
から、だめだったらステロイド薬とい
うことで、初期投与量はどのぐらいの
ものなのでしょう。
　田村　ステロイド薬は、軽症ですの
で低用量になりますが、１日10㎎、多
くても15㎎までというところかと思い
ます。
　山内　比較的早めに５㎎あたりに持
っていきたいというのがありますが、
症状が改善してくればそのあたりはい
かがでしょう。
　田村　ケース・バイ・ケースだと思
いますが、もちろん数日単位ではなく
て、１カ月単位など長い期間で、減量
していくことは可能だと思います。
　山内　最近は４㎎、２㎎といった感
じで、１㎎単位にもなっていますが、
これも推奨されているのでしょうか。
　田村　それもケース・バイ・ケース
だと思われますが、ステロイド薬は２
割ずつ減らしていくことがいわれてお
り、５㎎の２割だと次は４㎎になると
いうことで、患者さんも不安が少なく、
少しずつ減らしていくこともよく行わ
れていると思います。
　山内　最後に、最近話題の薬はある

のでしょうか。
　田村　軽症例に関してお話しします
と、ヒドロキシクロロキンという薬剤
があり、これは抗マラリア薬に分類さ
れる薬剤ですが、海外ではかなり以前
からSLEやリウマチの治療に使われて
いました。この薬剤は関節炎や皮膚症
状によく効くので、ステロイド薬を使
う前に投与されることも多いのですが、
その他の病態においても予後を改善す
ることや、感染症、血栓症などのリスク
を軽減することが知られており、SLE
のベースの治療薬として考えられてい
ます。
　山内　日本でも使えるようになった
のですね。
　田村　日本でも使用可能となり、長
期処方もできるので、現在かなり使用
する機会が増えてきていると思います。
しかし、非常にまれですが、網膜症と
いう副作用が出る可能性があるといわ
れています。この薬剤を使用する前と
使用後は、半年から１年ごとに眼科で
網膜のチェックをしていただくことが
必要です。
　山内　ありがとうございました。

東京慈恵会医科大学附属第三病院腫瘍・血液内科診療部長
土　橋　史　明

（聞き手　山内俊一）

　開業の内科医における慢性骨髄性白血病の初期の捉え方、検査、治療法につ
いてご教示ください。

＜福岡県開業医＞

慢性骨髄性白血病

　山内　土橋先生、初期の捉え方ない
し検査は、最近、健康診断などでも上
がってくることがありますが、病気の
性格上、専門医が扱うところがありま
す。どのあたりまで詰めて、どこの段
階で専門医に送るか、といった質問か
と思います。まず実際に白血球が少し
多くなっていることで出てくるのでし
ょうね。
　土橋　多くの場合は健康診断でどう
も白血球が多いようだ、再検査をしな
さいというかたちで受診される方が多
いです。特に日本の場合、健康診断の
システムが発達しているので、多いの
だと思います。
　山内　我々も10,000/㎣前後ぐらいは
よく見るのですが、有名な類白血病反
応ですと、ほかにも全身状態が悪いと
いったことが出てきます。この慢性骨

髄性白血病は初期症状はないのですね。
　土橋　初期症状は基本的にないとさ
れていて、WHO分類第４版において
も、半数以上の人は自覚症状がなしと
なっています。
　山内　本当にデータだけですね。
　土橋　データだけになります。
　山内　少し白血球が多いというとこ
ろでは、比較的多い原因としてどのよ
うなものがあるのでしょうか。
　土橋　先ほど言われました類白血病
反応もそうですが、我々が多く経験す
るのはたばこ、喫煙の問題です。
　山内　確かに少し上がるケースが多
いように思いますね。
　土橋　上がる人は20,000/㎣近くまで
上がることを私たちは経験しています。
ただ、逆にそれは診断も簡単で、一生
やめなくてもいいから、ともかく２～ 
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がいいと思います。
　山内　この病気は、初期に発見され
たとして、急速に悪化するよりは、比
較的長く経過する例が多いのでしょう
か。
　土橋　基本的に昔からいわれている、
いわゆる慢性期、移行期、急性転化期
という３つのタイプに分かれますが、
初期の慢性期の場合には、それが移行
期、病気が増悪するまでに４～６年ぐ
らいかかるといわれています。ただ、
確かにすごく難しいのは、初めの一歩
がどこだったのか、誰にもわからない
ところがあります。
　山内　確かにそうですね。
　土橋　ただ、１分１秒を争うもので
はないと思っています。
　山内　逆に白血球が減るケースはあ
るのでしょうか。
　土橋　慢性骨髄性白血病では、ほぼ
ないと思います。
　山内　患者さんの職業歴で、放射性
物質を扱っているような方も時々いら
っしゃるのですが、こういった方で少
し高いなといった場合、疑うべきなの
でしょうか。
　土橋　血液疾患を疑うことは絶対に
必要だと思います。ただし、私が経験
した中だけかもしれませんが、多くの
場合は慢性骨髄性白血病ではなくて、
いわゆる急性白血病、あるいは骨髄異
形成症候群の場合が多いです。
　山内　この病気では有名なフィラデ

ルフィア染色体というものがあります
が、これも測られるのでしょうか。
　土橋　診断を確定するためには絶対
必要ですが、実際、９番目と22番目の
染色体の相互転座で起こって、BCR-
ABLというキメラ蛋白をつくるので
す。今、技術が進歩していて、BCR-
ABLそのものを測れるような手段が
ある。特に、我々もよく使うのですが、
通常の末梢血の採血で好中球FISHは
BCRとABLの融合を目で見ることが
できるのです。これは保険が通ってい
て、１カ月に１回であれば通常にでき
る検査です。何となく白血球に違和感
を感じて、血液内科に送っていいのか
どうか悩んで、慢性骨髄性白血病かと
いったときには、好中球FISHを採血
で出されるといいかもしれません。
　山内　これも一つの重要なポイント
になりますね。
　土橋　かなり重要なポイントだと思
います。
　山内　それ以外に、普通の生化学検
査で異常はあまり出ないのでしょうか。
　土橋　生化学検査ではほとんど出な
いです。むしろ、先ほど言い忘れたの
ですが、慢性骨髄性白血病は血小板が
比較的増えやすいのが有名です。
　山内　そのあたりが大事ですね。
　土橋　そうですね。
　山内　炎症反応もあまりないのでし
ょうか。
　土橋　炎症反応は出ないです。

３週間やめてくださいというと下がり
ます。
　山内　20,000/㎣ぐらいというと、け
っこうたいへんですね。
　土橋　ちょっとびっくりしますよね。
　山内　12,000～13,000/㎣でも普通ど
うしようかという話になると思います
ので、もう間違いないと思ってしまう
かもしれませんね。どこに注目したら
よいのでしょうか。
　土橋　先ほども言いましたように、
基本的には自覚症状がないので、何を
見たいのかというと、白血球の質の問
題になると思うのです。
　山内　分画ですね。
　土橋　そうですね。ですから、今、
通常の採血で外注、開業の先生たちも
外注で出されても、分画、血液像はす
ぐ検査会社も読んでくれますので、疑
ったときには検査に出すのが一番重要
だと思います。
　山内　その中でも特にどこに注目す
るのでしょうか。
　土橋　昔、教科書でいわれていた骨
髄球が出てくるということもあるので
すが、我々が一番多く疑うのは好塩基
球増多、basophiliaがあるかどうかが
重要になってきます。
　山内　好塩基球ですか。
　土橋　そうです。
　山内　そうすると、blast、myeloと
いったものではない。
　土橋　blast、myeloが出てくるような

ときにはかなりの白血球の数になって
いるはずです。健康診断によっても正
常値はいろいろありますが、一番問題
なのは、10,000～15,000/㎣でだいたい
検査会社は引っかけます。20,000/㎣を
超えると、おそらく血液像でもmyeloな
どは出てくると思うのですが、12,000/
㎣とかそのぐらいで出てくるというの
はなかなか難しいと思います。そうい
うときには好塩基球の増多があるかど
うかがすごく重要になってきます。
　山内　白血球数はそんなに増えてい
ないのに好塩基球が増えているという
ケースもあるのでしょうか。
　土橋　あります。私が経験した中で、
一番白血球の数が少ないのは9,600/㎣
で慢性骨髄性白血病という診断をしま
した。それはそう多いケースではない
ので、あまり心配される必要はないと
思いますが。
　山内　たばこを吸っている方だと、
これはたばこだろうといって流してし
まうこともあるのですが、むろんヘビ
ースモーカーでこの病気を発症しても
全然不思議ではないから、とりあえず
は分画を見て、経過を追う。
　土橋　私は経過を追うことが一番重
要だと思っています。ちょっと見て、
「ああ、これはよくあることだから、
調子が悪くなったらまた来院してくだ
さい」ではなくて、白血球の数に違和
感を感じたら、「１カ月後にもう一回
来てください」と経過を追われたほう
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がいいと思います。
　山内　この病気は、初期に発見され
たとして、急速に悪化するよりは、比
較的長く経過する例が多いのでしょう
か。
　土橋　基本的に昔からいわれている、
いわゆる慢性期、移行期、急性転化期
という３つのタイプに分かれますが、
初期の慢性期の場合には、それが移行
期、病気が増悪するまでに４～６年ぐ
らいかかるといわれています。ただ、
確かにすごく難しいのは、初めの一歩
がどこだったのか、誰にもわからない
ところがあります。
　山内　確かにそうですね。
　土橋　ただ、１分１秒を争うもので
はないと思っています。
　山内　逆に白血球が減るケースはあ
るのでしょうか。
　土橋　慢性骨髄性白血病では、ほぼ
ないと思います。
　山内　患者さんの職業歴で、放射性
物質を扱っているような方も時々いら
っしゃるのですが、こういった方で少
し高いなといった場合、疑うべきなの
でしょうか。
　土橋　血液疾患を疑うことは絶対に
必要だと思います。ただし、私が経験
した中だけかもしれませんが、多くの
場合は慢性骨髄性白血病ではなくて、
いわゆる急性白血病、あるいは骨髄異
形成症候群の場合が多いです。
　山内　この病気では有名なフィラデ

ルフィア染色体というものがあります
が、これも測られるのでしょうか。
　土橋　診断を確定するためには絶対
必要ですが、実際、９番目と22番目の
染色体の相互転座で起こって、BCR-
ABLというキメラ蛋白をつくるので
す。今、技術が進歩していて、BCR-
ABLそのものを測れるような手段が
ある。特に、我々もよく使うのですが、
通常の末梢血の採血で好中球FISHは
BCRとABLの融合を目で見ることが
できるのです。これは保険が通ってい
て、１カ月に１回であれば通常にでき
る検査です。何となく白血球に違和感
を感じて、血液内科に送っていいのか
どうか悩んで、慢性骨髄性白血病かと
いったときには、好中球FISHを採血
で出されるといいかもしれません。
　山内　これも一つの重要なポイント
になりますね。
　土橋　かなり重要なポイントだと思
います。
　山内　それ以外に、普通の生化学検
査で異常はあまり出ないのでしょうか。
　土橋　生化学検査ではほとんど出な
いです。むしろ、先ほど言い忘れたの
ですが、慢性骨髄性白血病は血小板が
比較的増えやすいのが有名です。
　山内　そのあたりが大事ですね。
　土橋　そうですね。
　山内　炎症反応もあまりないのでし
ょうか。
　土橋　炎症反応は出ないです。

３週間やめてくださいというと下がり
ます。
　山内　20,000/㎣ぐらいというと、け
っこうたいへんですね。
　土橋　ちょっとびっくりしますよね。
　山内　12,000～13,000/㎣でも普通ど
うしようかという話になると思います
ので、もう間違いないと思ってしまう
かもしれませんね。どこに注目したら
よいのでしょうか。
　土橋　先ほども言いましたように、
基本的には自覚症状がないので、何を
見たいのかというと、白血球の質の問
題になると思うのです。
　山内　分画ですね。
　土橋　そうですね。ですから、今、
通常の採血で外注、開業の先生たちも
外注で出されても、分画、血液像はす
ぐ検査会社も読んでくれますので、疑
ったときには検査に出すのが一番重要
だと思います。
　山内　その中でも特にどこに注目す
るのでしょうか。
　土橋　昔、教科書でいわれていた骨
髄球が出てくるということもあるので
すが、我々が一番多く疑うのは好塩基
球増多、basophiliaがあるかどうかが
重要になってきます。
　山内　好塩基球ですか。
　土橋　そうです。
　山内　そうすると、blast、myeloと
いったものではない。
　土橋　blast、myeloが出てくるような

ときにはかなりの白血球の数になって
いるはずです。健康診断によっても正
常値はいろいろありますが、一番問題
なのは、10,000～15,000/㎣でだいたい
検査会社は引っかけます。20,000/㎣を
超えると、おそらく血液像でもmyeloな
どは出てくると思うのですが、12,000/
㎣とかそのぐらいで出てくるというの
はなかなか難しいと思います。そうい
うときには好塩基球の増多があるかど
うかがすごく重要になってきます。
　山内　白血球数はそんなに増えてい
ないのに好塩基球が増えているという
ケースもあるのでしょうか。
　土橋　あります。私が経験した中で、
一番白血球の数が少ないのは9,600/㎣
で慢性骨髄性白血病という診断をしま
した。それはそう多いケースではない
ので、あまり心配される必要はないと
思いますが。
　山内　たばこを吸っている方だと、
これはたばこだろうといって流してし
まうこともあるのですが、むろんヘビ
ースモーカーでこの病気を発症しても
全然不思議ではないから、とりあえず
は分画を見て、経過を追う。
　土橋　私は経過を追うことが一番重
要だと思っています。ちょっと見て、
「ああ、これはよくあることだから、
調子が悪くなったらまた来院してくだ
さい」ではなくて、白血球の数に違和
感を感じたら、「１カ月後にもう一回
来てください」と経過を追われたほう

ドクターサロン62巻６月号（5 . 2018） （411）  1110 （410） ドクターサロン62巻６月号（5 . 2018）

1806本文.indd   11 2018/05/15   9:48



ゆる寛解になって、地元の先生に戻す
ことはありうるのでしょうか。
　土橋　2000年に出たチロシンキナー
ゼ阻害剤という非常に優れた薬が今は
何種類も出ているのですが、その管理
の仕方はいわゆる分子レベルの効果で
管理をするかたちになっていて、正直
なところ、血液内科医が必ず診るべき
だと思っています。おそらく血液内科
医たちも、自分が治療している間は、
この後、近くの先生に治療してもらっ
てくださいということはあり得ないと
思います。
　山内　やはり副作用も多いのですか。
　土橋　薬の種類によって副作用のプ
ロファイリングが全然違うのですが、
やはり独特の副作用がありますし、薬
を止めることが増悪につながる可能性
を持っています。やはり慣れた血液内
科医が治療をするべきだと思います。
　山内　きちんとした治療を受けられ
た場合、この病気の予後は最近は非常

にいいようですが。
　土橋　すごくいいといわれていまし
て、今、５年生存率で９割ぐらいだと
思います。
　山内　例えば、先生が自身で診られ
ている患者さんで、現時点で最長生き
られている方はどのぐらいの年数です
か。
　土橋　この薬をのんでいる方たちは、
薬が発売されてからですから、16年ぐ
らいです。日本で使われたのは2001年
ぐらいからになるので、実際はチロシ
ンキナーゼ阻害剤をのまれてから、今
度で17年目というかたちです。ほとん
どの方がお元気です。それ以前は骨髄
移植で一部治る人たちはいました。
　山内　ということは、この先も相当
期待できるわけですね。
　土橋　かなり期待できると思います。
　山内　それは非常に心強いですね。
　土橋　時代を変えた薬だと思います。
　山内　ありがとうございました。

　山内　白血球をよく見るということ
ですね。
　土橋　これもWHO分類第４版では、
50％ぐらいの方で脾臓が触手できると
なっています。ただ、私はなかなかそ
こまでできないですね。確かに慢性骨
髄性白血病だと、脾腫が非常に重要な
問題ですが、CTあるいはエコーで判
定しているのが私の現状です。
　山内　逆に言うと、脾腫があること
から、わかるケースもあるのでしょう

か。
　土橋　要するに、全然関係ない白血
球を調べるようなことではなく、例え
ば肝臓の経過を追っている人、あるい
は膵臓の経過を追っている人で、何か
わからないのだけれども脾臓が大きい。
脾臓が大きいから、ちょっと血液を調
べてみようという順番になる人もいま
す。
　山内　最後に治療法についてですが、
まず現実問題として、この病気はいわ

図　チロシンキナーゼ阻害剤の作用機序
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ゆる寛解になって、地元の先生に戻す
ことはありうるのでしょうか。
　土橋　2000年に出たチロシンキナー
ゼ阻害剤という非常に優れた薬が今は
何種類も出ているのですが、その管理
の仕方はいわゆる分子レベルの効果で
管理をするかたちになっていて、正直
なところ、血液内科医が必ず診るべき
だと思っています。おそらく血液内科
医たちも、自分が治療している間は、
この後、近くの先生に治療してもらっ
てくださいということはあり得ないと
思います。
　山内　やはり副作用も多いのですか。
　土橋　薬の種類によって副作用のプ
ロファイリングが全然違うのですが、
やはり独特の副作用がありますし、薬
を止めることが増悪につながる可能性
を持っています。やはり慣れた血液内
科医が治療をするべきだと思います。
　山内　きちんとした治療を受けられ
た場合、この病気の予後は最近は非常

にいいようですが。
　土橋　すごくいいといわれていまし
て、今、５年生存率で９割ぐらいだと
思います。
　山内　例えば、先生が自身で診られ
ている患者さんで、現時点で最長生き
られている方はどのぐらいの年数です
か。
　土橋　この薬をのんでいる方たちは、
薬が発売されてからですから、16年ぐ
らいです。日本で使われたのは2001年
ぐらいからになるので、実際はチロシ
ンキナーゼ阻害剤をのまれてから、今
度で17年目というかたちです。ほとん
どの方がお元気です。それ以前は骨髄
移植で一部治る人たちはいました。
　山内　ということは、この先も相当
期待できるわけですね。
　土橋　かなり期待できると思います。
　山内　それは非常に心強いですね。
　土橋　時代を変えた薬だと思います。
　山内　ありがとうございました。

　山内　白血球をよく見るということ
ですね。
　土橋　これもWHO分類第４版では、
50％ぐらいの方で脾臓が触手できると
なっています。ただ、私はなかなかそ
こまでできないですね。確かに慢性骨
髄性白血病だと、脾腫が非常に重要な
問題ですが、CTあるいはエコーで判
定しているのが私の現状です。
　山内　逆に言うと、脾腫があること
から、わかるケースもあるのでしょう

か。
　土橋　要するに、全然関係ない白血
球を調べるようなことではなく、例え
ば肝臓の経過を追っている人、あるい
は膵臓の経過を追っている人で、何か
わからないのだけれども脾臓が大きい。
脾臓が大きいから、ちょっと血液を調
べてみようという順番になる人もいま
す。
　山内　最後に治療法についてですが、
まず現実問題として、この病気はいわ

図　チロシンキナーゼ阻害剤の作用機序
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