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再生不良性貧血について

血液の血球成分には白血球・赤血球・血小板があります。これらはいずれも骨髄で作ら

れています。骨髄とは、骨の中の中心部にあるゼリー状の造血組織です。骨髄には、これ

らの血球のもとになる造血幹細胞が含まれています。

赤血球は酸素を運搬し、白血球は外部から侵入する細菌などと戦います。血小板は出血

を止める働きをします。これらの血液細胞は、骨髄の中で造血幹細胞から造られて血液中

に送り出されます。これらのいずれもが作れなくなるのが再生不良性貧血です。

原因

再生不良性貧血の原因はまだわかっていません。ただ、血を作る造血幹細胞に異常があ

るとする考え方と、自己免疫病(自分のリンパ球が自分の細胞を攻撃することによって起こ

る病気)の可能性、さらには骨髄を取り巻く微少環境の問題という考え方もあります。いず

れもがそれを示唆する根拠があります。わかりやすく考えると、植物を育てるときのこと

を考えてみることにしましょう。造血幹細胞は植物の種と考えられます。種に異常がある

と実を結ぶことはできません(ここで実とは血球のことです)。また植物を育てるには養分が

必要です。微少環境はこの養分にたとえられます。種を取り巻く養分がないことで実は結

べなくなるわけです。またせっかく出てきた葉を食べてしまうのが害虫です。自己免疫病

はこの害虫にたとえられます。せっかく、作りかけているのに片っ端から食べてしまうわ

けです。これら 3 つのことがすべて起きているのかもしれませんし、あるいは人によって

起きていることが違うのかもしれません。患者さん一人一人で病態が違うこともこの病気

の治療の難しさにもなるわけです。

分類

ファンコニ貧血やダイアモンド・ブラッ

クファン貧血などの先天性のものを約

10%含みます。これらの特殊型は治療法が

異なります。ファンコニ貧血は汎血球減少

(すべての血球が少ないこと)の他に背が

低い、皮膚が黒ずんでいる、頭が小さい、

指が多いなど、あるいは眼や腎臓などの異

常を伴う特殊な病気です。またダイアモン

ド・ブラックファン貧血は赤血球だけに異

常が見られる赤ちゃんに主にみられる病

気です。また、薬剤や放射線ばかりか、ウ

再生不良性貧血の分類

A.特発性再生不良性貧血

1)先天性

Fanconi 貧血

家族性低形成性貧血(Estren-Dameshek 型)

Schwachman-Diamond 症候群

2)後天性

B.二次性再生不良性貧血

1)薬剤、化学物質起因性

2)放射線起因性

C.特殊病型

1)肝炎後再生不良性貧血

2)再生不良性貧血-発作性夜間血色素尿症症候群
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イルス性の肝炎の後などにもこの病気は起きることもあります。

診断

再生不良性貧血の診断は汎血

球減少がみられることはもちろ

んですが、他の疾患を除外しなけ

ればなりません。いずれにしても

骨髄穿刺という検査が必要です。

これは白血病の診断にも行われ

るのですが、腸骨の前の部分に針を刺して、見た目は血液と変わらない液を吸引する検査

です。一般的に局所麻酔で行います。検査自体は 1～2 分で終了します。特に骨髄異形成症

候群(myelodysplastic syndrome, MDS)との鑑別がときに極めて難しく重要です。この病気の

場合、骨髄穿刺の標本で白血球・赤血球・血小板のいずれの系統も異常を呈するというこ

とが診断根拠となりますが、そもそも骨髄の細胞が少ないために判断が難しく、ときに染

色体検査(遺伝するものではなく骨髄の細胞の染色体。白血病などで異常を呈することがあ

ります。) で異常が出たりすることで診断されることもあります。これらの二つの病気は長

い間主治医の判断のみで混同されていたことがありました。このため現在は日本小児血液

学会骨髄異形成症候群委員会および日本小児再生不良性貧血治療研究会において骨髄穿刺

標本ならびに骨髄生検標本(あるいはクロットセクション)の中央診断をおこなっており診

断の際には検体の送付するようになっています。さらに、染色体分析および fluorescence in

situ hybridization (FISH 法)による 7 番染色体や 8 番染色体の検

索も行っておく必要があります。また、ファンコニ貧血は先に

書きましたが低身長・皮膚の色素沈着・小頭症さらには眼や腎

の異常などの特徴を持ちますが、これらの特徴の乏しい人も時

に存在するために、MMC 添加による染色体の脆弱性試験を行

っておくことが重要です。

重症度分類

再生不良性貧血の治療

にあたっては重症度によ

り、その方針は異なるため

重症度の確定は極めて重

要です。この重症度分類は

厚生労働省特発性造血障

害に関する研究班の重症

度分類が用いられ、1983

再生不良性貧血の重症度分類

軽症：下記以外の場合

中等症：下記の 2 項目以上を満たす

好中球：1,000/l 未満、血小板：50,000/l 未満、網赤血球：60,000/l 未満

やや重症：下記の 2 項目以上を満たし、定期的な輸血を必要とする

好中球：1,000/l 未満、血小板：50,000/l 未満、網赤血球：60,000/l 未満

重症：下記の 2 項目以上を満たす

好中球：500/l 未満、血小板：20,000/l 未満、網赤血球：20,000/l 未満

最重症：好中球の 200/l 未満に加えて、下記の 1 項目以上を満たす

血小板：20,000/l 未満、網赤血球：20,000/l 未満

定期的な輸血とは、毎月 2 単位以上の赤血球輸血が必要な時をいう。

健常人の骨髄像 再生不良性貧血の骨髄像

FISH 検査
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年に分類されたものが使用されていましたが、1998 年に改訂され中等症が中等症とやや重

症に細分化され、最重症も正式に採用されました。

治療の選択

軽症・中等症では経過観察をおこないます。長い年月にわたり徐々に進行する症例もい

るので注意を要します。やや重症症例では免疫抑制療法を選択します。一方、重症・最重

症症例では家族のヒト白血球抗原(human leukocyte antigen, HLA)の検索を行い、家族内に

HLA 一致ドナーが存在する場合には骨髄移植を施行します。一方、ドナーが存在しない場

合には免疫抑制療法を第一選択として行い、無効な場合には非血縁者間骨髄移植を選択し

ます。後述しますが、HLA の検査結果を待つ間に免疫抑制療法を先行させることは移植の

成績に影響するた

めに好ましくあり

ません。また、治療

効果の判定は以下

に示すように重症

度によって異なる

ので注意を要しま

す。

免疫抑制療法

以前は再生不良性貧血は治らない病気で、わずかに蛋白同化ホルモン(男性ホルモン)やス

テロイドホルモンなどが有効とされるのみでした。しかし、有効であったとしても蛋白同

化ホルモンは毛が濃くなったり、声が太くなったり、あるいは女性では性器が男性化する

など大きな問題がありました。その後、抗胸腺細胞グロブリンやシクロスポリンといった

薬が海外で使われ有効との報告でしたが、これらを

組み合わせた治療が 1990 年代より広く行われ、い

ずれもが良好な治療成績をあげています。これによ

り多くの患者さんが”再生不良”ではなくなったわけ

です。これらの治療では重症・中等症を問わず 60

～70%の患者さんに反応が見られました(なぜか中

等症の方が若干成績が悪い傾向があります)。しかし、

それらの患者さんの中に 7 番染色体や 8 番染色体などの染色体異常を伴う骨髄異形成症候

群へ進展する症例がみられました。

一方、初回の治療で残念ながら反応が良くなかった患者さんには、再度の抗胸腺細胞グ

効果判定基準

最重症・重症

輸血 好中球数 血小板数 ヘモグロビン値

Complete response (CR) 不要 ≧1,500/l ≧10×104/l ≧11.0g/dl

Partial response (PR) 不要 ≧500/l ≧3×104/l ≧8.0g/dl

No response (NR) 上記以外のもの

中等症

輸血 好中球数 血小板数 ヘモグロビン値

Complete response (CR) 不要 ≧1,500/l ≧10×104/l ≧11.0g/dl

Partial response (PR) 不要 ≧1,000/l ≧3×104/l ≧8.0g/dl

No response (NR) 上記以外のもの



札幌北楡病院小児科

ロブリンの投与も試されましたが、効果はあまり良くなく

られます。ドナーの存在しない症例

に対するモノクローナル抗体

8 例中 4 例に有効であったとの報告があり、今後

すべき薬剤と考えられています

主な薬剤

蛋白同化ホルモン

stanozolol( ウ イ ン ス ト ロ ー ル

metenolone(プリモボラン)など

エリスロポエチン産生の促進

います。副作用として座瘡、多毛症、肝障害

の男性化、無月経、性器の男性化など

化と性器の男性化は薬をやめても元に戻らないとされています。

ステロイドホルモン

prednisolone(プレドニン、プレドニゾロン

methyl prednisolone(ソル・メドロール、メドロール

さまざまな生理作用と薬理作用

血球数増加、好中球増加、リンパ球減少、赤血球増加

がありショックなどにも有効

発・増悪させたり骨粗鬆症、糖尿病、消化性潰瘍、精神障害

などがあります。

シクロスポリン

サンディミュン、ネオーラル

リンパ球に対してより特異的に抑制

作用として腎障害、肝障害、多毛、振戦など

あげられます。

抗胸腺細胞グロブリン

ウマ由来

リンフォグロブリン

アールブリン(製造中止?)

プレスイムン(製造中止?)

ウサギ由来
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ロブリンの投与も試されましたが、効果はあまり良くなく同種骨髄移植が第一選択と

ドナーの存在しない症例には danazol の評価および海外では alemtuzumab(CD52

に対するモノクローナル抗体)の検討が行われています。特に alemtuzumab

例に有効であったとの報告があり、今後 ATG の安定供給が不透明な状況下で注目

えられています(まだ国内では自由には使えません)。

ウ イ ン ス ト ロ ー ル ) 、

など

エリスロポエチン産生の促進や造血幹細胞の刺激作用があるとされて

座瘡、多毛症、肝障害、また女性の場合、音声

の男性化、無月経、性器の男性化などがみられます。特に音声の男性

薬をやめても元に戻らないとされています。

プレドニン、プレドニゾロン)、

ソル・メドロール、メドロール)

さまざまな生理作用と薬理作用があるとされています。総白

血球数増加、好中球増加、リンパ球減少、赤血球増加の作用

ショックなどにも有効です。副作用として感染症を誘

骨粗鬆症、糖尿病、消化性潰瘍、精神障害

ネオーラル(血中濃度のばらつきを改善したマイクロエマルジョン製剤

リンパ球に対してより特異的に抑制します。副

腎障害、肝障害、多毛、振戦などが

?)

?)

同種骨髄移植が第一選択と考え

alemtuzumab(CD52

alemtuzumab は ATG 無効例の

の安定供給が不透明な状況下で注目

血中濃度のばらつきを改善したマイクロエマルジョン製剤)
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ゼットブリン

サイモグロブリン(国内未承認)

これらの薬は、異種蛋白(ウマやウサギの蛋白)ですのでアレルギー反応を起こすのが副作

用です。特に発熱はわれわれの調査では約 60%にみられ、しかも投与初日の夜に起こりや

すい傾向があります。しかし、1 日のみで発熱が見られなくなる人がほとんどです。また、

じんましんや発疹などのアレルギー反応が出る人もいますが多くは継続して投与すること

ができます。しかし、咳が出たり呼吸困難がみられる場合には中止せざるを得ません。

ダナゾール

商品名：ボンゾール

抗ゴナドトロピン作用(LH・FSH の上昇抑制)があります。副作

用として血栓症・劇症肝炎・肝腫瘍・心筋梗塞・間質性肺炎など

があげられます。また保険適用は子宮内膜症・乳腺症のみとなっ

ています。

顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)

グラン、ノイトロジン、ノイアップなど

があります。

好中球の産生を特異的に促進し他の血球

系統にも効く可能性が指摘されています。

副作用として間質性肺炎、急性呼吸窮迫

症候群、脾破裂、腰痛などがあり MDS への進展にこの G-CSF が関与しているのでは?と考

えられていますが結論は得られていません。

補助療法

再生不良性貧血の場合、血液が骨髄で作られませんから輸血が必要になります。赤血球の

輸血は、体の中の赤血球を増やし酸素を運搬しやすくします。赤血球が少なくなりすぎる

と、薄い血液を何度も送り出す必要があり心臓がパンクして心不全になることがあります。

また、血小板が少ないため出血にも注意が必要です。鼻血などなら圧迫すれば止血します

が、脳に出血すると命取りになります。しかし、輸血にも問題点はあります。ひとつは一

般的に輸血が問題とされる点です。すなわち、肝炎ウイルスやエイズなどのウイルスの問

題です。これは、どこの病院でも輸血の際に説明されることになってますが、献血で得ら

れた血液も検査の網をかいくぐるものが全くないといえないことや、さらに現時点でもわ

からない未知のウイルスがいる可能性があるということです。もう一点は再生不良性貧血

特有の問題です。輸血を繰り返した場合に移植がうまくいく可能性が下がると言われてい
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ます。最近は前処置が良くなりその傾向はうすれていますが、やはり注意は必要です。ま

た、赤血球の輸血を繰り返すと臓器に鉄がたまり肝臓や心臓などの障害を引き起こすこと

があります。血小板は一度いれても数日で元に戻りますので、何度も入れ続けなければな

らないことになります。さらに血小板が減少する時に出血しやすくなります。しかし、出

血してから輸血をするというこは意味がありませんので悩ましいところです。

同胞間同種骨髄移植

HLA 一致同胞間からの同種骨髄移植は小児においては 80～90%の生存率が得られており

ほぼ確立された治療と考えられます。しかしながら、混合キメラ(自分の細胞とドナーの細

胞が血液の中に共存してしまうこと)や完全なドナータイプでありながら造血障害が続く症

例があることなど少数例では表面化しにくい問題が存在しています。以前は放射線を含ん

だ前処置が行われていました

が、海外において二次性癌の報

告がみられるようになり放射

線を含まない前処置が選択さ

れるようになりました。ATG

お よ び cyclophosphamide(CY,

エンドキサン)による前処置が 1988 年より行われるようになり、現在では広く世界で使用さ

れています。しかしながら、日本での HLA 一致同胞

間骨髄移植 40 例の解析では 17 例において混合キメラ

となり、このうち 7 例が生着不全に至ったという結果

が得られました。混合キメラがどの程度生着不全へ進

行するのか、どの程度が安定した混合キメラとなり年

余にわたって正常な造血を維持できるのか、という詳

細なデータはなくその評価が分かれるところであり

ます。最近の日本での 66 例の HLA 一致同胞間移植症

例の解析においては、生存率は 95.5%と高いものの早期死亡が 1 例にみられ 11 例において

生着不全がみられることが明らかとなりました。さらに、生着不全に至る症例は移植前に

ATG, CsA の免疫抑制療法を施行している症例に多いことが明らかとなりました。このこと

から、HLA 一致同胞が存在する重症の再生不良性貧血症例では免疫抑制療法を先行して行

うことは避けねばならないと考えられています。中等症から進行した症例などの免疫抑制

療法を先行せざるを得なかった症例は非血縁者間骨髄移植と同様の強い前処置が必要とな

るものと考えられます。

ATG+CY

day -5 -4 -3 -2 -1 0

antithymocyte globulin 2.5mg/kg ○ ○ ○ ○

cyclophosphamide 50mg/kg ○ ○ ○ ○

BMT ○

移植前に免疫抑制療法を行
った人とそうでない人の成
功率の違い
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非血縁者間移植

同胞間に HLA 一致ド

ナーが得られる患者さ

んは必ずしも多くなく、

また免疫抑制療法の効

果も 60～70%であるこ

とから非血縁者間移植

へ進む症例は少なから

ず存在します。日本骨髄

バンクの成人例を含む

データで 154 例の症例

が報告されています。そ

の報告では 5 年生存率

は 56%と報告されてい

ます。非血縁者間移植の移植前処置としては CY(50mg×4)， ATG(2.5mg/kg×4), TBI(2.5Gy×2)

も し く は Flu(25mg/m2×4), CY(750mg/m2×4) ， ATG(2.5mg/kg×4), Total lymphoid

irradiation(TLI)/Thoraco-abdominal irradiation(TAI) 3Gy×1 が推奨されています。

一方、臍帯血移植は少数例しか施行されていないものの、生着不全例が多い傾向があり

回避される傾向がありました。しかしながら、Flu 30mg/m2×4, L-PAM 30mg/m2×4, TBI

2.5Gy×2 の前処置にて生着例も報告されています。いまだに骨髄バンクに適合するドナーが

得られない患者も多く存在することから、今後多数例での検討が期待されています。

ATG+CY+TBI

day -5 -4 -3 -2 -1 0

antithymocyte globulin 2.5mg/kg ○ ○ ○ ○

cyclophosphamide 50mg/kg ○ ○ ○ ○

total body irradiation 2.5Gy×2 ○

BMT ○

Flu+ATG+CY+TLI/TAI

day -5 -4 -3 -2 -1 0

fludarabine 25mg/m2 ○ ○ ○ ○

antithymocyte globulin 2.5mg/kg ○ ○ ○ ○

cyclophosphamide 750mg/m2 ○ ○ ○ ○

total lymphoid irradiation/ ○

thoraco abdominal irradiation 3Gy

BMT ○


