
いる人はだいぶ減ってはきていると思
うのですが、たばこを吸っている方が
周りにいると、やはりそれも危険因子
といわれています。

　山内　いろいろと気をつけなければ
ならないですね。ありがとうございま
した。

東京女子医科大学皮膚科学講座　教授・講座主任
石　黒　直　子

（聞き手　池田志斈）

　特発性色素性紫斑についてご教示ください。
　82歳の女性、反復性膀胱炎で通院中です。入浴時に偶然、両膝にそれぞれ径
２㎝ほどの楕円形様の濃赤調の皮疹があることに気がついたそうです。そう痒
感はなく、皮膚科受診にて上記疾患と診断されました。病巣感染や薬剤との関
連はいかがでしょうか。

＜大阪府開業医＞

特発性色素性紫斑

　池田　石黒先生、特発性色素性紫斑
病についてですが、ちょっと耳慣れな
い病気です。これはどのようなものな
のでしょうか。
　石黒　特発性色素性紫斑は、比較的
皮膚科の領域では珍しくない疾患で、
一般的には両方の下腿、足に見られる
疾患です。１～３㎝ぐらいの赤紫もし
くは赤茶色の斑、盛り上がらない、色
のついた斑が幾つかできるような疾患
です。よく見ると、その中に細かい出
血点が見られるといった特徴がありま
す。
　池田　質問でもそう痒感はないとい
うことですが、かゆみはないのでしょ
うか。

　石黒　そう痒感は患者さんによって
はあります。特に、表面が少しかさか
さしたような症状をお持ちの方は、か
ゆみが出ることがあります。
　池田　基本的にはかゆみがなくて、
盛り上がっていない、出血を伴うよう
な赤みということですね。
　石黒　そうです。
　池田　この紹介の方は82歳・女性と
いうことですが、年齢とか性別で、で
きやすい方はあるのでしょうか。
　石黒　中高年の方に多いようなので
すが、男女差はあまりないように感じ
ています。女性でも男性でも見られる
と思います。
　池田　病名が特発性とあるのですが、
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　石黒　そうですね。
　池田　紫斑であるかないか、あるい
は紫斑と紅斑の違いはどのように鑑別
するのでしょうか。
　石黒　皮膚科では硝子圧法といって
透明のガラスで皮膚症状を圧迫して色
調の変化をみることをします。出血か
どうかわからないときには、硝子圧法
をします。紫斑といわれる出血では赤
みが消えないのですが、紅斑のように
血管が開いて赤く見えているようなも
のは、圧迫すると血管がつぶれますの
で赤みが消える。これで区別ができま
す。
　池田　内科の先生だと硝子圧法のガ
ラスも持っていないし、プレパラート
等も持っていないのですが、例えば透
明の定規みたいなものでもいいのでし
ょうか。
　石黒　そういったものでわかります。
　池田　そこが一つのポイントですね。
もちろん、先ほどのお話ですと、皮膚
炎も伴うし、小出血も伴うということ
なので、例えば赤いところをぐっとガ
ラスで押すと、湿疹のところは褪色し
て紫斑のところだけ残る。そういう考
えなのでしょうか。
　石黒　すべてが出血ではありません
ので、そんなイメージです。
　池田　赤い斑点のところを押すと、
赤みがある程度引くのだけれども、点
状出血が残って見えてくるのですね。
　石黒　そうです。

　池田　それだとわかりやすいですね。
先ほど原因はわからないとおっしゃっ
ていたのですが、質問は病巣感染、つ
まり膀胱炎を繰り返しており、その都
度、薬剤も使っているということです。
こういった感染病巣や薬剤の関連は報
告されていないのでしょうか。
　石黒　一般的にこういったものとの
関連はいわれていないです。
　池田　これはたまたまということで
すね。
　石黒　そうだと思います。
　池田　例えば、病巣感染や薬剤で紫
斑を起こす病気はほかにあるのでしょ
うか。
　石黒　一番ポピュラーなものですと、
IgA血管炎という、昔、ヘノッホ・シ
ェーンライン紫斑病といわれていたも
のは、扁桃炎などを契機に起こる紫斑
で、血管炎の一つです。
　池田　どのような症状なのでしょう
か。
　石黒　こちらは大きくても５㎜、通
常３㎜程度の、さわると少し盛り上が
って抵抗があるような、しっかりした
出血斑が孤立性に両方の下腿に散在し
て見られることが多いです。
　池田　特発性色素性紫斑はもっと大
きく平たいというイメージですね。
　石黒　そうですね。
　池田　その点は臨床的に区別がつく
のですね。
　石黒　そうですね。

原因は何か推定されているのでしょう
か。
　石黒　今のところはあまりはっきり
した原因はわかっていない現状です。
　池田　紫斑というぐらいですから、
出血をするのですね。
　石黒　はい。
　池田　それから先ほどの湿疹様にな
って、少し皮がむけるというのがあり
ますね。ということは、湿疹様のもの
と血管の炎症の２つがまじっているの
でしょうか。
　石黒　実際にそこの場所を生検、つ
まり皮膚を一部取って詳しく調べます
と、皮膚の表面に湿疹の反応があり、
少し深いところの血管の周りに出血が
見られ、両方の場所に炎症が見られる
ことがあります。
　池田　血管の障害といいますと血管
炎がありますが、ああいう所見はない
のでしょうか。
　石黒　まず見た目の所見として、血
管炎といわれる、血管が完全に壊れる
ような場合は、さわると少し抵抗があ
る盛り上がった出血斑です。しかし、
この特発性色素性紫斑の場合は小さい
細かい紫斑で、しかもさわってもあま
り盛り上がりを感じないような紫斑な
ので、見た目にも異なります。
　池田　血管炎のような血管が破れて
しまっているような病理像ではないの
ですね。
　石黒　ないです。病理を見ても、血

管の壁は壊れていないのが一般的です。
　池田　それも含めて特発性なのでし
ょうが、診断が非常に難しいかと思う
のです。診断のポイント、どういった
ものが見られると特発性色素性紫斑と
いうことになるのでしょうか。
　石黒　大事なのは臨床所見で、皮膚
の症状をしっかり見るしかありません。
ポイントは両方の下腿に、大きさが
１～３㎝ぐらいの、丸い形の赤茶色の
盛り上がりのない斑が散在し、その斑
の中に点状の出血点がみられるという
特徴があることです。しっかり見れば
わかるのですが、遠目で見ると普通の
湿疹と区別がつかないこともあります。
　池田　ポイントはやはり紫斑なので
しょうね。

図　慢性色素性紫斑（94歳女性）

下腿に点状紫斑を混じた紅褐
色斑の散在を認める。
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　石黒　そうですね。
　池田　紫斑であるかないか、あるい
は紫斑と紅斑の違いはどのように鑑別
するのでしょうか。
　石黒　皮膚科では硝子圧法といって
透明のガラスで皮膚症状を圧迫して色
調の変化をみることをします。出血か
どうかわからないときには、硝子圧法
をします。紫斑といわれる出血では赤
みが消えないのですが、紅斑のように
血管が開いて赤く見えているようなも
のは、圧迫すると血管がつぶれますの
で赤みが消える。これで区別ができま
す。
　池田　内科の先生だと硝子圧法のガ
ラスも持っていないし、プレパラート
等も持っていないのですが、例えば透
明の定規みたいなものでもいいのでし
ょうか。
　石黒　そういったものでわかります。
　池田　そこが一つのポイントですね。
もちろん、先ほどのお話ですと、皮膚
炎も伴うし、小出血も伴うということ
なので、例えば赤いところをぐっとガ
ラスで押すと、湿疹のところは褪色し
て紫斑のところだけ残る。そういう考
えなのでしょうか。
　石黒　すべてが出血ではありません
ので、そんなイメージです。
　池田　赤い斑点のところを押すと、
赤みがある程度引くのだけれども、点
状出血が残って見えてくるのですね。
　石黒　そうです。

　池田　それだとわかりやすいですね。
先ほど原因はわからないとおっしゃっ
ていたのですが、質問は病巣感染、つ
まり膀胱炎を繰り返しており、その都
度、薬剤も使っているということです。
こういった感染病巣や薬剤の関連は報
告されていないのでしょうか。
　石黒　一般的にこういったものとの
関連はいわれていないです。
　池田　これはたまたまということで
すね。
　石黒　そうだと思います。
　池田　例えば、病巣感染や薬剤で紫
斑を起こす病気はほかにあるのでしょ
うか。
　石黒　一番ポピュラーなものですと、
IgA血管炎という、昔、ヘノッホ・シ
ェーンライン紫斑病といわれていたも
のは、扁桃炎などを契機に起こる紫斑
で、血管炎の一つです。
　池田　どのような症状なのでしょう
か。
　石黒　こちらは大きくても５㎜、通
常３㎜程度の、さわると少し盛り上が
って抵抗があるような、しっかりした
出血斑が孤立性に両方の下腿に散在し
て見られることが多いです。
　池田　特発性色素性紫斑はもっと大
きく平たいというイメージですね。
　石黒　そうですね。
　池田　その点は臨床的に区別がつく
のですね。
　石黒　そうですね。

原因は何か推定されているのでしょう
か。
　石黒　今のところはあまりはっきり
した原因はわかっていない現状です。
　池田　紫斑というぐらいですから、
出血をするのですね。
　石黒　はい。
　池田　それから先ほどの湿疹様にな
って、少し皮がむけるというのがあり
ますね。ということは、湿疹様のもの
と血管の炎症の２つがまじっているの
でしょうか。
　石黒　実際にそこの場所を生検、つ
まり皮膚を一部取って詳しく調べます
と、皮膚の表面に湿疹の反応があり、
少し深いところの血管の周りに出血が
見られ、両方の場所に炎症が見られる
ことがあります。
　池田　血管の障害といいますと血管
炎がありますが、ああいう所見はない
のでしょうか。
　石黒　まず見た目の所見として、血
管炎といわれる、血管が完全に壊れる
ような場合は、さわると少し抵抗があ
る盛り上がった出血斑です。しかし、
この特発性色素性紫斑の場合は小さい
細かい紫斑で、しかもさわってもあま
り盛り上がりを感じないような紫斑な
ので、見た目にも異なります。
　池田　血管炎のような血管が破れて
しまっているような病理像ではないの
ですね。
　石黒　ないです。病理を見ても、血

管の壁は壊れていないのが一般的です。
　池田　それも含めて特発性なのでし
ょうが、診断が非常に難しいかと思う
のです。診断のポイント、どういった
ものが見られると特発性色素性紫斑と
いうことになるのでしょうか。
　石黒　大事なのは臨床所見で、皮膚
の症状をしっかり見るしかありません。
ポイントは両方の下腿に、大きさが
１～３㎝ぐらいの、丸い形の赤茶色の
盛り上がりのない斑が散在し、その斑
の中に点状の出血点がみられるという
特徴があることです。しっかり見れば
わかるのですが、遠目で見ると普通の
湿疹と区別がつかないこともあります。
　池田　ポイントはやはり紫斑なので
しょうね。

図　慢性色素性紫斑（94歳女性）

下腿に点状紫斑を混じた紅褐
色斑の散在を認める。
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科の診療を受けていただいたり、弾性
ストッキングみたいなものを着用して
いただく場合があります。
　池田　片側性であれば静脈瘤症候群
のようなかたちなのですね。
　石黒　そうですね。
　池田　そのときは静脈瘤の処置や、
弾性ストッキング、そういうことです
ね。
　石黒　そうですね。
　池田　もちろん両足のときはちょっ
と考えにくいですよね。
　石黒　そうですね。
　池田　ということは、なかなか防ぐ
方法はないのですね。
　石黒　そうですね。予防するのは難
しいかと思います。
　池田　例えば、静脈灌流障害に準じ
て、寝るときに足の下に枕を敷いて高

くするとか、そういうのは役立つので
しょうか。
　石黒　実際、そこまで指導したこと
はないのですが、どうでしょう。役に
立つのかどうか。その辺についてのエ
ビデンスがあるのかどうか、ちょっと
わからないです。
　池田　頻度が低い病気ではないけれ
ども、症状から見て、何も訴えない方
もたくさんいらっしゃるのでしょうね。
　石黒　いらっしゃいます。基本的に
は内臓合併症は起こさない病気ですし、
痛いとか、そういうこともありません
ので、あまり訴えられない方、そのま
まにされている方も多いと思います。
　池田　疫学調査も含めて今後の課題
というところですね。どうもありがと
うございました。

　池田　IgA血管炎は怖いですね。
　石黒　診断ではそちらのほうが重要
かもしれません。
　池田　次は治療になりますが、先ほ
ど血管の炎症と皮膚炎のようなものが
まざっているとのことですが、どのよ
うな治療をされるのでしょうか。
　石黒　一般的には皮膚の炎症がある
ときにはステロイド外用を行います。
血管については、微小な障害なのだと
思うのですが、一応血管強化薬や止血
剤として、ビタミンCやトラネキサム
酸といったものが使われることが一般
的です。
　池田　ビタミンCとトラネキサム酸
は血管の炎症を抑える。そして、皮膚
の炎症はステロイド外用で抑えるので
すね。
　石黒　そうですね。
　池田　だいたいの目安でいいのです
が、どのくらいで効果が出てくるので
しょうか。
　石黒　一律ではありませんが、実際、
診療していますと、３～４週間ぐらい
治療を続けると、色調が薄くなってき
ているような感じは受けます。
　池田　一朝一夕ではいかないのです
ね。
　石黒　そうですね。
　池田　例えば、１カ月、数カ月、半
年とかフォローアップしていくのです
が、いつごろやめるのでしょうか。
　石黒　ある程度赤みが薄くなってき

ましたら、外用薬はいったん中止しま
す。ただ、茶色いしみが残ってきます。
その茶色いしみはヘモジデリンという
出血の後に多くなるものですが、その
症状が改善するまで少しのみ薬は続け
ることが多いと思います。
　池田　患者さんにとって、色素が残
っているとどうしても気になりますよ
ね。それがある程度消えていくまで続
けるとなると、最低でも半年から１年
ということでしょうか。
　石黒　よくなっても、また再び出る
こともありますので、わりあい長く続
けることが多いです。
　池田　もう一つの質問は、ずっと様
子を見ていて、完治することはあるの
でしょうか。やはり繰り返してしまう
のでしょうか。
　石黒　どちらかというと繰り返して
いる方のほうが多いように思います。
中にはかなり目立たなくなる方もいま
すが、基本的には繰り返しているかと
思います。
　池田　特発性なので、実際にはなか
なか防ぐ方法はないのですね。
　石黒　なかなか原因がわからないと
ころもあるのですが、時に片足だけと
ても症状の強い方がいまして、そうい
ったときに念のために静脈の灌流障害
を、例えばドップラーエコーみたいな
ものを用いて調べたときに、何らかの
静脈系の灌流障害が見つかったときな
どは、それに対する対応が必要で専門
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科の診療を受けていただいたり、弾性
ストッキングみたいなものを着用して
いただく場合があります。
　池田　片側性であれば静脈瘤症候群
のようなかたちなのですね。
　石黒　そうですね。
　池田　そのときは静脈瘤の処置や、
弾性ストッキング、そういうことです
ね。
　石黒　そうですね。
　池田　もちろん両足のときはちょっ
と考えにくいですよね。
　石黒　そうですね。
　池田　ということは、なかなか防ぐ
方法はないのですね。
　石黒　そうですね。予防するのは難
しいかと思います。
　池田　例えば、静脈灌流障害に準じ
て、寝るときに足の下に枕を敷いて高

くするとか、そういうのは役立つので
しょうか。
　石黒　実際、そこまで指導したこと
はないのですが、どうでしょう。役に
立つのかどうか。その辺についてのエ
ビデンスがあるのかどうか、ちょっと
わからないです。
　池田　頻度が低い病気ではないけれ
ども、症状から見て、何も訴えない方
もたくさんいらっしゃるのでしょうね。
　石黒　いらっしゃいます。基本的に
は内臓合併症は起こさない病気ですし、
痛いとか、そういうこともありません
ので、あまり訴えられない方、そのま
まにされている方も多いと思います。
　池田　疫学調査も含めて今後の課題
というところですね。どうもありがと
うございました。

　池田　IgA血管炎は怖いですね。
　石黒　診断ではそちらのほうが重要
かもしれません。
　池田　次は治療になりますが、先ほ
ど血管の炎症と皮膚炎のようなものが
まざっているとのことですが、どのよ
うな治療をされるのでしょうか。
　石黒　一般的には皮膚の炎症がある
ときにはステロイド外用を行います。
血管については、微小な障害なのだと
思うのですが、一応血管強化薬や止血
剤として、ビタミンCやトラネキサム
酸といったものが使われることが一般
的です。
　池田　ビタミンCとトラネキサム酸
は血管の炎症を抑える。そして、皮膚
の炎症はステロイド外用で抑えるので
すね。
　石黒　そうですね。
　池田　だいたいの目安でいいのです
が、どのくらいで効果が出てくるので
しょうか。
　石黒　一律ではありませんが、実際、
診療していますと、３～４週間ぐらい
治療を続けると、色調が薄くなってき
ているような感じは受けます。
　池田　一朝一夕ではいかないのです
ね。
　石黒　そうですね。
　池田　例えば、１カ月、数カ月、半
年とかフォローアップしていくのです
が、いつごろやめるのでしょうか。
　石黒　ある程度赤みが薄くなってき

ましたら、外用薬はいったん中止しま
す。ただ、茶色いしみが残ってきます。
その茶色いしみはヘモジデリンという
出血の後に多くなるものですが、その
症状が改善するまで少しのみ薬は続け
ることが多いと思います。
　池田　患者さんにとって、色素が残
っているとどうしても気になりますよ
ね。それがある程度消えていくまで続
けるとなると、最低でも半年から１年
ということでしょうか。
　石黒　よくなっても、また再び出る
こともありますので、わりあい長く続
けることが多いです。
　池田　もう一つの質問は、ずっと様
子を見ていて、完治することはあるの
でしょうか。やはり繰り返してしまう
のでしょうか。
　石黒　どちらかというと繰り返して
いる方のほうが多いように思います。
中にはかなり目立たなくなる方もいま
すが、基本的には繰り返しているかと
思います。
　池田　特発性なので、実際にはなか
なか防ぐ方法はないのですね。
　石黒　なかなか原因がわからないと
ころもあるのですが、時に片足だけと
ても症状の強い方がいまして、そうい
ったときに念のために静脈の灌流障害
を、例えばドップラーエコーみたいな
ものを用いて調べたときに、何らかの
静脈系の灌流障害が見つかったときな
どは、それに対する対応が必要で専門
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