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診療科の紹介 血液内科

血液内科スタッフ
後列左より　梶川医師、山田医師、中川副医長
前列左より　近藤部長、畑田医師、奥村部長　

秋冷の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力いただき感謝致します。

今月の診療科の紹介は、血液内科と皮膚科です。

外来受診表
月 火 水 木 金

初診 奥村 近藤

再診 中川 近藤 奥村 中川 奥村

再診 近藤

富山県立中央病院

地域連携室だより
やさしさ・信頼・安心

〒930-8550　富山市西長江2-2-78 ｜ TEL  076（424）1531 ｜ https://www.tch.pref.toyama.jp/

No.220
令和2年10月号

◆診療体制
　血液内科は、本年３月に丸山裕之医長、松本直樹医師の
退職後、4 月より中川紀温副医長、内科専攻医 2 年目の梶川
清芽医師、内科専攻医 1 年目の畑田達哉医師が赴任し、奥
村廣和部長、近藤恭夫部長、山田真也医師との計６名で外来
･入院診療を行っています（写真）。初診外来は火曜、木曜の
週 2 回ですが、再診外来を奥村部長、近藤部長、中川副医

長が担当していますので、お困りの症例がありましたら初診
日以外でもご相談ください（外来表）。

◆診療内容
　昨年度、116 例の新規入院患者さんをご紹介いただきまし
た。造血器悪性腫瘍が 99 例と、入院診療は全身化学療法
と造血幹細胞移植が主なものです。内訳ではリンパ腫が 63



例と最も多く、急性白血病 15 例、多発性骨髄腫 11 例、骨
髄異形成症候群が 5 例でした。造血幹細胞移植は、同種移
植が 18 例、自家移植が 7 例でした。非造血器悪性腫瘍で
主なものは、特発性血小板減少性紫斑病 5 例、再生不良性
貧血・赤芽球癆 3 例で、後天性血友病も1 例ありました。

◆症例提示
【MCV 130 超の大球性貧血と抑鬱を認めた 70 代女性】
　赤血球の大きさの指標である赤血球恒数、MCV (mean 
corpuscular volume ; 平均赤血球容積 ) を確認するだけで、
貧血の原因を特定出来る場合があります。MCV は血算を確
認すると他の赤血球恒数と伴に報告されますが、ヘマトクリッ
ト (Ht) と赤血球数からも計算出来ます {Ht (％ )/ 赤血球数 
(x 106/μ l) x 10}。一般住民の約 3％は MCV 100 fl 以上の
大赤血球症で、これに貧血を伴うと大球性貧血と定義されま
す。大赤血球症や大球性貧血の原因は、アルコール性、肝疾
患、薬剤性、溶血性貧血、巨赤芽球性貧血、骨髄不全症（骨
髄異形成症候群や再生不良性貧血など）の他、慢性腎不全、
甲状腺機能低下症などがあり、観察集団の地域や年齢によっ
てその頻度は異なります。甲状腺機能低下症や慢性腎不全の
殆どは MCV 115 fl 未満で、115 fl を超えると骨髄不全症、
アルコール性の頻度が高まります。一方、MCV が 130 fl を
超える非常に大きな赤血球の大球性貧血をみた場合、その原
因はほぼ巨赤芽球性貧血です。この他の原因はヒドロキシカ
ルバミド、抗 HIV 治療薬など特殊な状況よりありません（図）。

　半年ほど前から、めまい感、ふらつき、抑鬱、食欲低下、
体重減少を認めている 70 代の女性に、進行性の貧血を認め
たことから当院にご紹介頂きました。症状を認めるようになっ
て 2 ヵ月後の採血では、ヘモグロビン濃度 (Hb) 9.4 g/dl で

したが、来院時 Hb 6.4 g/dl まで低下し、MCV は 133 fl と
著名な大赤血球症を伴っていました。伺うと胃潰瘍に対して
手術歴がありました。葉酸 9.7 (3.6-12.9) ng/ml と正常です
が、ビタミン B12 101 (223-914) pg/ml と低下しており、胃
切除後ビタミン B12 欠乏による巨赤芽球性貧血と診断されま
した。ビタミン B12 製剤の筋注を開始すると、投与翌週には
食欲が改善し、めまい感、ふらつきもなく、ご家族からもすっ
かり元気になったとお話しがありました。症状改善時の Hb
はまだ 7.5 g/dl でしたので、めまい感、ふらつきは貧血症状
ではなく、抑鬱、食欲低下と合わせビタミン B12 欠乏によるも
のと判断されました。

　巨赤芽球性貧血は、ビタミン B12 もしくは葉酸の欠乏によっ
て、活性型葉酸による核酸合成が障害された結果引き起こさ
れる造血障害で、大赤血球症を呈します。大球性貧血の原因
の約 2 割を占め、殆どがビタミン B12 欠乏によるものです。
骨髄における巨赤芽球性変化と無効造血 （骨髄内溶血） が特
徴で、貧血が先行しますが、進行例では汎血球減少を来すよ
うになります。ビタミンB12 は動物性食品から摂取されますが、
極端な菜食主義を除き摂取不足によりビタミン B12 が欠乏す
ることは希で、欠乏の原因として悪性貧血の頻度がもっとも
高く、胃切除後と合わせて原因の約 9 割を占めます。悪性貧
血というのは自己免疫性胃炎に続発する巨赤芽球性貧血のこ
とで、自己抗体（抗内因子抗体、抗胃壁細胞抗体）により傷
害された壁細胞での胃酸と内因子の産生・分泌が低下した結
果、ビタミン B12 の回腸からの吸収が障害され発症します。
このため萎縮性胃炎や炎症性腸疾患、小腸切除後の他、H2
受容体拮抗薬、プロトンポンプ阻害薬やメトホルミンの長期
内服によっても食餌性ビタミンB12 の吸収障害が起こりえます。
肝臓に蓄えられたビタミン B12 は腸肝循環で再利用されるこ
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MCV値を指標とした⼤⾚⾎球症、⼤球性貧⾎の分類

MCV 80 100 114 130

⼤球性

巨⾚芽球性貧⾎
薬剤性 (ヒドロキシカルバミド)

⾻髄不全症、溶⾎性貧⾎、⾻髄性⽩⾎病
アルコール性、肝障害 など

慢性腎不全
甲状腺機能低下症 など

Takahashi N, et al. Int J Hematol (2016) 104:344–357.より改変
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とから、摂取・吸収が低下してビタミン B12 が欠乏するまで 3
〜 5 年かかりますが、大赤血球症を認める様になって 1〜 2
年ほどで貧血の進行を認める様になり、MCV 110 fl 程度にな
ると貧血の進行が早まります。長期に H2 受容体拮抗薬、プロ
トンポンプ阻害薬を処方する場合、血算の確認や非食餌性に
ビタミン B12 の補充を考慮するなど注意が必要になります。
　巨赤芽球性貧血は全身的なビタミン B12 欠乏症ないし葉酸
欠乏症の一症候ですので、ビタミン欠乏による舌の痛み、食
欲低下、便秘などの消化器症状、手足の痺れや歩行困難、見
当識障害などの神経学的合併症の他、ビタミン B12 欠乏症で
はうつ病になりやすいことがわかっています。ビタミン B12 欠
乏症の約 25％は神経学的合併症のみで貧血を伴いません。
　巨赤芽球性貧血による検査異常としては、前出の著明な大
赤血球症の他、無効造血により、間接ビリルビン上昇、LDH
増加、ハプトグロビンが低下しますが、溶血性貧血と異なり
網状赤血球数は正常あるいは低下していることが特徴です。
　治療はビタミン B12 製剤としてメチルコバラミンの筋注が一
般的です。経口摂取されたビタミン B12 の約 1 〜 5％は内因
子を介さずに受動的拡散で回腸から吸収されることから、高
用量のビタミン B12 製剤の内服は一定の効果を期待させるも

のですが、吸収効率には個人差があり適切なビタミン B12 経
口薬の種類や投与量が定まっていないことから、わが国では
非経口投与が原則となっています。ビタミン B12 欠乏に対して、
葉酸を単独投与すると貧血は改善しますが神経症状が悪化す
ることがあるので注意が必要です。
　高齢に伴う認知機能低下や抑鬱として、巨赤芽球性貧血が
見過ごされているかもしれません。神経症状は不可逆的にな
る場合がありますので、早く気づいてあげることが大切です。
血清ビタミン B12 値 200 pg/m 未満でビタミン B12 欠乏と判
断しますが、抗内因子抗体陽性の悪性貧血症例では偽高値
を示すことがあります。また、巨赤芽球性貧血に鉄欠乏性貧
血を合併している場合には、MCV が正常値あるいは低値を
示すこともあります。診断にお困りの症例がありましたら是非
ご相談ください。

（文責　近藤）

診療科の紹介 皮膚科

皮膚科スタッフ
後列左より　伏田医師、石井部長、志田看護師（WOC）
前列左より　木田医師、八田部長、藤元看護師（WOC）

外来受診表
月 火 水 木 金

午
　
前

１診 八田 八田 八田 八田 八田

２診 石井 石井 石井 石井 石井

３診 木田 伏田 伏田 伏田 伏田

午
　
後

１診 八田

手　術

石井

２診 石井 伏田

３診 伏田

◆診療体制
　皮膚科は現在、八田尚人部長、石井貴之部長、伏田奈津
美医師、木田尚子非常勤医師（月・金午前のみ）の常勤医
師 3 名、非常勤医師 1 名の 4 名で外来・入院診療をおこなっ
ています。褥瘡管理やスキンケアについては志田麻依子、藤

元岬皮膚排泄ケア認定看護師に診療協力をいただいており、
外来は担当看護師 1 名と応援看護師 1 名の 2 名体制で対応
しています。お困りの症例がありましたらいつでもご相談く
ださい。

※初診は午前のみ



◆診療内容
　当院は 2020 年 3 月 16 日付けで重症薬疹診
療拠点病院の認定を受けました。これは厚生労
働省主導の研究班により認可を受けるもので、当
院は全国で 84 番目の認定病院となります。2015
年 1 月には難病医療法にて重症薬疹であるス
ティーブンス・ジョンソン症候群（Stevens-Johnson 
syndrome：SJS）および中毒性表皮壊死症（Toxic 
Epidermal Necrolysis：TEN）が難病の対象に
再度指定されています。また、昨今の化学療法の
進歩およびそれに伴う実施件数の増加により、分
子標的薬による皮膚症状や免疫チェックポイント
阻害薬による皮膚障害など、多種多様な薬疹が経
験されるようになりました。これらの背景から各
地域における重症薬疹に対する診療体制の整備
が求められており、この度当院はその要件を満た
した次第です。重症薬疹は皮膚以外にも粘膜症状を伴ったり、
発熱や臓器障害などの全身症状を伴うことが多いです。状況
に応じて眼科や内科の医師とも相談しながら治療しています。
　従来は、薬疹 ＝ 該当薬剤に対するアレルギー ＝ 該当薬
剤の使用禁止、という認識が強かったと思います。しかしな
がら、一部の分子標的薬では、薬剤そのものの作用の一つと
して皮膚症状を生じることが知られており、ある程度の皮膚
障害が出現することを前提に投薬されています。手足症候群

（図 1）やざ瘡様皮疹（図 2）、爪囲炎などがそれに該当しま
すが、これらの症状はアレルギー性に生じるものではないこ
とから可能な限り投薬を続けながら皮膚症状をコントロール
することが求められます。内科や外科の先生方もガイドライ
ンに従って予防薬の投与をしていただいておりますが、広範

囲の皮膚障害を生じた症例や皮膚障害により ADL を大きく
損なうような症例では皮膚科も併診で対応しています。状況
により投薬の減量や休止などを要することもありますが、患
者さんが可能な限り治療を継続できるように当科でもサポー
トさせていただいています。がん治療という目的から、皮膚
障害は何とか我慢して病状を改善したいと願う患者様がほと
んどです。しかしながら、皮膚障害は顔面や露出部に多発す
ると審美面に大きな影響を及ぼしますし、爪囲炎や手足症候
群の重症例は歩行障害も生じます。効果のある薬剤を出来る
だけ続けたいという患者さんの気持ちに少しでも応えられるよ
うにスキンケアや生活指導、投薬治療を行っていますが、い
かんせん原因となる分子標的薬の投与が続く限り、なかなか
完治には導けません。それでも時間の経過と共に皮膚障害が
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図 2　ざ瘡様皮疹図図 1　手足症候群

図 5　白斑反応図 4　扁平苔癬様皮疹図 3　乾癬様皮疹
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徐々に軽減したり、乾皮症などの別の皮膚症状に変化するこ
とがあるため、がん治療の継続と生活の質の確保の両立を目
標に加療しています。
　免疫チェックポイント阻害薬も近年、次 と々開発されていま
す。これらの薬疹では一般的な赤みの強い紅斑型の薬疹以
外にも一見通常の湿疹のようにみえる乾癬様皮疹（図 3）や
扁平苔癬様皮疹（図 4）などが存在します。薬疹とは異なり
ますが免疫現象の一つとして皮膚の色素の一部が抜ける白斑

（図 5）を生じることもあります。また、投与期間中のみでな
く、投与終了後も半年程度は薬剤性の皮膚障害を生じる可能
性が示唆されており、薬疹を生じた患者様が過去に免疫チェッ
クポイント阻害薬による治療を受けていたとなると被疑薬の
絞り込みが非常に難しくなります。また、稀に免疫チェックポ
イント阻害薬による SJS や TEN の症例をみとめることもあ
り、当院でも 90% の皮膚剥脱を生じたTEN の症例を経験し
ております（図 6a, b）。これらの治療においては早期診断と
早期治療介入が必須であり、全身管理に加えて感染対策に留
意した剥脱皮膚の管理を要し、口腔内や眼・消化管などの粘
膜病変の治療も他科の先生方のお力を借りながら対応してい
ます。
　 薬 剤 過 敏 症 候 群（Drug Induced Hypersensitivity 
Syndrome：DIHS）も重症薬疹の一つです。その皮膚症状
は様々ですが、共通して言えることは被疑薬の投与開始後、
数週から数ヶ月後に発症することが多いことです。また薬剤
中止後も症状の遷延をみとめることが多く、ヒトヘルペスウ
イルス 6 型などのウイルスの関与が示唆されています。原因
薬剤は抗けいれん薬が圧倒的にに多いですが、近年は様々な
薬剤で報告されています。薬剤中止後の再燃リスクも高いこ

とから、治療も通常の薬疹に比べると長期間のステロイド投
与が必要になることが多いです。
　それ以外にも薬疹やアナフィラキシーの原因検索として薬
剤リンパ球試験・パッチテスト・プリックテストや皮内テスト
なども適時施行しています。一方で因果関係の明らかなアナ
フィラキシー症例に最初に皮内テストを行うことは非常に危
険であり、これらの検査によって逆に検査薬に対する感作を
誘導してしまうリスクもあります。その症例の経過背景を吟味
した上でその適応と検索方法について検討しています。薬剤
の関与を疑うような皮膚症状でお困りの症例がありましたら、
ご相談いただければ幸いです。

（文責　石井）

図 6b（背部）
全身管理と大量ステロイド投与にて軽快

図 6a（背部）　TEN 型薬疹：
ピーク時には全身の 90％の皮膚が熱傷様に剥奪
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がん診療に関する相談支援センター
　ホームページアドレス　https://www.tch.pref.toyama.jp/
地域連携室（医療機関向け）電話076－424－1531／内線3177
　メールアドレス　chiikirenkei@pref.toyama.lg.jp
医療相談室（患者・ご家族向け）電話076－424－1531／内線9130・9307
　メールアドレス　kango@pref.toyama.lg.jp

「地域連携室だより」の送付を希望されない場合は
下記までご連絡下さい。
富山県立中央病院　地域連携室
○代表電話　076（424）1531／内線3177
○予約専用　076（491）7160　○ＦＡＸ　076（491）7109
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科  名 医 師 名 不  在  日

眼　　　　 科
山田医師 25日(水)、27日(金)

高辻医師 26日(木)

歯科口腔外科 小島歯科医師   2日(月)、13日(金)

科  名 医 師 名 不  在  日

脳 神 経 内 科 島医師 20日(金)

外 　 　 　 科 吉川医師   6日(金)

※不在日につきましては、代わりの医師が対応いたします。

11月の外来診療に関する医師不在日は、下記のとおりです。2

★…医療機関スタッフの方々の
　　公開学習の場としています。
　　お気軽にご参加ください。

12月開催予定11月開催予定

★第138回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
日 時：令和2年12月3日（木）18時から
場 所：富山県立中央病院　５階ホール

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会） 
日 時：令和2年12月10日（木） 19時から
場 所：富山県立中央病院　中央病棟B 1階会議室

★中央病院病診連携談話会
日 時：令和2年12月14日（月） 19時から
場 所：富山県立中央病院　5階ホール

★第137回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
日 時：令和2年11月5日（木）18時から
場 所：富山県立中央病院　５階ホール

★中央病院病診連携談話会
日 時：令和2年11月9日（月） 19時から
場 所：富山県立中央病院　5階ホール

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会） 
日 時：令和2年11月12日（木） 19時から
場 所：富山県立中央病院　中央病棟B 1階会議室

胸部レントゲンカンファレンス
日 時：令和2年11月19日（木）19時から
場 所：富山県立中央病院　中央病棟B１階会議室

小児科病診連携症例検討会
日 時：令和2年11月26日（木）19時から
場 所：富山県立中央病院　中央病棟B 1階会議室

★第109回　漢方症例検討会
日 時：令和2年11月27日（金） 19時から
場 所：富山県立中央病院　先端医療棟棟会議室１・２

連携談話会・症例検討会のご案内１

お 知 ら せ

換気、手指消毒、ソーシャルディスタンス確保、
環境整備を徹底して実施いたします。

編集後記 　暑い夏が過ぎ、少し肌寒く感じられる今日この頃、秋の気配を感じられるようになりました。今年は四季がはっきりとしてい
るように思われます。個人的には雪が好きなので、今年はたくさん降ってほしいなと思っています。雪道の運転は大変ですが…。
　家で飼っているポメラニアンも秋支度をはじめたようで、抜け毛のブラッシングと掃除とに奔走しております。旅行の秋とい
えども今年は遠出ができそうにないので、近場で愛犬と季節を楽しんでいます。一緒にリンゴを食べたりドッグランへ行ったりと、
例年以上に「特別な秋」を満喫しています。旅行のような大きなワクワクも楽しいですが、愛犬と過ごす日常の小さなひととき
も幸せだなと改めて感じる今年の秋のはじまりです。 （地域連携室　保健師　高橋明日香）


