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　　　　　紫斑病における血小板動態の検討
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　要旨　未治療の特発性血・1・板減少性紫斑病12例と健常例8例において，1111n一自家血L小板による血小板交

代率，IfiL小板寿命，血小板の生体内分布，さらに血小板の産生と崩壊のバランスを検討するために血小板交

代率と標識血小板の脾臓およひ肝臓の放射能の総和の比率（Platelet　production／clearance　index）を比較し

た．血小板数と血小板寿命の間には有意の正相関が認められた．脾臓と肝臓の放射能の総和と血小板寿命の

間に逆相関を認めた．platelet　production／clearance　indexと血小板数の間には全例の比較で正相関を認め

た．血小板交代率は12例中8例において低下が認められたが，血小板数と血小板交代率の間には有意の相関

が認められなかった．特発性血小板減少性紫斑病の重症度に影響を与える因子として網内系における血小板

の破壊機転が最も重要であるが，血小板の産生低下が血小板減少に与える影響も無視できないことが結論で

きた．

1．はじめに

　特発性血小板減少性紫斑病（ITP，　idiopathic

thrombocytoPenic　purpura）は抗血小板抗体によ

り網内系における」flL小板の破壊が九進し，　lfit小板

減少症が惹起される自己免疫疾患である1－3）．

5iCr標識血小板を用いた初期の研究ではITPに

おいては血小板寿命が短縮し，血小板交代率

（platelet　turnover）が正常もしくは克進し，血小

板寿命と血小板数が正の相関を示すことから血小

板減少の原因として血小板の破壊機序が最も重要

であると推論されていた4・5｝．
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抗体が巨核芽球の有効産生率を低下させるという

報告もなされ6・7），結論は得られないままであっ

た．1111n－oxineによる血小板標識法の導人以来，

ITPにおいては血小板の破壊のみならず産生も障

害されるという報告が散見されるが8－12），詳細は

明かでない．本研究では，この点を明らかにする

ために1111n標識血小板を用い，　ITPにおける血

小板交代率，血小板寿命，血小板の生体内分布，

さらに血小板の産生と崩壊のバランスを検討する

ために血小板交代率と標識血小板の脾臓および肝

臓の放射能の総和の比率（platelet　production／

clearance　index）を算出し，血小板減少症の重症

度と比較検討を行った．

H．対象および方法

　1）対　　象

　慢性期のITP　12例と健常例8例を対象とした．

ITPの診断は原因不明の血小板減少症を呈し，骨

髄穿刺で低形成を示さないものとした．薬剤や他

の疾患によると考えられる二次性のITPは除外
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した．検査実施時に患者群は未治療であり，健常

例は検査実施の少なくとも2週間前は薬剤を服用

していない健常志願者とした．年齢はITP群で

21歳から61歳健常群で28歳から64歳である．性

別はITP群で男性3例，女性9例，健常群で男

性6例，女性2例である．

　2）血小板標識，動態および分布測定

　血小板標識は自家血80　mtを肘静脈よりACD

採血し，血小板分離後ACD加生食において
1111n－tropolone13）により標識後，　ACD加乏血小

板血漿で洗浄し，再びACD加乏血小板血漿にて

懸濁し静注した．平均投与量はITP群で179．5土

46．6μCi（約6．6　MBq），健常群で152．8土60．8μCi

（約5．6MBq）であった．

　血液試料は標識血小板静注2，5，10，15，30，60，

90，120分後と6時間後および，最初の試料の放

射能の10％以下になるまで毎日肘静脈から

EDTA採血した．放射能は全血1mtより血小板

を分離しウエル型シンチレーションカウンター

により測定した．血小板寿命はMurphyの
multiple－hit　modell4）により測定した．血小板の

回収率は循環血液量を75m／／kg体重とし標識血

小板の減衰をゼロ時間に外挿し，標識血小板の総

投与放射能で除することにより測定した．血小板

数は位相差顕微鏡で測定した．血小板交代率は血

小板数を血小板寿命および血小板回収率で除する

ことにより測定した15）．

　標識血小板の臓器分布はITP群では標識血小

板静注2，96時間後，健常例においては2，216時

間後に中エネルギー高解像型コリメータを装着し

たガンマカメラにて170keV，240　keVのピーク

にて20万カウントのイメージを収集した．撮像は

脾臓および肝臓を中心に前面および後面像を得た．

関心領域を脾臓および肝臓において2時間後と最

終イメージで同一の部位に設定し，標識血小板の

集積の程度は前面像と後面像の放射能の相乗平

均16）を，投与した標識血小板の放射能（／tCi）およ

び収集時間（分）で除し8），cPm（counts　Per　minute）／

μCiで表した．

　3）統計解析

　2群間の比較にはMann－Whitney　U試験，3群

間の比較には一元配置分散分析とBonferroni法

を用いた．2つの変数の相関は直線回帰分析を行

い有意性はt一試験により検定した．デーigは

mean±1SDで示す．

111．結　　果

　D　血小板数および血小板動態

　Table　1に健常群とITP群の血小板動態，血小

板分布の測定結果を示す．血小板交代率は2群の

間で有意差を認めなかった．平均血小板数は健常

群で254土81×109／L，ITP群で26土16×109／Lで

あり，ITP群で有意の血小板数減少傾向を認めた

（P〈0．Ol）．血小板寿命は健常群で8・90±0・79日，

ITP群でL58士0．94日でありITP群で有意の血

Table　l　Results　of　examinations　in　control　and　ITP

Platelet　count

　（x109／L）

PST（day）

Number　of　hits

Recovery（％）

Splenic　uptake

　（cpm／ltCi）

　　2hr
　　final

Hepatic　uptakc

　（cpm〃’Cり

2hr
final

S／L（cpm／μCi）

2hr
final

SfL（cpm／μCi）

2hr
final

Platelet　turnover

　（x109／L／day）

PIC　index

Control
（n－8）

254土81

　ITP
（n－12）

26士J6

Pvalue

・、O．01

8．90士0．79　　　1．58土0．94　　　　k、O．Ol

l2．5土11．0　　　　1．0土O　　　　　　L　O．01

67」：と7．5　　60．9土13．3　　　NS

15．6：L1．8　　　19．8士13．5　　　　NS

16．6土1．5　　　25．7土17．8＊　　　NS

10．1土1．9　　　　19．0：］：11．6

9．9：tl．3　　　19．3士15．6

1．53：と0．33　　　L92：と2．16

1．68：』0．21　　2．65士2．60

25．7：t3．1

28．9土4．9

425土7．9

38．9士13．2

45．1土16．7＊＊

31．1±16．5

S
S

N
N

S
S
N
N0．01

KO．Ol

NS

1．56十〇．43　　0．76±O．41　　　KO．01

PST：platelet　survival　time，　S：spleen，　L：liver，

P／C：platelet　production／clearance．

＊P〈0．05，and＊＊P＜0，01　compared　with　the　2　hr

imaging　time，
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小板寿命の短縮傾向を認めた（P＜0．01）．標識血

小板の放射能の減衰パターンは健常例では直線的

であるのに対して，ITP群では1相性の対数的な

減少傾向を認め，multiple　hit　modelによる“hit”

数は健常例で12．5士ll．0，　ITP群では1．0±0であ

った（P＜0．01）．しかし血小板交代率はITP群で

31．1土16．5×109／L／dayであるのに対して，健常例

では42．5土7．9×109／L／dayであり有意差は認めら

れなかった．

　2）　血小板分布

　標識血小板の各臓器における取り込みの程度の

比較では（Table　1），　ITP群と健常例の間で，脾臓，

肝臓，脾臓と肝臓比（S／L）のいずれもが，2時間

後および最終のいずれのイメージにおいても有意

差を示さなかった．しかし脾臓と肝臓に取り込ま

れた放射能の総和（S＋L）は2時間後および最終

857

のいずれのイメージにおいても有意にITP群の

ほうが健常例群よりも高かった（いずれもP＜

0．01）．また2時間後のイメージと最終イメージに

おける標識血小板の取り込みの推移の検討では

ITP群においてのみ最終イメージにおいて脾臓に

おける放射能（P＜0．05）と脾臓および肝臓の放射

能の総和（P〈0．Ol）が増加傾向を示した．最終イ

メージにおける健常例の脾臓および肝臓における

放射能のmean土2SD値によりITP群の血小板の

取り込みパターンは3型に分類することが可能で

あった（Fig．1）．すなわち，6例（50％）が脾型，

5例（41％）が肝型，1例（9％）が正常型であっ

た．脾型では脾臓および肝臓に取り込まれた放射

能は，それぞれ37．9土16．3，9．2士3．3cpm／μCi，肝

型では11．0士5．4，37．7士13．4cpm／μCiであった．

また脾型，肝型における脾臓と肝臓の放射能比

CORRELATION　BETWEEN　PLATELET　LOCALIZATION
　　　　　　　　AND　PLATELET　COUNT
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Fig．1　Relationship　between　platelet　count　and　the　degree　of　platelet　uptake（cpm／μCi）

　　　in　each　organ　96　hr　after　labeled　platelet　injection．　Shaded　area　represents　mean士

　　　2SD　value　in　the　control．
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Table　2　Relation　between　platelet　sequestration　and

　　　　platelet　count　or　platelet　surviva1

Platelet　count Platelet　survival

Spteen

　2hr
　final

Liver

　2hr
　final

S／L

　2hr
　final

S十L
　2hr
　final

一一丁

0．026

0．006

一
〇．441

－ 0．539

O．229

0．478

一
〇．415

－
O．496

P r P

NS　　　　－0．219　　　NS

NS　　．0．192　　NS

S
n
b

N
N

O．290　　　　NS

O．410　　NS

NS　　－0．096　　NS

NS　　　O．141　　NS

NS　　－O．479　　NS
NS　　－O．587　P＜0．05

（S／L）はそれぞれ4．65士2．23，0・31寸0・16であった・

　3）血小板分布と血小板寿命，血小板数の相関

　血小板分布と血小板寿命，血小板数の相関関係

をFig．1およびTable　2に示す．血小板数と脾

臓および肝臓における血小板の取り込み，S／L・

SVLの間には2時間後，最終イメージのいずれ

においても有意の相関関係を認めなかった．しか

し血小板寿命と臓器分布の比較では最終イメージ

におけるS：．Lとの間に有意の逆相関関係が認め

られた（r＝　0．587；P＜0．05）．

　4）血小板数と血小板寿命，血小板交代率およ

　　びplatelet　production／clearance　indexの関係

　血小板数と血小板寿命の間には，患者群，全例

の比較のいずれにおいても正の相関関係が認めら

れた（患者群にてr＝0．856，P〈0・00｜，全例にて

r－O．966，P〈0．001，　Fig．2）．血小板数と血小板交

代率の間には，患者群，全例のいずれにおいても

有意の相関性は認められなかった．platelet　pro－

duction／clearance　indexは骨髄からの血小板の産

生と網内系における破壊のバランスを評価するた

め，血小板交代率と最終イメージにおける脾臓お

よび肝臓に集積した標識血小板の放射能の総和の

比率を求めた12｝．Fig．2に示すごとく全例の検討

では血小板数とplatelet　production／clearance

indexの間に正の相関関係が認められたが（r－

0．787，P＜0．001），患者群のみの検討では有意の相

　RELATIONSHIP　BErWEEN　PLATELET　COUNT
AND　THE　PLATELET　SURVIVAL，　PLATELET　TURNOVER，

AND　PLATELET　PRODUCTION／CLEARANCE　INDEX
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Fig．2　Correlation　of　platelet　count　with　platelet

　　　survival，　platelet　turnover，　and　platelet　produc－

　　　tion／clearance　index　in　patients（●）and　con－

　　　trols　（○）．　（一），　regression　line　in　patients；

　　　（…　），regression　line　in　total　subjects　including

　　　patients　and　controls．

関は認められなかった（r＝0．421）．さらに血小板

交代率とplatelet　production／clearance　indexは

ITP群では，健常例と比較して分散が大きい傾向

にあ・，た．すなわちITP群12例中8例が血小板

交代率が健常例のmean－2SD以下を示し，7例が

platelet　production／clearance　indexが健常例の

mean－2SD以下を示した．　ITP群におけるplate－

let　production／clearance　indexは健常例に比較
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Table　3　Type　of　platelet　sequestration　and　platelet　kinetics

　　Type　of　platelet

　　sequestration

ITP
　Spleen　　　　（n＝6）

　Liver　　　　　　（n＝5）

　Control　　（n＝8）

Platelet　count
　（×109／L）

32士19＊＊

15士4＊＊

253士55

Platelet　survival　　　Platelet　turnover　　　Platelet　production／

　　（day）　　　　　　　　（×109／L／day）　　　　　　　　clearance

1．7土1」＊＊

1．2土0．4＊＊

8．9：と0．8

35．4土16．1

19．7ヨ：21．5

42．5士7．9

0．86士0．51＊

0．59士028＊＊

L56±0．44

＊P・0．05and＊＊P・fo．01　compared　with　control．

して有意の低下を示した（0．76土0．43vs．1．56→

0．43；P＜0．05）．

　Table　3は，標識血小板の取り込みパターンと

血小板数，血小板寿命，血小板交代率，platelet

Production／clearance　indexの関係を示したもので

ある．血小板数，血小板寿命，platelet　Production／

clearance　indexは脾型，肝型のいずれにおいても

健常例と比較して有意の低下または短縮を認めた．

しかし血小板交代は両群の間で有意差を認めなか

った．また脾型，肝型の間で血小板数，血小板寿

命，血小板交代率，platelet　production／clearance

indexの有意差は認められなか・）た．

IV．考　　察

　本研究はITPにおけるtilL小板の減少機序の解

明のために行ったものである．自家血小板の標識

にわれわれは1111n－tropoloneを用いた．1111n－1血

小板は，従来から血小板標識に使用されていた

5iCr・一∫lit小板と比較して，高標識率であるために採

JfiLtsが少なくてすむ，ガンマイメージングに適す

るなど多くの利点を有する13）．

　今回の検討では，ITP群12例中11例において血

小板寿命が3日以下を示し，血小板寿命が正常範

囲にある症例は認めなかr・た．標識血小板の末梢

血からの減衰は対数的であり，血小板の無選択性

の崩壊はmultiple　hit　modelの極端に低い“hit”

数に反映されていると考えられた．血小板数と血

小板寿命の間に高い正の相関関係があることから，

ITPにおける血小板減少の機序として血小板の破

壊が重要な因子であることが示唆された．

　標識血小板の脾臓および肝臓への取り込みパ

9一ンは本研究では脾型6例，肝型5例，正常1

例であり，従来からの報告と比較すると8”10・1？），

肝型の比率がやや高い傾向があった．重症ITP

の検討でHeynsらはlo），　spleen／liver　ratioが1．4

以下のものに顕著な血小板減少症，血小板回転の

低下，初期イメージにおける肝での血小板の取り

込みの増加を示すものが多いことを報告した．わ

れわれの検討では肝型を呈する症例は，脾型を呈

する症例に比較して血小板数の減少と血小板寿命

の短縮傾向は認めたが，有意差はなかった．脾臓

および肝臓への標識血小板の取り込みの程度と血

小板数，血小板寿命の比較において，統計的な有

意性が認められたのは脾臓および肝臓に取り込ま

れた血小板の放射能の総和と血小板寿命の逆相関

関係だけであった．この点に関してはわれわれの

結果はStrattonの報告18）と一致する，血小板減

少の強い症例で肝における血小板の取り込みが高

い原因としては，抗血小板抗体による感作の程度

が軽い例では血小板が主として脾臓で比較的ゆる

やかに破壊されて行くのに対して，血小板抗体に

よる感作の程度が強い例では血小板がすみやかに

肝臓で破壊されるのではないか19）と考えられて

きた．しかしわれわれの結果では，標識血小板の

局在がITPの重症度をよく反映するという結果

は得られず，血小板の破壊の重症度をよく反映す

るのは脾臓および肝臓に取り込まれた血小板の放

射能の総和であるという結論が得られた．

　末梢血の血小板数は骨髄からの血小板の産生と

網内系における血小板の破壊の程度のバランスで

決定される．すなわち血小板数の変動は，血小板

交代率あるいは血小板寿命の変動によって左右さ

れる．多くの論文において，ITPでは血小板数は

血小板寿命と正の相関関係があることが報告され

Presented by Medical*Online



860 核医学　27巻8号（1990）

ており20～22），このことは血小板減少症における

血小板の網内系における破壊機転の重要性を示唆

する．しかし1111n一自家血小板を用いた検討では

重症ITP例で血小板寿命および血小板交代率が

血小板数と正の相関を有すること10），摘脾および

プレゾニゾロンによる治療例を含めた検討では

platelet　production／clearance　indexが血小板数と

最も高い相関性を有することが報告されてお

り12），明確な結論は得られていない．1111n一自家

血小板を用いたITP例の検討で，　Ballemら12）は

プレゾニゾロンは脾臓および肝臓における血小板

の破壊に影響を与えることなく，骨髄における血

小板の産生を増加させることにより，末梢血の血

小板数を増加させるのではないかと推論している．

さらに摘脾成功例では術後血小板の破壊と産生の

いずれもが改善しており，失敗例では両指標のい

ずれもが改善していなかったという．このことは

摘脾が抗血小板抗体を多く産生する臓器を摘除す

ることにより，血小板の破壊のみならず産生も改

善することを示唆する．従来の摘脾の決定には血

小板分布が脾型で血小板交代率が高いものが選択

されたが，この選択には賛23｝否24’両論がある．

本研究の結果からは摘脾の適応がいかなる症例か

は結論できないが，血小板交代率の低い症例も適

応に入れることは可能かも知れない．

　われわれの症例では，血小板数とplatelet　pro－

duction／clearance　indexは健常例と比較して低下

していたが，血小板交代率は有意差を認めなかっ

た．Platelt　production／clearance　indexのITP例

における低下は血小板寿命の短縮に影響されると

ころが多いと考えられた．しかし血小板交代率は

症例による分散が多大であり，12例中8例が健常

例のmean－2SD以下を示した．以上のことから，

ITPにおいて血小板減少症の主因は肝臓および脾

臓における血小板の破壊であるが，血小板の骨髄

からの有効産生率の低下も血小板減少症の重要な

原因となりうることが示唆された．将来ITPの

治療と血小板動態，血小板の生体内の局在の変化

を比較することにより，ITPにおける血小板減少

症の成因がより明らかになると考えられた。
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Summary

Platelet　Production，　Clearance　and　Distribution　in　Patients

　　　　　　　with　Idiopathic　Thrombocytopenic　Purpura

Yoshinari　lsAKA1，　Junichi　KAMBAyAsHI2，　Kazufumi　KIMuRA3，　Akira　UEHARA4，

　　　　　Kazuo　HAsHIKAwA4，　Masayasu　MATsuMoTo5，　Takenobu　KAMADA5，

　　　　　　　Masatoshi　IMAizuMii，　Keiichi　AsHiDA1，　Hirofumi　NAKAYAMA1，

　　　　　　　　　　　　　　Koji　MATsusHITAI　and　Toshiyuki　FuRuKAwA1

　　　　　　　　　　　iDeρar’〃ient（Of　Cardiovasc〃～ar　Medicine，　Osaka～Vational　Hosp〃al

L’

Second　Depar’〃le〃’（）1’　S〃rgerγ，3β∫o〃iedical　Research　Cen’er，4DMぷ’o〃of／Vuelearルtedic’ne　and

　　　　　sFirst　Deρart〃1e〃’q〃nterna1ルfedicine，　Osaka［Universityルfedicat・School，　Osaka

　　We　have　studied　8　normal　subjects，　and　12

patients　with　idiopathic　thrombocytopenic　purpura

whose　platelet　counts　ranged　from　9×109／L　to

40×109／L．Autologous　platelets　labeled　with　1111n－

tropolone　were　used　for　evaluation　of　mean

platelet　surviva1，　platelet　turnover，　Platelet　seques－

tration　sites，　and　platelet　production（turnover）to

clearance（sum　of　platelet　uptake　in　the　liver　and

the　spleen）　ratio．　Platelet　survival　correlated

directly　with　platelet　counts．　There　was　no　signifi－

cant　correlation　between　the　platelet　sequestration

pattern　and　platelet　count，　survival，　or　turnover．

Sum　of　platelet　uptake　in　the　liver　and　the　spleen

showed　a　significant　inverse　correlation　with　plate－

let　survival，　No　significant　correlation　was　found

between　platelet　turnover　and　platelet　count．　There

was　a　significant　correlation　between　the　platelet

production　to　clearance　index　when　all　subjects

were　analyzed．　The　distribution　of　platelet　turn－

over　showed　considerable　individual　variation；

eight　of　twelve　patients　showed　platelet　turnover

less　than　mean　minus　2SD　of　the　control　value，

but　others　showed　normal　range．　We　conclude

that　although　platelet　destruction　mechanism　in

RES　shows　a　primary　role　of　thrombocytopenia，

impaired　rate　of　effective　thrombopoiesis　may

also　contribute　to　disease　severity　in　ITP．

　　Key　words：Thrombocytopenia，　ITP，

surviva1，1111n－platelets，　platelet　turnover，

Platelet
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