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小児紫斑病の臨床的襯察
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　　Clinical　Observations　of　Purpura　in　Childhood

Taro　AKABANE，　Ken　K八M工YA　and　Takuji　WATANAB1雪
Department‘〕f　Pediatrics，　Faculty‘〕f　Medicine，　Shinshu　University

　　　　　　　　　（Director　：Prof．　H．　Yosllida）

　　　　　　緒　　醤　　　　　　　　　　　　　　　　痛（Tpと略記）と1耳…樵球減少性紫斑病（NTP）の二

小児科領城におを協日常診療において，紮斑，勘淵二　轍に分類づ・るのが，臨床1湖創よため一・般に用いらオτ，

較的鷹々みられる1ジ穂であるが③②，特に近年，国の　　　ている③。我々も此の分類に従うと，TPは13例，　N

内外をとわずその増加の傾向を報告す竃，ものが多く注　　　TPは53例であつた．前藩のうちには糖寳の結果，物

目されている③④⑥⑦⑫一⑯。　　　　　　　　　　　　　発性と思われるものが8例あつた。饅瀞：を翼に単純

紮斑th’es．，各種刎1梱により惹起される1，lll難rであ　性，1）ウマチ性（Sch6nlein），腸悟…（1’len。ch）並び

り，従つて本疾患の臨床像な十分に認識することカ：IM：　　に混合型（Sch6n王ein－Henoch）に分ければ，夫々

婆であることは冒うまでもない。　　　　　　　　　　　　5例，13例，20例，15例であつた。

　小児紫斑病の臨床的観鋸に関しては既に，C】ement　　　　　　〔2〕　溌病年令，性別

⑨，Mills④等をはじめ，本邦でも1拒】山⑤，加藤⑲，　　　　発病年令並びに性別犠懐1に示L．た。即宰⊃発満年令

露木⑦，都築④，篠塚⑨，佐久間⑩，二本⑪，植田⑫，　　は3才から8才迄が澱4、熱く，紫蜘：病患児総W｛6（1例中

足立⑲，河野⑭，林⑯等の報告がある。　　　　　　　　　44例（67％）を占めてい沁。

　我々の教窒においても近時，紫斑病患児の入院数が　　　　Clement等④は本症140例中約｝1轍が4才以下に，

増加したことは，既に昭和30年力II藤⑥が報告したとこ　　　Mills④e＃　187例中約≧1三数1；λ上が6才以下にみられたと

ろであるが，その後もほ欝岡様の傾向が観察されてい　　　述べている。露木⑦は幼児期より学電期に毎いと慰

る。即ち，．昭和26年までは紫斑病患者の入院患eei総数　　　い，植田等⑫は全体の62％が5～10才であつたと報告

に対する比率は1％以下であつたのに対し，1丁琳027年　　　し，足立等⑬は6才，河野⑭は7才，林⑯は6才以下

には2・8％に増加し，昭和28年2．2％，昭和29年更に　　　が多いと甜載している。なお，Clement等①，　Mills④

4・5％となつた・その後・昭和30年には3・3％，31年　　　等は先天｛生紫斑病と思われる症例を炎々5例と3例報

2．7％，32年L2．7％，33年3．7％，34年2．7％となっ　　　告しているo

ている。これを通篤すれば26～34年の総入院患児2354　　　性別は男児48例，女児18例で男児が女児の約3傍で

例中66例即ち2．8％となつた。なお，これらの症例か　　　あつた。性別に関しては著藻のないというものもあ

らは明らかな血液疾患（例えば，白」加病，再生不良性　　　り③④・又男性に多かつたというものもある⑫⑬。

貧血，1血友病等）は除外してある。　　　　　　　　　　　　　　〔3〕廃病季節

　これらの症例における臨床像，諸検査成績等を中心　　　発病挙節は図表1の通りで，TPでは著しい特長が

として種々観察を試みたのでこSlこ報倍する。　　　　　　紹められなかつたが，　NTPでは10月から12月にかげ

　　　　〔1〕　病　　型　　　　　　　　　　　　　　　　て，即ち晩秋から初冬にかけて最も多くみられた。こ

　紫斑病の分類には種々あるが⑨⑯，栓球減少性紫斑　　　れは先行疾患として上気道感染症に続発したものが多

表　1　　　　　　　　　　年令別・性別発病数
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繊1　発病季節　　　　C1，m。n博③，　ド〔嚇⑫による麟か肋灘謎菌，）
剃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　培3楚陽性率は夫々44％，42、5％である。

これらの認められた先行疾患よ1），紫斑発覗までの

10　　　　　　　　　　期間はTPては詞5FL　NTPては2～1・rレごあつ
た。

　縫載減少の有無にかXわらず＋本1置の発覗に航嬰な

6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役割な演ずるものはアレルギー性饗化とみなされてい

るo明らかなアレルギー講因（跡麻疹，II吊1息等）の認

∠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　められたものは，既ll歴においては18％　寒族歴にお

いては14％であ》つた。また1．lrギこ乳による典蟹的蹴ポ症

2　　　　　　　　　　　乳り己瑚を経験した。／tle＊t，lti，⑦はアレ、・・hX・嫌靴

して卵白アレルゲソエキスの皮内反臨；なり、1施し，全例

　　　12　3　4　夕6　ク　8　ク！0ノノ12〃　　　　　に陽性の1～賭継を得ているo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔5〕主要症状

かつた事に関係するものと考える。　　　　　　三・1三卿i鰍を表3セこ示1．tit：o即』らTPては縣曲n卜歯

Cl・m・・七等③も冬期酵僥症し，このtt（lr、je・X上　肉lilm李の出皿tL“鏑のつよい《、、　a）が多かv・・1たの徽

気道の感染と関連があるように思えると述べている。　　　し，NTPでは膿痛（66％）・関鱒iii（53％）を麟丸る

露木等⑦は冬と春，植田等⑫は春と秋，足立等⑬は冬　　　ものが多かつた。

から春等の撃節を多発季iに鵬げている。

　　　〔4〕先行疾患　　　　　　　　　　　　表3　　　　鴬要症状

（鐙燈鎌羅｝鵬票撒｝…r…｝畷少藻鯵藻
愚がみられた。これらのうち，感圏，1欄頭炎，アンギ　皮下li二1血

N’ i等の上気道炎に続発したNTPは26例（49％）で　　　琳　　1／M　　血．

あつた。又，発疹性疾患に伴うものとしては，明らか　　　　熱

に蘇麻疹が5例に先行した。水痘，風疹による留1例　　　　歯　肉　出　血

tD　TPと風疹，狸紅熱によるNTP各1例があつた。　　　　下　　　　　　ifit

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　血　　　　　　尿

　褒2　　先行疾患　　　　　　腹　　　 痛

　　　　　　　　　　一一一一一一一一一一一一一一　　　　　関　　　節　　　痛
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　　　　　計　1・｛37　が⑭，我・も蛭炎として手術綬け・糟・た・例

顯発現までの鯛i・一・5日1・～・・日

19

7　　α・m…等③購灘肋・1，｝・関鱗紬り，そ
4　　　　のうちの約半数にアレルギー一性素閃が認められたと記

5　　　　　述している。植田等⑫の報欝によれば，関節痛64・6

0　　　　　％・腹痛71．0％となつている。

1　　　　　　屡々本症では腹痛のため虫錘炎，腸閉塞等として外

1　　　　　科的手術を受ける揚合のあることが報告されている

一　　　　一『’t’．’t…t．’m’p’－t－”h－t』－W…『｝｝…’－ttt．’－L－t　　を経験した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肉眼的血尿はTPの2例，　NTPの10例に認められ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た¢なお，尿異常所見に関しては後述する。
C1・men・等⑤の統計醐察によれば，　TP　96榊　肝臓蜘ウ・，し得たもc。・V）．　TP，例．　NTP　23例細

65例・NTPユ40例中91例に上気道炎を主とせる急性　　　例（44％）であつたが，脾腫謝触如し褥たものは少

感染症がみられている・同様｝・・」・気1撚染と本症と　く，TP　2例，　NTP　4例計6例（9％）であつた。

の密接な関係を指摘するものが多い③⑫⑭。なお，　　　　一一般に脾腫は少かつたと報告するものが多いようで
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ある③⑦。しかしながらMills④の如く，TP　105例中　　　れるものと考えられる。好酸球数は5％以」：：のものが

21例，NTP　82例中10例にJl卑臓を触れ，そのうち異常　　　66例中燭例あつた・経過による特に醤しい変動は認め

に　献したものは少かつたけオ耀も，別脾例の・緻以　られなかつた・

上に腫大がみられたと報告冒歩るものもある。　　　　　　　　　　　　’

　　　　〔6〕血液所見　　　　　　　　図表3白前L球’好中…財ミ・好酸球数の撒多

　各種皿iL液所児を図：1乏2，3，4に示したo　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　（a）血色素吊：，赤ltll球数（隠i表2）　　　　　18000

　入院時1曲L色素罐，赤lflL球数の比較的増減がみら；l　t分　　　　16000

散の巾が広かつたのに対し，軽快時退院時に1歌改善さ　　　　阿000

れている。これらは川而、による貧r血と，III，ii’i吐下痢によ　　　　12000

るltlL液濃縮等のためによるものと考えられる。なお，　　　　IOOOO

貧rtlT，VC関してTPとNTPとの間に著幣がみられなか　　　　　8000

つた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6000
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　　。。　　　　　　　　　　　　　　（C）栓球数，出血騨野，ルンペル・レーデ現
盃　　雛　　　　鱒　　　　　　　　　　　象（図褒4）

襲：藷饗　il量灘：響霧1灘羅欝
　　2蹴’　：　　：の　　Ct，m，n・等③、・よオ、ばN・Pの轍肚力・3・万欄，

3i　　：　　°　　え，蜘。・5万，髄は83．4万であつたと述べてV、
e　　　　　　　　　　　o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るq
　　　　　　　●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lii、ittL時間はTPの全例に砥畏がみられた。しかしな
o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がら，これら癒例において栓球数と出血時問との間に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有意の相関々係は得られなかつた。　　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルンペル。レーデ現象はTP　12例（92％），　NTP↓7
°　聡噛　退陽　　例（32％）醐性であつた．麟減蠣度なものは，レ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソペル・レーデ現象も強陽性となる傾向を示した。

　　（b）　白』血球数，好中球数，t2：r酸球数（図表3）　　　TP例中には栓球数減少，ルyペル・レheデ現繰陽

　入院時白」直L球数の叢は著るしく，好中球増多を示す　　　性のま巧恩院するものもあったが，li廊時間は退院時

ものが多かった。特にこれらの傾向はNTPで顕著で　　　e“2　N’全例において正常化していた。

あつた。これは先行疾患の存在により著しく雅右さ　　　　凝固時閻は，TP，　NTP共に大多数が正常範囲内に
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嚢…　°　　　　　紫斑糀児・・榊18例（27，％，）　e。齢尿、・獅、

一一・一・SSI　－9　　撫ll編鷺；；：羅灘罎貌1糠易二難

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二木等⑪は1齢併症22棚・10例に赤雌の購を認

…糊翻2糊‘‘5　鞘…：糊　　め，遠轍灘お、・て・2伽6例曙鎌醐崩ら
　　A艇埼　　　　．軽較呼　　　　超遅汐テ　　　　　　れたと報告している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔9〕血漿の歯化学的所見

あつた・　　　　　　　　　　一部の癒例にっき入院暇は急欄に、臓の螺瞠
　　（d）　骨髄陳　　　　　　　　　　　　　　　　　的検査を行つた結果を図表6に示した。これを由田教

特発性騰減少性紫斑病晒のli田繊は94，0。O～　授等⑰⑱の繊小児における螺制ヒ・納所見と比

163・　OOOで，骨髄巨核球数はや工増加し・個々の巨核　　　較するとき，血漿氷点降下度は9例中3例がO．545。C

I球を頒するとP「°m・gak・・y。・yt・の駒する翻　肝の澱i茎1・を示し，」籐N・蟹、3例が・3・mEq／L

が多く・巨鰍の醐形成は全く不＋分であつた・　以下の低働示した。血！畷c1蹴骸ながら増灘
NTPの骨髄像はほN“正常であつたが，一部の例に赤　　　示した。　K鍛には著差がなかつた。かXる体液ト＿ヌ

芽球系の軽度増加するものがみられた・　　　　　　　　ス（氷点降下度，Na最）の変動は嘔吐，鳩血，不十

　　　　〔7〕赤沈値　　　　　　　　　 分な食餌の摂取等の原因により招来されるものと思オ．：

　赤沈値の変動を図表5に示した。即ち，赤沈値が21　　れる。

mm（1時間値）以上に促進するもの31例（47％），51　　　血漿NPN置は15例中約半数が30mg／d1以上であ

mm以上e：　IO例（15％）あつた。そのうち腎合併症を　　　り，50mg／d1以上のものが3例あつた。、NPN髄の測

有するもののt／aは高度に促進していた。一般に病目　　　楚を行つたものの大部分が腎合併症を伴つた症例であ

の経過と共に次第に正常値に近づいている。　　　　　　　り，特に高値を示したものはその後の経過が畏かつた

植購⑫は蝋麟瑚において赤沈徹、リウ・チ　ものである・と昏揃赫沈伽纈と郷注財べぎ

熱程促進せず腎合併症のあるものでも2ユmm以上に達　点と考える。

するものは少く，リウマチ熱，腎炎との鑑別点に挙げ　　　　」血湾総蛋自繋：Ct　5g／dl以下のものが2例認められ，

ている。我々の個々の例では相当に1足進するものもあ　　　いずれも腎合併症例であつた。
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図表6　　　1血エ漿の生化学的所見　　　　　　　　　　モソによる小児紫斑病の治療成績を1参照されたいo骸
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