたMCVのほかに、網状赤血球
が２番目の判断材料になります。網状
赤血球というのは、赤血球の中で若い
赤血球の数を示します。網状赤血球が
多いというのは、若い赤血球が多い。
そうすると、必然的に骨髄の機能は保
たれて、よくつくっているのだけれど

も、貧血になる。いわゆる溶血性貧血
のときに多くなります。一方で、再生
不良性貧血みたいなものですが、造血
細胞が少なくなって、脂肪に置き換わ
っているようなときは網状赤血球が低
くなることから、網状赤血球は２番目
の検査値の鑑別の手段になるのです。
　山内　貧血の症例は数としてもそこ
そこありますので、すべての症例を専
門家に送って骨髄を調べるというのも
なかなかたいへんな感じがします。専
門医に送る判断材料で、進行性につい
てはもちろん送ってもいいと思うので
すが、長年ずっと同じようなレベルと
いった場合に、例えばヘモグロビンの
値でこのぐらいだったら送ってもいい
というのはあるのでしょうか。
　猪口　患者さんによって、比較的急
激に起こってくる貧血は、ヘモグロビ
ン値が比較的高い、10とか11でも動悸、
息切れが起きてくることがあります。
長い年月経っていると、ヘモグロビン
値が４とか５でも、症状が出てこない
こともあります。しかし、循環器系へ
の影響等を考えると、ヘモグロビン 
10～11ぐらいなら少なくとも専門の血
液内科に送っていただきたいと考えて
います。
　山内　ありがとうございました。

筑波大学大学院人間総合科学研究科教授
水　上　勝　義

（聞き手　池脇克則）

　認知症の周辺症状（BPSD）についてご教示ください。
　日頃、グループホームに定期往診をしており、認知症の方を診る機会が多く
あるのですが、BPSDのコントロールに難渋している方がいます。95歳女性、
おそらくアルツハイマー型認知症（不詳）の進行期で、以前は他院でドネペジ
ルが処方されていたようですが、現在は７年以上内服していません。
　約３カ月前から不眠、不穏が悪化し、トイレに３分おきに行ったりと落ち着
きがなく、足腰がだいぶ弱っているため転倒を繰り返しています。現在は、チ
アプリド25㎎分/夕食後と、リスペリドン0.5㎎を頓服しています。メマンチン
を試したり、抗精神病薬の増量は、転倒リスクを考えると躊躇してしまいます。
治療や対処法についてご教示ください。

＜神奈川県開業医＞

認知症の周辺症状（BPSD）

　池脇　認知症の周辺症状（BPSD）に
関する質問です。認知症は中核症状と
周辺症状の２つの症状があるというこ
とですが、具体的にどのような症状な
のでしょうか。
　水上　まず中核症状というのは認知
症の基本症状です。記憶や見当識障害、
実行機能障害など、様々な認知機能が
ありますが、認知機能が低下すること
が中核症状になります。一方で周辺症
状、今、BPSDといいますが、これは

日本語に訳すと行動心理症状になりま
す。様々な行動面あるいは心理面の症
状を総称してBPSDといいます。例え
ば、幻覚や妄想、あるいは攻撃性や興
奮、それから徘徊行動など、様々な症
状があります。
　池脇　中核症状と周辺症状は独立し
ているわけではなくて、例えば本人の
記憶とか見当識、いわゆる中核的な症
状が出て、そこが衰えてきて、本人と
しては以前だったら思い出せたものが
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