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1 緒 言

従来急性 白血 病 といえば高熱,高 度の貧血,鼻 出

血 歯齦 出血,皮 下出血等の著明 な出血傾向,口 腔

内潰瘍,肝 脾腫な らびに全身性の リンパ節 腫大等 き

わめて重篤,か つ多彩な症状を もつてわれ われ の も

とを訪れ,入 院後 も急速に病状悪化 し,死 の転 帰を

とるものが大部分 とされていた.と ころが近年上記

症状を まつた く欠いた り,あ つて もご く軽微 な初 発

症 状を示 すいわゆ るmildな 型の急性 白血病 に遭遇

す ることが多 くなつて きた.か か る傾 向はすでに太

田1),大 橋2),木 村3)ら によ り報告 され て い たが
,

近年内科 におけ る白血病 長期生存例 の検討3)-6)に お

いて,急 性 白血病 の長期生存例に初期 の病 像が穏和

な例が多 いとい う事実 が明 らか とな り,こ れは 白血

病における宿主 側要因の重要 性を示唆す る もの とし

て注目されてい る.そ こで急性 白血病初期 像の穏和

化の確認 とその実態 を明 らかにす る目的 で本編 の研

究を行なつた.

2 研究対象ならびに研究方法

1) 研究対象

昭和28年 よ り昭和40年 末までの過去13年 間に平木

内科教室 に入 院せ る急性 白血病237例 を研究対象 と

した.対 象 とせ る患者 の年 次的病 型的分類 はTable

 1.の ごとくで,当 教室 に お いて は 単球性 白血病 が

近年減 少傾向 にあ ることが注 目され る.

2) 研究方法

研究 資料 として は患者 の当科診療記録を用 いた.

主 た る血液所見な らびに臨床所見を重症 よ り軽症 に

いた る3段 階に分 か ち,各 段 階に属す る症例 のその

年 に入 院せ る患者総数 に対 す る比率を算 出 し,そ の

年次 的推移 を比較検討す るとともに13年 間 を第 Ⅱ期

:昭 和28～32年,第 Ⅱ期:昭 和33～36年,第 Ⅲ期:

昭和37～40年 の3期 に分 か ち,そ の趨勢 を比較検討

した.

3 研 究 成 績

1) 末梢血液像

ⅰ) 血 色 素 量(Fig. 1)

血色 素量40%以 下 の高 度 の貧血 を示 す症 例 は,最

高 は昭和31年 の61.1%,最 低 は昭 和39年 の21.8%

であ り,第 Ⅰ期57.0%,第 Ⅱ期45.2%,第 Ⅲ期28.2

%で あつて,年 別 およ び期別 とも近 年明 らか に減少

傾向を示 してい る.

血色素量40～70%に 属す る症例 は第 Ⅰ期33.8%,
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Table 1.

Fig. 1. Hb

第 Ⅱ期39.3%,第 Ⅲ期54.6%で,近 年 は約半数 を 占

めてい る.

さ らに 血色 素量70%以 上 の軽 度な症例 も第 Ⅰ期

9.2%,第 Ⅱ期15.5%,第 Ⅲ期17.2%で 次第 に増加

の傾向を示 してい る.

ⅱ) 赤 血 球 数(Fig. 2)

Fig. 2. RBC

血色 素量 とほぼ平行せ る傾 向が認 め られ る.す な

わ ち赤血 球数200万 以下 の高度 の貧血 を示す症例 は,

第 Ⅰ期66.2%,第 Ⅱ期47.6%,第 Ⅲ期31.0%で 近

年 明 らかに減少傾 向を示 して い る.

赤血球 数200～350万 の症例 は第 Ⅰ期24.6%,第 Ⅱ

期38.1%,第 Ⅲ期51.7%で 近年は この範囲の赤血球

数 の例が約半数 となつてい る.

赤血球数350万 以上 の軽度貧血の症例は,第 Ⅰ期

9.2%,第 Ⅱ期14.3%,第 Ⅲ期17.3%で 徐 々に増加

して きてい る.

ⅲ) 白血球数 および 白血病芽細胞率(Fig. 3, 4)

Fig. 3. WBC

Fig. 4. Blasts in periph. blood

白血球 数1万 以下 の症例 に年別推移は昭和32年, 

36年, 40年 に ピー クを示 してい るが期別では第 Ⅰ期

33.9%,第 Ⅱ期37.7%,第 Ⅲ期40.7%と 徐 々に増

加 してい る.

白血球数1万 ～10万 で あつた例は年別に大体減少

の傾向に あ り,期 別で も第 Ⅰ期52.3%,第 Ⅱ期48.2
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%,第 Ⅲ期47.7%で 僅 かなが ら漸減 して い る.

10万以上の高度な白血球数増多を示 した症例 は,

年別では 昭和35年 の26.3%を 最高 とし昭 和38年 の

4.2%を 最低 として1～2年 ごとにかな りの増減 が

みられており,期 別で も第 Ⅰ期13.8%,第 Ⅱ期14.1

%,第 Ⅲ期11.6%と あま り変化がな く,ほ ぼ平行状

態にあ る.

白血病芽細胞率では10%以 下 と低い場合が年別 で

は年によつてかな りの増減がみ られ るが,期 別で は

第 Ⅰ期22.6%,第 Ⅱ期22.9%,第 Ⅲ期34.9%で,特

に最近 の第Ⅲ期でそれ以前の約1.5倍 に増加 して い

る.

60%以 上を 白血病芽細胞で 占 めた 例は,第 Ⅰ期

25.8%,第 Ⅱ期30.1%,第 Ⅲ期24.4%で 近年減少 し

たとはいえない.

中間の10～60%の 例 も,年 別の変動が激 しいが,

期別にす ると第 Ⅰ期51.6%,第 Ⅱ期47.0%,第 Ⅲ期

40.7%で 漸減 してい る.

ⅳ) 血 小 板 数(Fig. 5)

Fig. 5. Platelets

血小板数10万 以上の 軽度 な例 は 期別で は 第 Ⅰ期

13.1%,第 Ⅱ期11.3%,第 Ⅲ期17.6%で 最近 の第

Ⅲ期に増加 してお り,年 別で も昭和37年 以降年毎 の

増率がみ られ る. 3万 以下 の高度 な血小 板減少例 は

年別の変化が 大き い が,期 別で み ると第 Ⅰ期52.5

%,第 Ⅱ期51.2%,第 Ⅲ期53.0%と ほ とん ど変 り

がない.

中間の血小板数3～10万 にあつ た例は,年 別に は

血小板数3万 以下の例 とは逆 の増 減を示 して お り,

これはその境界附近の血小板数例 が統 計上いずれ に

入る数であつたかによ ると思われ る.期 別では第 Ⅰ

期34.4%,第 Ⅱ期37.5%,第 Ⅲ期29.4%で 第Ⅲ期 に

やや減少 していた.

なお,血 小板数20万 以上の良好 な例を示 した症例

は第 Ⅰ期1.6%,第 Ⅱ期4.8%,第 Ⅲ期9.0%と 明 ら

かな増加を示 して いる.

2) 骨髄 像

ⅰ) 白血病芽細胞率(Fig. 6)

Fig. 6. Leukoblasts in myelogram

白血病芽細 胞の百分率が60%以 上 の高度 な例は第

Ⅰ期28.6%,第 Ⅱ期39.4%,第 Ⅲ期29.1%で あ り,

 20～60%の 例はそれぞれ37.5%, 29.6%, 32.9%で

あつて一定 の傾向な く同率20%以 下 の症 例は第 Ⅰ期

33.9%,第 Ⅱ期31.0%,第 Ⅲ期38.0%で 第Ⅲ期にや

や増加 傾向が うかが える ぐらいであ る.し か し同率

10%以 下 の症例を検討す ると第 Ⅰ期18.8% (64例 中

12例),第 Ⅱ期19.0% (84例 中16例),第 Ⅲ期25.8%

(89例 中23例)で 第 Ⅲ期 におけ る明 らかな増加が確

認 され る.

ⅱ) 赤芽球系百分率(Fig. 7)

(Fig. 7. Erythroblasts is myelogram

赤芽球 系百分率が5%以 下 に減少 した症例 は第 Ⅰ

期75.4%,第 Ⅱ期65.7%,第 Ⅲ期64.9%と 漸減 し,

一方 同率 が15%以 上 保たれて い る症 例は第 Ⅰ期8 .8

%,第 Ⅱ期20.0%,第 Ⅲ期22.1%と 上昇 してきて

い る.こ れ は前述の末梢血 中赤血球数 および血色 素

量の変化 を裏付 けるもので あろ う.赤 芽球系百分 率

5～15%の 中間の例は第 Ⅰ期15.8%,第 Ⅱ期14.3

%,第 Ⅲ期13.0%で わず かな漸減で あつた.
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3) 臨 床 症 状

ⅰ) 出血 性 素 因(Fig. 8)

Fig. 8. Hemorrhagic state

出血傾 向の全 く認め られない ものは第 Ⅰ期29.2%,

第 Ⅱ期42.7%,第 Ⅲ期42.0%で あ り, 34年 頃 よ り増

加状態 がほぼ続 いてい る.出 血 傾向の顕著に認 めた

例 は第 Ⅰ期34.6%,第 Ⅱ期30.5%,第 Ⅲ期19.6%と

特 に最近 減少 してい る.軽 度 の出血傾 向が あつ た も

のは第 Ⅰ期36.2%,第 Ⅱ期26.8%,第 Ⅲ期38.4%

と第 Ⅱ期が少ないが,出 血 傾向の全 く認 めない例が

増加 したため と思われ る.

2) 肝,脾,リ ンパ 節 腫(Fig. 9, 10, 11)

Fig. 9. Hepatomegaly

肝 腫で2横 指以上 触知す る症 例が昭和34年 頃よ り

漸減 して お り,期 別 で も第 Ⅰ期27.4%,第 Ⅱ期27.7

%,第 Ⅲ期20.5%で 近年が最 も少ない.肝 腫 を全 く

触知 しな い例 は,第 Ⅰ期33.9%,第 Ⅱ期30.0%,第

Ⅲ期36.1%で 一定 の傾 向を示 さないが,昭 和40年 で

は52%に 達 してい る. 2横 指迄 の触知 の例は第 Ⅰ期

38.7,第 Ⅱ期42.3%,第 Ⅲ期43.4%で わずか に

増加 しつ つあ る.

脾腫 はまつた く触知 しない例が第 Ⅰ期70.5%,第

Ⅱ期51.2%,第 Ⅲ期65.1%で 第 Ⅱ期 に減少 して お

り,年 別 で も昭和34年 に44.6%で 最 低であ るが,そ

の後 は増加 の傾 向にあ る.脾 腫2横 指以上を触知 し

た ものは第 Ⅰ期3.3%,第 Ⅱ期20.7%,第 Ⅲ期16.9

%で 第 Ⅰ期に比べ るとⅡ期 Ⅲ期の増 率が大 きい. 2

横 指迄 の触知は第 Ⅰ期26.2%,第 Ⅱ期28.1%,第 Ⅲ

期18.0%で 最近減少 してい る.

Fig. 10. Splenomegaly

Fig. 11. Lymphadenopathy

リンパ節腫は全 く触知 しない例が第 Ⅰ期35.0%,

第 Ⅱ期32.5%,第 Ⅲ期41.7%で 最 近は増加 して きて

い る.一 方,高 度 の リンパ 節腫を認め るものは,近

年 は もつ とも減少 して お り,第 Ⅰ期18.3%,第 Ⅱ期

28.9%,第 Ⅲ期13.1%で あ る.軽 度な リンパ節腫の

あ るもの は第 Ⅰ期46.7%,第 Ⅱ期38.6%,第 Ⅲ期

45.2%で,第 Ⅱ期に低いのは,高 度触知例が多かつ

たた めであろ う.

ⅲ) 発 熱(Fig. 12)

Fig. 12. Fever
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Fig. 13.

無熱 は第 Ⅰ期(0%)に 全 くみ られな かつ たが,

第Ⅱ期(2.5%)と 第Ⅲ期(2.7%)に 散見 され るよ

うになつてい る. 39℃ 以上の高熱は第 Ⅰ期29.0%,

第Ⅱ期32.9%で あ るが,第 Ⅲ期には13.3%と 著 しく

減少 して おり,こ れは年別に も昭和37年 以 降急激 に

減少 した ことが 明 らかで ある. 39℃ 迄の 発熱 は第

Ⅰ期71.0%,第 Ⅱ期64.6%,第 Ⅲ期84.0%で ある.

4) 病 型別 比較(Fig. 13)

以上の主た る臨床 な らびに血 液所見 の年次的変貌

を急性白血病 の病型別 に比較 して み る.発 熱 で は

39℃ 以上 の症例 の 第Ⅲ期におけ る減少 は急性骨 髄

性 白血病(AML),急 性 リンパ 性 白血病(ALL)で

は著明で あるが,単 球性 白血病(ML)で は あ まり

顕著ではない.

赤血球数で は200万 以下の症例 の減少傾 向は急性

骨髄性 白血病 にもつ とも著明であ り,一 方350万 以

上 の症 例は急性 リンパ性 白血病に もつ と も多数 に認

められ る.し か しその年次的推移は あま り顕著 では

ない.

白血球数では1万 以下の症例が急性 リンパ性 白血

病においては もつ とも多 く,さ らに第Ⅲ期 において

著明な増加が傾向を示 してい ることが知 られ る.な

お,単 球性 白血病では, 10万 以上の症例 も漸増傾 向

にあ る.

次に末梢血中芽 球百分 率は,急 性 リンパ 性白血病

において10%以 下 の症例 が漸増 し, 60%以 上の症例

が激減 しつつあ ることが もつ と注 目され る.ま た,

単球性 白血病では第Ⅲ期 において10%以 下 の症例 の

増加が と くに顕著で あ り, 60%以 上 の症例は まつ た

く認め られていない.

4 総括並びに考按

以上過去13年間に当科に入院せる急性白血病患者

の初診時 におけ る臨床的 な らびに血 液学 的所見の年

次的推移 につき統計的観察を行 なつたが,全 体を通

じて近年 臨床 症状が軽微で急性症状 を欠 き,血 液所

見 も比較 的良 好な,い わ ゆるmild typeの 急性白血

病が増加 し,激 症 型が減少す る傾 向にあ ること,す

なわ ち急性 白血病 の病像にい ささか変貌 の存す るこ

とを確認 した.ほ ぼ 同様 の ことが すで に1958年 太

田1)ら に よる東海地 区に おけ る白血病 の臨床統 計学

的研究の中 において も指摘 さ れ て い る.す なわ ち

1948年 以前 の急性 白血病症例 の多 くが 口腔 内出血,

潰瘍等 を主 訴 とす るのに対 し,そ の後 においては こ

れ ら激 しい症状を主訴 とす る症 例が次第に減少 し,

貧血 を主 訴 とす る症例が増 加 した.こ の事実 はその

発病状 態が きわめて緩徐 になつてい ることを示す所

見で あ るとのべてい る.ま た星 野7)は1948年 以後15

年 間におけ る白血病病像 に関 し検討 した結果,初 診

時 に末梢 白血 球数10万 以上 の症 例,リ ンパ節腫高度

の症例,出 血 傾向著 明な症 例,発 熱高度の症例が減

少 し,肝 脾腫,貧 血 の著 明でない症例が増加 して い

るとのべてい る.さ らに龍 井8)ら は1928～1965年 の

急性 白血病 につ き統計的観察 を行 なつた結果 ほぼ 同

様な結果 をえてい る.近 年 国の内外に おいて 白血病

長期生存 例の検討 が 行 なわれ て い るが4)5),長 期生

存の要 因の1つ として化学療法 の進歩以外にかか る

宿主要 因の穏和化 も関与せ る ものと考え られ る.

かか る病像 変貌を惹起せ る成 因に関 しては必ず し

も明 らか でないが,少 な くと もその1つ として まず

想定 され る ことは推定発病 よ り診断確定 まで の期 間

の短縮,す なわ ち医療機関 の充実,血 液検査技術 の

進 歩,マ ス コミによ る白血 病に対す る一般的知識 の

普 及向上等 々によ り早期診 断の行 なわれ るように な

つた こと等が 推定 され る.龍 井8)ら は この点 に関 し

1928～47年, 1948～57年, 1958～65年 のABC 3群



546　 石 崎 雅 信

に分 か ち検討 した結 果,か か る傾 向は認め られ なか

つた とのべ,急 性 白血病の病像 の質 的変化 とみ るべ

きであ ると してい る.し か し われわれは 上 記の Ⅰ,

 Ⅱ, Ⅱ期 につ いて検討 した結果,推 定 発病 よ り診断

確定 までの期 間 は平 均 そ れ ぞれ3.4カ 月, 3.0カ

月, 2.3カ 月 であ り, Ⅰ期よ りⅡ期, Ⅲ期にすすむ

につれて短縮 してい るこ とを 確 認 した(Fig. 14).

一方 かか る病像 の変貌に関 し病型別 に検 討 した結果

ALLに おいて もつ と も明 瞭 に 認め られた.し か る

に当科 に入 院せ る急性 白血病患者 の病型別の年次 的

分類 をみ るにAMLが 減少 し, ALLが 増加傾 向に

あ ることが知 られ る.し たがつ て これ もその間接 的

成因の1つ と考 え られよ う.し か しALL自 体 にお

け る初発症状 の緩 和化の成因につ いて は不明であ る.

近 年発癌に おけるビールスの関与 の問題 が大 き くと

りあげ られ,マ ウスにおけ る実験 白血病 について ビ

ールス説が確立 され てい ることは周知 の ごと くで あ

る.ビ ールス以外 のcarcinogenと して放 射 線,発

癌性化学 物質,ホ ル モ ン等 が挙 げられ るが,か か る

exogenous factorの うち,従 来存 しなかつた ものが

文 明発達 と ともに増え,わ れわれの周囲 をと りまい

てい ることがかか る白血病病像 の変貌の成 因の1つ

とな つ て い る の ではなか ろ うか と も推察 さ れ る.

最 近 のLeukemia Clueter9)10)の 報 告 も これ を 示

唆 す るものか も知れない.

Fig. 14. Periods between onset of symptom

 and decision of diagnosis

次にかかる臨床的急性症状を伴なわない病型の名

称に関し大橋2)らは急性,慢 性という表現は本来の

臨床経過を表わし,別 に血液学的特徴を示す表現を

つけ加えて,急 性骨髄芽球性白血病,急 性前骨髄球

性白血病,慢 性骨髄芽球性白血病などと呼称するこ

とを提案している.し かし近年における化学療法の

進歩により急性白血病の長期生存例も多く報告され

るようになつており,一 方細胞回転,細 胞遺伝学等

の立場からも急性白血病と慢性白血病とのあいだに

は大 きな相違 が認 あ られ て きてい る11).し たがつて

急性,慢 性 の言葉を単 に臨床 経過のみの表現に用い

ることはなお問題が あると思 われ る.

5 結 論

昭和28年 よ り昭和40年 末 までに当科に入院 した急

性 白血 病患者237例 を,第 Ⅰ期(昭 和28～32年),第

Ⅱ期(昭 和33～36年),第 Ⅲ期(昭 和37～40年)に

分 け,各 期に おける初 診時 の主た る病像を統計的に

比較検 討 し次 の成績 を得た.

1) 末 梢血液像:血 色 素量は40%以 下 の高度 な例

が第 Ⅰ期57.0%,第 Ⅲ期28.2%と 最近減少 し, 70%

以上 の軽度な例 は第 Ⅰ期9.2%,第 Ⅲ期17.2%と 増

加 して い る.赤 血球数 もほぼ 同様な傾 向で200万 以

下 の高度 な場 合が第 Ⅰ期66.2%,第 Ⅲ期31.0%と 半

減 して い る.白 血球数 は1万 以下 の例が第 Ⅰ期33.9

%,第 Ⅲ期40.7%と 増加 して お り,白 血 病 芽 細 胞

率 も10%以 下 の軽い例が第 Ⅰ期 の22.6%よ り第11期

34.9%と 増加 してい る.血 小板数10万 以上 の軽度な

例が第 Ⅰ期13.1%よ り第Ⅲ期17.6%と 上昇 している.

2) 骨髄像:白 血病芽細胞率 は20%以 下 の症例が

第 Ⅰ期33.9%,第 Ⅲ期38.0%に 増加 して いる.赤

芽球系細胞 の百分率 は5%以 下 の高 度低下 が第 Ⅰ期

75.4%で あつたが 漸減 し,第 Ⅲ期には64.9%と な

り, 15%以 上 に保たれて い る例 は第 Ⅰ期の8.8%か

ら第Ⅲ期22.1%に 上昇 してい る.

3) 臨床症状:出 血性素 因はまった く認 められぬ

例 が第 Ⅰ期29.2%か ら第Ⅲ期42.0%へ と増加,一 方

著 明な 出血性素 因の例 は34.6%か ら19.6%へ と漸減

してい る.肝 腫 は2横 指以上 の触知例が第 Ⅰ期27.4

%か ら第Ⅲ期20.5%へ とやや減少 してい る.脾 臓は

一定 の傾 向をみ ない.リ ンパ節腫 は触知な しが第 Ⅰ

期35.0%,第 Ⅲ期41.7%で 近年増加 し,高 度な触知

例 も第 Ⅰ期18.3%が 第Ⅲ期13.1%と やや減少 してい

る.高 度の発熱 を認 めた例 は第 Ⅰ期29.0%で あつた

が,第 Ⅲ期に は13.3%に 減少 して いる.

以上の成績より近年初期の臨床並びに血液所見が

比較的穏和な急性白血病が増加してきたことを確認

し,併 せて単球性白血病の漸減と急性リンパ性白血

病が増加の傾向にあることを確認し,若 干の考察を

加えた.

擱 筆す るに 当 り御 懇篤な る御指 導と御校閲を賜わ

つ た恩師 平木教授 並びに喜 多島講 師に深甚の謝意を

表 する.
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本論文の要 旨は昭 和41年,第28回 日本血液学会総会 において発表 した.
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Clinical and Statistical Studies on the Changes of the Clinical 

Pictures of Leukemia

Part 1. On the Changes of the Clinical Pictures of Acute

 Leukemia in the Initial Stage

By

Masanobu ISHIZAKI

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School 

(Director: Prof. K. Hiraki)

On 237 cases of acute leukemia admitted to our clinic from 1953 to 1965, the main symp

toms and hematological findings in the initial stage were statistically evaluated. The observa

tion time was devided into 3 periods; Ⅰ (1953～1957), Ⅱ (1958～1961)and Ⅲ (1962～1965).

1) Peripheral blood picture:
Severe cases with hemoglobin below 40% (Sahli) were 57.0% during the Ist period and

 were 28.2% during the Ⅲrd period. On the other hand mild cases with hemoglobin above

 70% were 9.2% during the Ist period and increased to 17.2% during the Ⅲrd period.

Similar tendency was observed on red blood cell count (R. B. C.). Severe cases with R. B. C.

 below 2×106 were found in 66.2% during the Ist period and decreased to 31.0% during the

 Ⅲrd period.

Mild cases with white blood cell count below 1×104 were found in 33.9% during the Ist

 period and increased to 40.7% in the Ⅲrd period.

Mild cases with leukemic blasts below 10% showed an increase from 22.6% in the Ist 

period up to 34.9% in the Ⅲrd period.

Mild cases with thrombocytes above 1×105 increased from 13.1% in the Ist period up to

 17.6% in the Ⅲrd period.

2) Myelogram:
Mild cases with leukemic blasts below 20% increased from 33.9% in the Ist period up

 to 38.0% in the Ⅲrd period.

Severe cases with erythroblastic cells below 5% gradually decreased from 75.4% in the

 Ist period up to 64.9% in the Ⅲrd period. Mild cases in which we maintained erythroblastic

 cells above 15% increased from 8.8% inthe Ist period up to 22.1%in the Ⅲrd period.

3) Clinical symptoms:
Mild cases without hemorrhagic diathesis increased from 29.2% in the Ist period up to
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42.0% in the Ⅲrd period. While severe cases with remarkable hemorrhagic diathesis gradually 

decreased from 34.6% in the Ist period up to 19.6% in the Ⅲrd period.

Cases with hepatomegaly of more than 2 finger breath showed a slight decrease from

 27.4% in the Ist period up to 20.5% in the Ⅲrd period.

No conclusive tendency was observed on splenomegaly.

Cases without palpable lymphnodes were increased from 35.0% in the Ist period to 41.7

% in the Ⅲrd period, while cases with remarkable lymphadenopathy decreased from 18.3%

 in the Ist period to 13.1% in the Ⅲrd period.

Cases with high grade fever decreased from 29.0% in the Ist period up to 13.3% in the 

Ⅲrd period.

From these results the author confirmed that relatively mild cases of acute leukemia on

 admission have gradually increased recently.

In addition the tendency of decrease of monocytic leukemia and increase of acute lympho-

cytic leukemia was observed.


