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Ⅸ 先天性血小板減少症

 日常診療において血小板減少を診る機会は少なくない．血小板減少をきたす原因は多岐にわたるが，血小板

の産生低下，消費あるいは破壊の亢進，脾機能亢進に大別される．多くの場合は後天的要因によるものであ
り，肝硬変，SLE，特発性血小板減少性紫斑病（idiopathic thrombocytopenic purpura：ITP），急性白血病，再
生不良性貧血などが原因にあげられる．
 先天性血小板減少症はきわめて稀であると考えられてきたが，従来考えられていた程稀ではなく，日常診療

において十分遭遇する頻度で存在することが明らかになっている．
 また，確定診断がつかないために ITPと診断され，ステロイドなどによる不必要な治療を受けることも少な

くない．慢性 ITPと診断される症例の 10%程度には先天性血小板減少症が含まれていると考えられる．
 また，汎血球減少を呈する先天性骨髄不全症候群では血小板減少が先行することも多い．先天性血小板減少

症の治療は補充療法が中心となるが，不必要な治療を施行しないためにも確定診断は重要である．

フローチャート① 小型あるいは正常大血小板を伴う先天性血小板減少症の診断フローチャート
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・正常大血小板減少症の稀な疾患としてのチトクロム c異常症は巨核球数と血小板凝集能は正常であり，
　その鑑別には CYCS遺伝子解析を行う．

診断のフローチャート①



診断へのアプローチ

①疾患概念
　巨核球の増殖・分化異常，あるいは巨核球
からの血小板放出機構の異常により血小板数
が減少する先天性疾患である．
②分　類
　先天性血小板減少症は単一の疾患ではなく
原因は様々である．現在では30数種類の原因
遺伝子が判明している．遺伝形式や原因遺伝
子別により分類可能であるが，臨床的には血
小板サイズによる分類が容易で理解しやす
く，血小板サイズが小型である先天性血小板
減少症，正常大血小板の先天性血小板減少
症，血小板サイズが大型である先天性巨大血
小板性血小板減少症に分類される1,2）．疾患一
覧を表 1に示す．

　血小板サイズの指標となる平均血小板容積
（Mean platelet volume：MPV，正常値 7～12 

fL）は自動血球計数装置から算出されるが，
大型血小板が存在する場合は不正確になるた
めMPV値のみで血小板サイズを評価しては
ならない．そのため，末梢血塗抹標本上での
血小板形態観察と血小板サイズの評価は特に
重要である．小型血小板は正常MPV以下で
ある．末梢血塗抹標本上，赤血球大（直径 8

μm）以上は巨大血小板，正常血小板の 2倍程
度（直径 4μm）は大型血小板と判別する．
③診断基準
　先天性血小板減少症において共通した所見
は，1）生後からの血小板数の減少，2）血小
板減少をきたしうる他の疾患が否定できる，
3）出血症状を認める場合は点状出血や紫斑
などの粘膜出血，である．しかし先天性血小
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フローチャート② 大型あるいは巨大血小板を伴う先天性血小板減少症の診断フローチャート
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（GPIb/IX遺伝子解析） （GPIIb/IIIa遺伝子解析）

後天性要因の除外

大型あるいは巨大血小板

白血球封入体
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異常局在

MYH9異常症
（MYH9遺伝子解析）

NMMHC-IIA IF

（vWD測定）

・上記フローチャートで診断されない場合には TUBB1遺伝子解析を行う
・灰色血小板の場合には電顕解析を行う（Gray platelet症候群）
・赤血球形態異常がある場合には GFI1b，GATA1遺伝子解析を行う
・血小板α顆粒が巨大である場合には Paris-Trousseau/Jacobsen症候群を疑う

診断のフローチャート②



板減少症の原因は多様であるため，疾患ごと
に臨床像は異なる．診断基準案を表2に示す．
④鑑別診断
　小型あるいは正常大血小板を伴う先天性血
小板減少症と大型あるいは巨大血小板を伴う
先天性血小板減少症は異なる診断フロー
チャートにて診断される．

（1） 小型あるいは正常大血小板を伴う先天性
血小板減少症（フローチャート①）2）

　小型血小板を伴う先天性血小板減少症が疑
われる場合，フローサイトメトリー法により
白血球のWASP蛋白発現量を解析する．発現
低下を認める場合，WASおよびWIPF1遺伝子
検査を施行する3）．
　正常大血小板を伴う先天性血小板減少症が
疑われる場合，理学的所見が重要であり，上
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表 1 血小板サイズにより分類した先天性血小板減少症

血小板サイズ Disease 遺伝形式 遺伝子 特徴
小型 Wiskott‒Aldrich症候群 X，AR WAS，WIPF1 免疫不全，湿疹，易感染性

X連鎖性血小板減少症 X WAS 軽度の湿疹，易感染性
正常大 先天性無巨核球性血小板減少症 AR MPL 巨核球著減，骨髄不全へ移行

橈骨尺骨癒合を伴う血小板減少症 AD HOXA11，
MECOM

橈骨尺骨癒合，骨髄不全へ移行

橈骨欠損を伴う血小板減少症 AR RBM8A 橈骨欠損，年齢とともに血小板数
正常化

急性骨髄性白血病を伴う家族性血
小板減少症

AD RUNX1 AML/MDSへ移行

常染色体優性遺伝性血小板減少症 AD ANKRD26 血小板α顆粒減少，急性白血病へ
移行

チトクロム c異常症 AD CYCS 巨核球アポトーシス
大型あるいは
巨大血小板

MYH9異常症 AD MYH9

　　May‒Hegglin異常 明瞭な白血球封入体
　　Sebastian症候群 不明瞭な白血球封入体
　　Fechtner症候群 Alport症状を合併
　　Epstein症候群 Alport症状を合併，不明瞭な白血

球封入体
Bernard‒Soulier症候群 AR GP1BA，GP1BB，

GP9

GPIb/IX発現欠損

DiGeorge/口蓋心顔面症候群 AD 22q11.2欠失 隣接遺伝子症候群による GP1BB

欠失
GPIIb/IIIa異常症 AD ITGA2B，ITGB3 恒常的活性化型 GPIIb/IIIa
ACTN1異常症 AD ACTN1 血小板大小不同
2B型 von Willebrand病 AD VWF GPIb/IXに対する高親和性 vWF

TUBB1異常症 AD TUBB1 胞体突起形成不全
Gray platelet症候群 AR NBEAL2 α顆粒欠損
GFI1B異常症 AD GFI1B α顆粒減少と貧血を伴う
GATA1異常症 X GATA1 赤血球造血異常を合併
Paris‒Trousseau/Jacobsen症候群 AD 11q23欠失 隣接遺伝子症候群による FLI1欠

失，巨大α顆粒

AD：常染色体優性，AR：常染色体劣性，X：X連鎖性



腕X線検査により橈骨尺骨癒合を伴う血小板
減少症と橈骨欠損を伴う血小板減少症が鑑別
診断される．先天性無巨核球性血小板減少
症，急性骨髄性白血病を伴う家族性血小板減
少症，常染色体優性遺伝性血小板減少症では
疾患特異的な検査所見がないため，鑑別診断
には遺伝子検査が必要である4,5）．
（2） 大型あるいは巨大血小板を伴う先天性血

小板減少症（フローチャート②）
　大型あるいは巨大血小板を伴う先天性血小
板減少症が疑われる場合，フローチャート②
に示す系統的鑑別診断フローチャートにより
約 60%の症例で確定診断が可能である1）．顆
粒球細胞質にデーレ様封入体を認める場合，
May‒Hegglin異常に代表される MYH9異常症
の可能性が高く，顆粒球における非筋ミオシ
ン重鎖ⅡA蛋白の異常凝集同定により MYH9

異常症（口絵 9）と診断される6）．フローサイ
トメトリー法による血小板 GPIb/IXおよび
GPIIb/IIIa発現量解析では Bernard‒Soulier症
候群とその保因者および GPIIb/IIIa異常症が
診断される7,8）．Bernard‒Soulier症候群と 2B

型 von Willebrand病では出血症状を認め，血
小板のリストセチン凝集を欠如する場合には
Bernard‒Soulier症候群，低濃度において凝集
を認める場合には 2B型 von Willebrand病を疑
い，精査へと進む9）．以上において診断され
ない場合，血小板のβ1‒tubulin局在解析，進
展血小板における非筋ミオシン重鎖Ⅱ蛋白局
在解析により，それぞれβ1‒tubulin異常症お
よび ACTN1異常症が診断される10,11）．血小板
色調が灰色である場合にはgray platelet症候群
と GFI1b異常症12,13），赤血球形態異常を伴う
場合にはGATA1異常症とGFI1b異常症13,14），
血小板α顆粒が大型である場合には Paris‒
Trousseau症候群を疑う15）．各疾患の概要およ
び診断アルゴリズムは，日本小児血液・がん
学会ホームページの血小板委員会サイトに掲
載されているので，是非参照されたい 

（http://www.jspho.jp/disease_committee/itp.html）．
⑤重症度分類
　重症度分類を表 3に示す．ただし，出血症
状は血小板減少の程度とは必ずしも一致せ
ず，疾患によっては血小板数の低下が軽度あ
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表 2 先天性血小板減少症の診断基準（案）

診断基準
　1． 生後から持続する血小板数の減少（10万/μL以下）がある．
　　　 ただし，1～2万/μLと血小板減少が重度であったり，10～14万/μLと血小板減少が軽度

のこともある．
　2． 出血症状を認める場合は点状出血や紫斑などの粘膜出血が主であり，通常関節内出血は

認めない．
　　　出血症状は重篤なこともあり，出血症状を認めないこともある．
　3． 血小板減少をきたし得る他の疾患を否定できる．注 1）
　4． 以下の所見があれば確実性が増す．
　　 1） 家族歴を有する．
　　 2） 各疾患特異的な特徴や検査所見を有する（フローチャート①，②，表 1）．
　　 3） 先天性血小板減少症にみられる遺伝子変異を有する（フローチャート①，②，表 1）．
　5． 診断に際しては，1および 2によって先天性血小板減少症を疑い，3によって他の疾患を

除外し，4によって診断をさらに確実なものとする．

注 1）
　（ⅰ） 主として破壊の亢進によるもの：特発性血小板減少性紫斑病（ITP），SLEおよびその類縁疾患，抗リ

ン脂質抗体症候群，DIC，溶血性尿毒素症候群（HUS），血栓性血小板減少症（TTP），血球貪食症候
群，HIV感染症，Kasabach‒Merritt症候群など．

　（ⅱ） 主として産生低下によるもの：薬剤または放射線障害，再生不良性貧血，白血病，骨髄異形成症候群，
癌の骨髄転移など．

　（ⅱ） 産生の低下と破壊の亢進がともに関与しているもの：重症感染症など．
　（ⅳ） 他の先天性骨髄不全症：Fanconi貧血，Shwachman‒Diamond症候群，先天性角化不全症など．



るいは正常でも重篤な出血症状を呈すること
がある．

疫　学

①発症頻度
　先天性血小板減少症は稀少疾患であり，正
確な疫学データはない．大型あるいは巨大血
小板を伴う先天性血小板減少症家族性の発症
頻度は人口10万人当たり1人と推定されてお
り，MYH9異常症の頻度が最も高く全体の約
40%を占め，次いで Bernard‒Soulier症候群が
約 10%を占める．小型あるいは正常大血小板
を伴う先天性血小板減少症の発症頻度はさら
に低いと考えられ，Wiskott‒Aldrich症候群は
これまでわが国では約 60例が疾患登録され
ている1,2）．
②予　後
　生命予後は良好であるが，先天性無巨核球
性血小板減少症およびMECOM異常症では骨
髄造血不全による再生不良性貧血となる16）．
急性骨髄性白血病を伴う家族性血小板減少症
および常染色体優性遺伝性血小板減少症では
急性白血病などの血液悪性疾患を発症するこ
とがある17,18）．Wiskott‒Aldrich症候群および
X連鎖血小板減少症ではWASP蛋白発現の有
無により症例ごとに生命予後は異なる2,3）．

病因・病態

　血小板産生機構は，血液造血幹細胞からの
巨核球への分化，巨核球成熟，巨核球からの
血小板放出，の 3段階に大別される19）．正常

大血小板を伴う先天性血小板減少症では巨核
球増殖にかかわる遺伝子に異常があるため，
巨核球数の減少をきたす．巨核球からの血小
板放出への影響は少ないため，産生される血
小板サイズは正常である．ホメオボックス遺
伝子は胚発生の初期に組織の前後軸と体節を
決定するが，一部の遺伝子群は巨核球にも発
現するためハプロ不全により巨核球減少と前
腕形成異常をきたす5）．MPLは巨核球分化と
増殖に重要な役割を果たすが，造血幹細胞維
持にも働くため，先天性無巨核球性血小板減
少症では生後には巨核球減少を認めるのみで
あるが，徐々に造血幹細胞が枯渇し汎血球減
少を呈する16）．
　大型あるいは巨大血小板を伴う先天性血小
板減少症では，巨核球成熟および巨核球から
の血小板放出機構に異常をきたすことが病因
である20）．通常巨核球数の減少は認めない．
巨核球からの血小板放出は，巨核球細胞質か
ら形成される多数の糸状の細長い胞体突起に
生じる膨隆部分が前血小板として産生され，
流血中で正常大の血小板へと成熟する胞体突
起形成モデルが提唱されている19）．胞体突起
形成は微小管線維の伸長により起こり，同時
に細胞骨格蛋白の再構成が起こる．TUBB1異
常症やACTN1異常症の病因はここにある21,22）．
巨核球の分化と成熟は間質との接触，信号伝
達因子，サイトカイン・ケモカインなどの液
性因子の作用により時空間的に制御される．
巨核球に働く転写因子の異常により巨核球成
熟と胞体突起形成は阻害される．Bernard‒
Soulier症候群，GPIIb/IIIa異常症，2B型 von 

Willebrand病では接着蛋白とその受容体の異
常による信号伝達機構異常が病因である7,23,24）．

臨床症状

①出血症状
　臨床症状として出血症状を認める．出血症
状は点状出血や紫斑などの粘膜出血が主であ
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表 3 重症度分類（平成 26年度作成）

軽　　症 血小板数 5 万/μL 以上
やや軽症 血小板数 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満
中 等 症 血小板数 1 万/μL 以上 2 万/μL 未満
重　　症 血小板数 1 万/μL 未満

注 1） ただし，出血症状は血小板減少の程度とは必ずしも一
致せず，疾患によっては血小板数の低下が軽度あるい
は正常でも重篤な出血症状を呈することがある．



り，通常関節内出血は認めない．血小板数 5

万/μL以上の軽症例では出血症状を認めるこ
とは少ないが，血小板 GPIb/IXを欠如する
Bernard‒Soulier症候群では血小板数にかかわ
らず重篤な出血症状を呈する．2B型 von Wil-

lebrand病では遺伝子変異により異なるが血
小板数減少と血小板粘着機能異常による出血
症状を呈する9）．GPIIb/IIIa異常症は血小板無
力症と異なり，重篤な出血症状を呈しない．
ほかの先天性血小板減少症では，おおむね血
小板数と出血症状の程度は一致するが，Wis-

kott‒Aldrich症候群では血小板凝集能の低下
もあるために慢性 ITPより有意に頭蓋内出血
の頻度が多い．
②貧　血
　GFI1b異常症およびGATA1異常症では赤芽
球造血の異常があるため軽度の貧血を呈す
る13,14）．Bernard‒Soulier症候群では重篤な出
血症状があるため二次性貧血を呈する．先天
性無巨核球性血小板減少症では生後には巨核
球減少を認めるのみであるが，徐々に造血幹
細胞が枯渇し重症再生不良性貧血となる16）．
③合併症
　Wiskott‒Aldrich症候群とその軽症型のX連
鎖血小板減少症では免疫不全，湿疹，易感染
性を呈し，自己免疫疾患や悪性腫瘍を合併す
る例がある．橈骨尺骨癒合を伴う血小板減少
症と橈骨欠損を伴う血小板減少症では前腕骨
の異常を認める3）．急性骨髄性白血病を伴う
家族性血小板減少症および常染色体優性遺伝
性血小板減少症では急性白血病などの血液悪
性疾患を合併することがある17,18）．MYH9異
常症ではアルポート症状（腎炎，難聴，白内
障）を合併することがあり，遺伝子異常部位
によりその発症頻度に関連性がある25）．

治療法

①出血症状
　出血症状が著しい場合や手術などの外科的

処置の場合には血小板輸血を行う．日常の出
血予防ではε‒アミノカプロン酸やトラネキ
サム酸が用いられる場合が多い．止血管理に
難渋する症例には遺伝子組換え活性型凝固第
Ⅶ因子の有効性が報告されている．MYH9異
常症では TPO受容体作動薬の有効性が報告
されている．重要なことは，診断が確定した
時点で疾患の説明を十分に行い，日常生活の
指導や出血に対する教育を行うことである．
各種抗生薬や非ステロイド抗炎症薬は血小板
機能抑制作用を持つため注意が必要である．
②骨髄不全
　Wiskott‒Aldrich症候群，骨髄造血不全によ
る汎血球減少が進行する先天性無巨核球性血
小板減少症やMECOM異常症では同種造血幹
細胞移植が唯一の根治療法となる．至適前処
置法やドナー選択については今後多症例での
解析結果が必要である．Wiskott‒Aldrich症候
群では，これまでは骨髄破壊的前処置，HLA

一致同種骨髄移植が主体であったが，近年で
は骨髄非破壊的前処置の有用性や臍帯血移植
の成功例が報告されている．古典的なWis-

kott‒Aldrich症候群における移植時期に関し
ては，5歳以下での移植成績が有意に良好で
あるとする報告がある．先天性無巨核球性血
小板減少症やMECOM異常症に対する移植に
ついては報告症例数が少ないため全体像の把
握が困難であるが，低形成骨髄状態に対する
骨髄非破壊的前処置の有用性に関する検討が
今後期待される．
　適切な造血幹細胞移植ドナーが存在しない
場合，Wiskott‒Aldrich症候群に対する造血幹
細胞を標的とした遺伝子治療の臨床試験が現
在施行されている．

フォローアップ

　各疾患で特徴的な臨床所見や予想される合
併症を考慮しながら，出血症状や全身所見，
血液学的検査所見について，定期的かつ長期
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的なフォローアップを行う必要がある．特
に，Wiskott‒Aldrich症候群および X連鎖血小
板減少症では自己免疫疾患や悪性腫瘍の合併
の有無を，先天性無巨核球性血小板減少症や
MECOM異常症では汎血球減少への進行を，
急性骨髄性白血病を伴う家族性血小板減少症
および常染色体優性遺伝性血小板減少症では
急性白血病などの血液悪性疾患の合併の有無
を，MYH9異常症ではアルポート症状（腎炎，
難聴，白内障）の合併の有無と臨床所見の進
行に注意してフォローアップを行う必要があ
る．成人移行例では，血液内科専門医との適
切な時期での連携が必要となる．造血幹細胞
移植例では，移植後の短期的および長期的合
併症に留意しながら，移植後長期フォロー
アップを行うことが必須である．
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