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　白血球数の動態についてご教示ください。
　蕁麻疹、気管支炎で来院、ステロイドの点滴静注（例デカドロン3.3㎎）１回
投与にて臨床症状は顕著に改善されるものの、白血球数が約２倍に増加（８時
間後）、そして約５日後には正常域に復帰する。その間、血液像、血小板、好
酸球など著変なく、この白血球の動態についてご教示ください。
 ＜愛知県開業医＞

ステロイド治療における白血球数の動態

　山内　ステロイドで好中球ないし白
血球が増えるというのは、国家試験レ
ベルの話ですが、さてメカニズムは何
だといわれると、なかなか知られてい
ない気もするので、まずこれからうか
がいたいのですが。
　川合　ステロイドはヘンチが1948年
に使い始めた古い薬で、いろいろな研
究がされています。ステロイド治療時
の白血球の動態を知るには、おそらく
クッシング症候群のことを知るのが一
番です。クッシング症候群の教科書を
見てみますと、まず白血球数が２～３
倍に増加するとあります。その内訳は、
好中球が増加、リンパ球はむしろ減っ
て、好酸球が減る。好塩基球も単球も

減るとされています。それから、赤血
球が増えることも知られていて、あと
血小板も変わらないかやや増えるとい
う報告が多いようです。だいたいこれ
らがクッシング症候群の末梢血の状況
になります。クッシング症候群は常時
過剰なステロイドにさらされているわ
けですが、質問のワンショットの投与
と、この常時さらされている状況とは
非常に似ていると思います。
　山内　少し整理しますと、リンパ球、
好酸球は減るけれども、好中球の増え
るほうがはるかに多いので、白血球全
体としては増えると考えてよいですね。
　川合　かなり目立つほど増えます。
　山内　そうなりますと、好中球はな

ぜ増えるのかということですが。
　川合　東大医科研の田中廣壽先生が
末梢血のステロイドレセプターに対す
るステロイドの影響についての仕事を
されたのですが、その仕事の中で詳細
に白血球の動態を検討されています
（Tanaka H., et al. Acta Endocrinol
（Copenh）. 1989；121：470）。ちょうど
質問の医師と同じデキサメサゾンを
0.1～0.2㎎/㎏ですから、だいたい10㎎
前後を健常人に静注して、その後の白
血球とリンパ球の数を見ています。そ
れを見ますと、注射前が平均2,500の好
中球が7,000に増加、それからリンパ球
が2,000あったのが700に減っている。
まさにクッシング症候群の記載とほぼ
同じような状態が短期で多数例の健常
人で見られることから、この動きはま
ず間違いないと言えると思います。海
外のレポートもほぼ同じような動きを
説明しています。
　山内　よく見られるように、白血球
が１万を少し超えてくるイメージにだ
いぶ近いですね。
　川合　そんな感じです。それで、そ
のメカニズムですが、いろいろな報告
を総合してみますと、もともと好中球
というのは血管内皮にへばりついてい
るかたちで、リザーバーとしてけっこ
うたくさんいるのです。それがステロ
イドを投与することによって接着因子
の発現を抑えるためにはがれてきて、
それが流血中に入るとされています。

その機序が白血球増加分の約６割を占
めるといわれています。
　山内　壁からはがれるような感じで
すね。
　川合　はい。だから、実際の体内に
ある白血球の総数が増えるわけではな
く、見かけ上、末梢血中の数が増える
もので、分布が変わると説明されてい
ます。それでごく短期でもそういう変
化が生じる。別の機序としては、好中
球は常に組織と血中を行ったり来たり
しているので、組織に移行する白血球
が減ることで数が増えるように見える
とされていて、それが約30％。残り10
％は骨髄から動員されるといわれてい
て、幼弱な白血球も若干出てきますか
ら、感染症のときほどではないのです
が、若干の左方移動がある。だいたい
この３つの機序で説明されています。
　山内　白血球全体として、特に好中
球に関してはトータルの量はあまり変
わらないということですね。
　川合　体内の総数ということになる
と、そういうことです。
　山内　機能、その他を含めて、異常
な好中球は出ないのでしょうか。
　川合　骨髄から動員されたものが若
干幼若化していますが、はがれたもの
は普通の流血中のものとは別というこ
とも知られていないので、好中球が見
かけ上増えても、それが何か大きな悪
さをしているわけではないと考えられ
ています。
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　山内　私も実は昔から不思議だった
ことは、ステロイドを使うと易感染性
が出てくるのに、なぜ白血球が増えて
易感染性なのかという、このあたりに
ついては、なかなか説明が難しいとこ
ろでしょうね。
　川合　好中球に関してはそうなので
すが、リンパ球が減るのはかなり大き
な要素になると思います。というのは、
特にTリンパ球はかなり減っています
し、Bも最終的には減ります。よく悪
性リンパ腫の治療とかリンパ球系の血
液のがんの治療にステロイドが使われ
ますが、これはリンパ系の細胞のアポ
トーシスを誘導して、悪い細胞を殺そ
うという治療の一環です。ステロイド
投与後の正常リンパ球の最初の減少は、
好中球同様に分布の変動、すなわちリ
ンパ系のプールに移動することで説明
されるのですが、長期に使い始めると、
リンパ球そのものを壊す作用もあって、
最終的には体内のリンパ球数が減って
しまいます。細胞性免疫が特に著明に
障害され、さらにB細胞が減りますか
ら抗体産生も低下します。これらは易
感染性に直結する副作用になるわけで
す。
　山内　リンパ球自体はもともと好中
球に比べると少なめですから、それが
多少減ると、日和見感染などを呼び寄
せる可能性は十分ありうるのですね。
　川合　そうですね。それが長期に続
くと、HIV感染に近い病態、すなわち

患者さんによってはステロイドを大量
に投与しているとリンパ球の数が500
くらいまで下がってくる人もいますの
で、やはり日和見感染のリスクの増大
があると思っています。
　山内　先ほどの健常者に使われたケ
ースもですが、ワンショット、１回打
ったところで見ていますが、長期使用
になると、それが重なって、クッシン
グ症候群のようなものになる。そう理
解してよいですね。
　川合　そうですね。
　山内　ワンショットでも大量に打つ、
例えばパルスみたいなものがあります
ね。そうしたケースと、普通に少し服
用するケース、これらでの違い、dose 
dependen cyといいますか、あるので
しょうか。
　川合　実はステロイドの用量による
影響を見た研究もあります。プレドニ
ゾロン換算で20㎎以上を打つと、同じ
程度にこういう変化が見られます。質
問の医師はデキサメサゾンを3.3㎎打た
れているので、プレドニゾロン20㎎や
コルチゾール80㎎とほぼ同力価だと思
うのですが、健常人にコルチゾールを
50～400㎎注射しても白血球数増加の
程度に大きな差は認めなかったという
報告があります（Fauci A.S., et al. Ann 
Intern Med. 1976；84：304～315）。ま
た、患者さんにプレドニゾン20～80㎎
以上で治療したケースでも、明らかな
用量依存性はなかったとのことです

（Shoenfeld Y, et al. Am J Med. 1981；
71：773～778）。個人差が大きいので
明確には言えませんが、それ以下の場
合は用量依存性があると考えてよいと
思います。
　山内　まだ解明が必要なところがあ
ると思いますが、なかなかおもしろい
ですね。
　川合　細かく見れば意外に研究対象
になるかもしれません。
　山内　例えばワンショットで見た研
究ですと、やめてから元に戻るのは、
速やかなのでしょうか。
　川合　次の日に測ればほぼ元の値に
戻っています。質問の医師は５日後に
測られているようですが、５日を待た
ずに戻ると思います。ただ、デキサメ
サゾンは受容体につくaffinityが非常に
高いので、ちょっと長く影響が続いて
しまう可能性があります。そうなると、
プレドニゾロンよりは影響が長くなる
かもしれませんが、だいたい１日で改

善すると考えていいと思います。
　山内　時間単位で、おそらく１日単
位でという感じですね。
　川合　はい。
　山内　最後になりますが、先生方の
ご専門の領域、炎症系ですと、ステロ
イドをよく使われると思います。白血
球が上がってきますね。これがあると、
普通、我々は感染症のマーカーとして
よく白血球数を参考にしますが、この
マーカーとしての機能はなくなってし
まうのでしょうね。
　川合　もともと膠原病の中でも特に
全身性エリテマトーデスなどは白血球
数が少ないですから、これが治療によ
って変動したのか、途中で感染症によ
って変動したのか、難しいところがあ
り、単純には鑑別できないときがあり
ます。そのときはCRPとか、臨床症状
などほかの要素も含めて鑑別すること
になると思います。
　山内　ありがとうございました。
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ると思いますが、なかなかおもしろい
ですね。
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になるかもしれません。
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って変動したのか、途中で感染症によ
って変動したのか、難しいところがあ
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