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鼻出血を契機に判明した後天性血友病 Aの 1例
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後天性血友病 Aとは、凝固第Ⅷ因子に対する自己抗体が出現し出血症状を呈する疾患

である。われわれは鼻出血を契機に発見された後天性血友病 Aの 1 例を経験した。症例

は 73歳、男性。鼻出血を繰り返し、当科を受診した。出血点を認め焼灼するも再出血し

た。APTT延長を認めたため当院血液内科に紹介し、後天性血友病と診断され現在治療

中であり、治療開始後は再出血なく経過している。後天性血友病の初発症状は、皮下や筋

肉内の出血が多く、鼻出血を契機に発見された症例はまれである。比較的まれな疾患では

あるが、診断が遅れれば、頭蓋内出血や腹腔内出血といった致死的な出血を来す可能性が

ある。早期診断・治療が重要であり、耳鼻咽喉科医も知識を有しておくべき疾患である。
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は じ め に

耳鼻咽喉科医として最も診察する機会の多い出

血性疾患といえば鼻出血である1)。中には止血が

困難で入院加療を要する場合や、動脈結紮や動脈

塞栓を要する症例もある2),3)。当院においては夜

間休日の救急外来で耳鼻咽喉科医の診察を受けた

患者の 11％が鼻出血患者であり、そのうち 41％

が入院加療を要した4)。このように、難治性鼻出

血は頻度、重症度ともに重要な耳鼻咽喉科救急疾

患といえる。

後天性血友病 Aとは、血液凝固第Ⅷ因子に対

する自己抗体（第Ⅷ因子インヒビター）がさまざ

まな要因により出現し、出血症状を発症する疾患

である5)。2011 年に後天性血友病 A診療ガイド

ラインが作成され 2017年に改訂されたばかりで

あり、耳鼻咽喉科を含む外科系医師にはまだまだ

馴染みの薄い疾患の一つである。初発出血部位は

皮下、筋肉内、消化管などが多い6)。本疾患は、診

断が遅れれば頭蓋内出血や腹腔内出血といった致

死的な出血を来す可能性もあり7)、早期診断・早

期治療が望ましい疾患である。文献的考察を交え

報告する。

症 例

症例：73歳、男性

既往歴：高血圧、腰部脊柱管狭窄症、19歳頃か

ら胃潰瘍を繰り返し 50歳頃胃半切術施行、高血

圧は降圧薬によりコントロール良好

内服薬：リマプロストアルファデクス錠、アム

ロジピンベシル酸塩

主訴：鼻出血

現病歴：201X年 12 月 Y日、左鼻出血があった。

紹介元である近医耳鼻咽喉科にてゼラチン貼布剤

（スポンゼル®）を挿入され帰宅した。一時的に止

血できていたが、Y + 3 日に再度出血し当院救急

外来を受診し、外科系当直医によりガーゼを挿入

され帰宅した。翌日に近医耳鼻咽喉科を再受診し
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ガーゼ抜去の後、サージセル®を挿入されるもす

ぐに自然脱落した。その後も出血を繰り返すため

に Y + 6 日に当科を紹介受診した。左 Kiessel-

bach部位に出血点を疑う血管の突出（図 1）があ

り、凝固止血器にて焼灼した。Y + 12 日から再度

出血するも 2時間ほどで医療機関を受診すること

なく止血し、Y + 14日に当科を再診した。再診時

活動性出血は認めなかったが、左 Kiesselbach粘

膜の焼灼傷は治癒しており、別の部位からの出血

が疑われた。しかし、出血点の同定はできなかっ

た。短期間に別の部位から出血を反復しているこ

とから、出血性疾患を疑い血液検査を実施した。

血液検査所見：WBC 7,000/μℓ、RBC 466.0×

104/μℓ、Hb 13.9mg/dℓ、Plt 36.1× 104/μℓ、

PT 10.5 秒（基準値 10.2 − 12.7 秒）、PT-INR

0.98（基準値 1.0）、APTT 61.9秒（基準 26.9−

38.1秒）

経過：APTTの延長を認めたため血友病の疑い

として当院血液内科へ紹介した。APTTクロス

ミキシングテストにて上に凸のグラフ（図 2）、第

Ⅷ因子凝固活性 1.0％未満（基準値 78 − 165％）、

第Ⅷ因子インヒビター 9.3 BU/mℓ(基準値 0.0

− 1.0 BU/mℓ）、von Willebrand因子活性 115％

（基準値 50− 150％）（表 1）。

以上より後天性血友病と診断され副腎皮質ホル

モン製剤（プレドニゾロン）を 50mg/dayより内

服し、一時、免疫抑制薬（シクロホスファミド）

を併用し、鼻出血を含めて再出血なく経過してい

る。

考 察

1．概念・疫学・基礎疾患

後天性血友病 Aとは、従来出血性素因の認め

られなかった個人において、血液凝固第Ⅷ因子に

対する自己抗体（第Ⅷ因子インヒビター）がさま

ざまな要因により出現し、出血症状を発症する疾

患である5)。発症率は年間 1.48 人/100万人と考

えられてきたが、それ以上の発症率の可能性も疑

われている5)。

第Ⅷ因子インヒビターの発生機序は今なお不明

な点が多いが、背景に存在する基礎疾患により免

疫機構が破綻するためと考えられている7)。全身

性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患、胃癌や

大腸癌などの悪性腫瘍、妊娠・分娩、ペニシリン

系などの抗菌薬、天疱瘡などの皮膚疾患が原因で

あると報告されているが7)、明らかな基礎疾患の

ない特発性（25％）も多く報告されている6),8)。

自験例においては、後天性血友病と診断された後、

悪性腫瘍の可能性を含めて精査されたが基礎疾患

は明らかではなく、特発性に該当すると考える。
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図 1 鼻腔内視鏡所見

左 Kiesselbach部位に出血点を認める。



ただし、嶋ら9) の報告によると、発症前の使用薬

剤のうち 29.6％が降圧剤であったことを考慮す

ると、降圧剤も何らかの影響を及ぼしている可能

性も示唆される。

2．初発症状

先天性血友病は X連鎖劣性遺伝性の先天性凝

固異常であり、幼少期より関節内、筋肉内、皮下

での出血を反復する10)。一方で後天性血友病の

場合、広範囲に及ぶ筋肉内、皮下での出血を反復

し、出血傾向の既往歴や家族歴を認めない7)。後

天性血友病の場合、関節内出血は多くはなく、そ

の他、消化管出血、後腹膜出血、血尿などを来す

が、軽症例では術前検査で初めて指摘されること

もある5)。

田中ら6) による 55 例の調査によると、初発出

血部位は皮下（46％）、筋肉内（24％）、消化管

（ 8％）、関節（ 4％）、後腹膜（ 3％）、口腔内（ 1

％）、その他（13％）であった。また、嶋ら9) の報

告によると、後天性血友病 A 74例（のべ人数）の

うち 2 例が鼻出血を初発症状としていた。ただ
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図 2 APTTクロスミキシングテスト

上に凸の反応

表 1 血液内科初診時の血液検査

g/dℓHb

444 × 104/μℓ

結果値

Plt

TP

Alb

BUN

Cr

AST

ALT

LDH

1.01 md/dℓ

18.1 md/dℓ

4.5 g/ dℓ

RBC

7.1 g/dℓ

CRP

34.6 × 104/μℓ

13.5

検査項目

0.04 mg/dℓ

151 U/ℓ

11 U/ℓ

17 U/ℓ

(1)PT-INR

10.8 (10.2− 12.7)

検査値

APTT

Fibrinogen

FDP

D-Dimer

第Ⅷ因子凝固活性

第Ⅷ因子インヒビター

1.0 未満 (78 − 165)

0.5 未満

PT

2.5 未満

vWF活性

228

63.4 (26.9− 38.1)

1.01

検査項目

μg/ mℓ

μg/ mℓ

mg/dℓ

秒

秒

115 (50− 150)

9.3 (0.0− 1.0)

％

BU/mℓ

％

（ ）内：基準値

vWF：フォン・ヴィレブランド因子



し、この報告は複数回答であり鼻出血が契機で発

見されたとは限らず、皮下や筋肉内出血と合併し

ていた可能性もある。鼻出血に他の出血を合併し

ている症例において凝固異常を疑うことは比較的

容易ではあるが、今回の症例は鼻出血のみを契機

に診断された。この点が本症例の特筆すべき点と

考える。鼻出血は耳鼻咽喉科医にとって決して珍

しい疾患ではなく、血液検査を実施しないことも

あり、見逃されている症例も多く存在すると考え

る。

自験例の場合、過去に繰り返し胃潰瘍による出

血が生じている。この時点で、後天性血友病を発

症していたかは不詳である。当時の術前検査で異

常を指摘されなかったとの本人の記憶や、胃部分

切除が問題なく実施できていたことなどから、こ

の時点では後天性血友病を発症していなかったと

考えている。ただし、消化管出血を契機に発見さ

れた症例は多く6),11)、繰り返す鼻出血の患者には

耳鼻咽喉科領域のみならず他部位血既往の問診も

重要である。

3．診断・治療

後天性血友病 A診療ガイドライン 2017年改訂

版7) によると、血小板数および PT が正常で

APTTのみが延長している場合には、本疾患を疑

い第Ⅷ因子活性を調べる必要がある。第Ⅷ因子活

性が低下し、さらに第Ⅷ因子インヒビターが陽性

の場合、後天性血友病 Aの可能性が極めて高く

なる7)。また、APTTクロスミキシング試験で上

に凸の結果は本疾患の傍証となる7)。験例でも上

に凸のグラフを示した（図 2）。しかし、ガイドラ

インでは診断・治療は本疾患に精通している医師

の指導のもとで行われることが推奨されている。

出血のコントロールがつかない場合には APTT

延長が判明した段階で血液内科熟練医へのコンサ

ルトが望ましいとされている。

前述のように鼻出血は耳鼻咽喉科医にとってあ

りふれた疾患であり、スクリーニングである

APTT を検査しない場合が多いと予想される。

自験例の場合も、血管拡張薬であるリプロストア

ルファデスク錠を内服していたが、この薬は添付

文書では出血傾向は 0.1％未満とされており、こ

れだけでは鼻出血の反復を説明ができないと考え

凝固異常を疑うに至った。診察医が疑問をもたな

ければ見逃されていた可能性が高い。本疾患の予

後は後述のとおり必ずしも良好ではなく、早期発

見・治療が重要である。まずは本症を疑ってスク

リーニング検査を行い、血液内科医による診断に

継げることが耳鼻咽喉科医の役割と考える。

本症例以降当科では、出血が多く入院を要した

症例、他の耳鼻咽喉科からの紹介症例、短期間で

反復している症例、抗凝固薬を内服している症例

では必ず凝固系のスクリーニングを行うこととし

ている。

治療の詳細については耳鼻咽喉科医が直接かか

わることはまれなため簡潔に記載する。治療は大

きく二つに分類される。活性型プロトロンビン複

合体製剤や遺伝子組み換え型第Ⅷ因子製剤などを

用いた止血療法と、副腎皮質ステロイド製剤やシ

クロホスファミドを用いた免疫抑制療法に分けら

れる5)。自験例では処置が比較的容易な鼻腔から

の出血であったため、止血療法は施行せず、血液

内科医師による副腎皮質ステロイド製剤やシクロ

ホスファミドの投与のみでコントロール良好な状

態である。診断後、14カ月が経過したが、再出血

は認めていない。

4 ．予後

後天性血友病による関連死は 7.9− 42％と報

告されているが、そのほとんどが重篤な出血と免

疫抑制薬による治療関連敗血症である7)。田中

ら6) は、本症 40 例の 20％（ 8例）が 3カ月以内に

敗血症などの感染症や頭蓋内出血、腹腔内出血で

死亡したと報告している。また Collinsら12) は、

本症 112 例の 11.6％（13 例）が約 5 カ月以内に死

亡したと報告している。多少の差はあるものの、

予後不良の難治性疾患といえるだろう。

5．まとめ

今回われわれは鼻出血を契機に判明した後天性

血友病を 1例経験した。この疾患は凝固系異常を
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疑わなければ診断に至らない。前述のとおり、過

去の報告6) では皮下、筋肉内や消化管が初発の出

血部位としては多いが、それ以前に鼻出血があっ

たとしてもありふれた出血部位であるが故に見逃

されていた可能性もある。後天性血友病は診断後

数カ月で頭蓋内出血や腹腔内出血などの重篤な出

血により死亡するケースもある7)。耳鼻咽喉科医

を含め診療科にかかわらず後天性血友病の早期発

見と治療の重要性を啓発する必要があると考え

る。

利益相反に該当する事項なし。
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A case of acquired haemophilia A with epistaxis

Naoki AKISADA*,**, Hisashi ISHIHARA, Ayako TAKEUCHI, Iku FUJISAWA and Seiko AKAGI*

*Otorhinolaryngology, Japanese Red Cross Okayama Hospital, Okayama 700-8607, Japan

**Head and Neck Surgery, Shikoku Cancer Center, Matsuyama 791-0280, Japan

Acquired haemophilia is a disease in which autoantibodies against blood coagulation factor Ⅷ appear due to

various factors. We herien report a case of acquired haemophilia with epistaxis. A 73-year-old man visited our

otorhinolaryngology department as an outpatient due to repeated epistaxis. Despite the cauterization of the bleeding

points, epistaxis recurred. A laboratory test showed that the patient's activated partial thromboplastin time was

prolonged. We consulted the blood medicine department. A diagnosis of acquired hemophilia was made, and

immunotherapy with corticosteroids was initiated. There has been no recurrence of epistaxis since the start of

treatment. The diagnosis of acquired haemophilia A based on nasal bleeding alone is very rare. A delayed diagnosis

may result in fatal bleeding such as intracranial hemorrhage or intra-abdominal bleeding; thus an early diagnosis

and treatment are desirable.
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