
貧血 

貧血～疾患編～ 

貧血は大変身近な疾患です。 

また、食事をしっかりとっていれば大丈夫と思っている人が多く、軽く考えられてしまいが

ちです。 

しかし貧血には様々な種類があり、放置しておくと命に関わることもあります。 

このコンテンツでは貧血の病態を中心に 

【疫学】 

【貧血が起こる仕組み】 

【病態】 

【診断と検査】 

【識別診断】 

【貧血の予後】 

の順に見て参ります。 

 

 

疫学 

 

貧血とは  

貧血とは、血液成分中の赤血球数や血色素量が減少した状態のことを言います。 

 

赤血球 

赤血球は、真ん中がへこんだ円盤状の形をしており、内部に

ヘモグロビンという赤色の血色素が含まれています。 

このヘモグロビンは、鉄を含むヘムとグロビンというタンパ

ク質から出来ており、全身の組織へ酸素を運ぶ働きをしてい

ます。 

そのため、赤血球やヘモグロビンの濃度が減少すると全身へ

の酸素の供給量が低下し、貧血の症状が現れます。 

症状としては、酸素の欠乏に伴う倦怠感・めまい・頭痛など

があります。 

さらに酸素の欠乏を補おうとして心臓が興奮することによ

り、動悸や息切れなどの様々な症状が現れます。 



そして、貧血の症状が進むと心臓への負担が大きくなり心不全を起こすことがあります。 

つまり貧血は放っておくと非常に危険な疾患であるということです。 

 

統計 

貧血は特に男性よりも女性に多く見られ、成人女性の約10～20%は鉄不足が原因で起こ

る鉄欠乏性貧血であると言われています。 

その原因としては、 

・無理なダイエット 

・野菜ばかりの偏った食事による栄養不足 

・成長期 

・月経 など 

が考えられます。 

また、厚生労働省による調査では貧血での患者数は減少傾向にありますが、平成29年のデ

ータでは推計で18,000人もいるとされています。 

 

 

 

貧血が起こる仕組み 

貧血が起こる仕組みについて 

赤血球の一生 

貧血の原因と発症の流れ 

貧血の種類と頻度 

の順に見て参ります。 
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赤血球の一生  

骨髄には赤血球や白血球、そして血小板の元になる幼若な細胞(造血幹細胞)が存在します。 

血液中の赤血球が減少しても、この造血幹細胞が赤血球に変化・分化し増殖することにより

血液中の赤血球量は常に一定に保たれています。 

しかし、何らかの原因で血液中の赤血球が減少したままになることがあります。 

それが貧血です。 

そこで、貧血の発症機序を説明する前にまず赤血球の誕生からその一生について詳しく見て

いきましょう。 

 

赤血球 

骨髄中の幹細胞は、腎臓から分泌される造血因子のエリスロポエチンの働きで 

赤血球の幼若細胞である赤芽球に分化します。 

赤芽球は、ビタミンB12や葉酸により DNA 合成を繰り返して増殖していき、鉄を原料に

してヘモグロビンの合成を行います。 

その後、脱核して網赤血球となります。 

網赤血球は約2日間骨髄にとどまり、末梢血に出て1～2日で円盤状の成熟赤血球になりま

す。 

成熟赤血球は全身で酸素の運搬役として働きますが、その寿命は120日です。 



 

古くなった赤血球は脾臓などで破壊され、赤血球中のヘモグロビンは鉄や間接ビリルビン

に代謝されます。 

代謝された鉄は血中で鉄を運ぶタンパクであるトランスフェリンと結合して血清鉄とな

り、肝臓や骨髄などへ運ばれます。 

大部分の鉄は骨髄でヘモグロビンの合成に再利用され、残りの一部は肝臓などで貯蔵鉄で

あるフェリチンとして蓄えられます。 

その貯蔵鉄は鉄の不足など必要に応じて出し入れされます。 

また、ヘモグロビンの代謝によって生成した間接ビリルビンは肝臓で直接ビリルビンとな

り、その大部分は胆汁中に排泄されます。 

 

ビリルビン 

赤血球中にある黄色い色素をビリルビンと言います。 

肝臓で処理される前のビリルビンを間接ビリルビン、処理された後を直接ビリルビンと

言います。 

間接ビリルビンは、赤血球中のヘモグロビンが壊れると増加します。 

直接ビリルビンは、肝臓や胆管が障害を受けると増加します。 

この2つを合わせて総ビリルビンと呼びます。 

 



トランスフェリンとフェリチン 

トランスフェリンは血液中の鉄を運搬するタンパク質です。 

鉄は単体では有毒性がありますが、このトランスフェリンが結合することでそれを抑

え、安定した運搬ができます。 

トランスフェリンが運んだ鉄は、細胞内でアポフェリチンと結合してフェリチンという

貯蔵鉄になります。 

フェリチンは一定の割合で血中に溶け出し、血清フェリチンとして計測されます。 

 

貧血の原因と発症の流れ  

それでは貧血の原因と発症の流れについて見てまいります。 

貧血には色々な種類があり、原因別に分類すると 

・赤血球の産生に必要な材料不足 

・骨髄の異常 

・赤血球破壊の亢進 

の3つに分けられます。 

 

赤血球の生産に必要な材料不足 

まずは赤血球の材料となる《鉄・ビタミンB12・葉酸》の不足による貧血について見てま

いります。 

赤血球の主な材料である鉄が不足した場合は、幹細胞から分化した赤芽球のヘモグロビン

の合成に障害をきたします。 

そのため正常よりも小さく色素の薄い赤血球が産生されます。 



この赤血球はヘモグロビンの量が少ないため酸素を十分に運ぶことができず、貧血すなわ

ち鉄欠乏性貧血を引き起こします。 

ビタミンB12と葉酸が欠乏した場合には幹細胞は赤芽球に分化しますが、 DNA の合成が

障害されるため細胞分裂が正常に起こらなくなります。 

その結果、生成した赤芽球の細胞分裂が遅くなりますが細胞質は正常に発達していくた

め、骨髄中に巨大な赤芽球が生成されます。 

これを巨赤芽球と言います。 

この巨赤芽球は未熟であるため、ほんの一部は末梢血中に出現することがありますが、ほ

とんどは末梢血中に出る前に破壊されてしまいます。 

このため正常な赤血球の数が減少し貧血が起こります。 

これを巨赤芽球性貧血と言います。 

 

葉酸 

葉酸とビタミンB12はともに赤血球の生産を助けるビタミンで、《造血のビタミン》と

も呼ばれています。 

葉酸は代謝にも関与しており、DNAなどの核酸の生合成を促進して細胞の生産などを助

けるため、体の発育にも重要です。 

細胞の分裂や成熟に深く関わっているため、胎児にとっては特に重要な栄養素となりま

す。 

そのため、妊婦が葉酸を十分に摂取することで胎児の先天異常のリスクを減らすことが

できます。 

 

骨髄の異常 

次に骨髄の異常が原因で起こる貧血について見てまいり

ます。 

免疫学的機序に伴う障害や造血幹細胞自体に異常がある

場合などでは、幹細胞の数が減少します。 

ほとんどの例では、幹細胞が自己のTリンパ球によって攻

撃されることで障害が起こると言われています。 

幹細胞の減少により産生される赤芽球は減少し、網赤血

球や成熟赤血球の数も減少します。 

ここで産生された赤血球は正常な赤血球の状態を示しま

すが、末梢血中の赤血球の数が少なくなるため貧血を引

き起こします。 

これを再生不良性貧血といいます。 

Tリンパ球(T細胞)とは 

胸腺(Thymus)で成熟する 

リンパ球の1種です。 

免疫系全体の司令塔的な 

役割を担います。 

ヘルパーT細胞やNK細胞など、 

抗体を出したり感染細胞に攻撃し

たり、それぞれの役割を持つ細胞

に分かれます。 



再生不良性貧血の場合同じ幹細胞で産生される白血球や血小板にも影響が見られ、同様に

減少します。 

 

赤血球破壊の亢進による貧血 

最後に赤血球破壊の亢進による貧血について見てまいります。 

何らかの理由により赤血球が破壊され、寿命が短くなることがあります。 

これを溶血と言います。 

この溶血により大量の赤血球が失われると骨髄では造血が亢進され、赤芽球・網赤血球の

数が増加していきます。 

しかし赤血球の産生が破壊に追いつかず、末梢血中の成熟赤血球の量が低下し貧血が起こ

ります。 

これを溶血性貧血といいます。 

 

頻度 

貧血の種類と頻度についてみてみると、鉄欠乏性貧血が全体の70%を占めています。 

そして慢性感染症・膠
こう

原
げん

病・悪性腫瘍などの血液疾患以外の基礎疾患に続発した2次性貧

血が20%を占め、残りの10%は巨赤芽球性貧血・再生不良性貧血・溶血性貧血などが占

めています。 

 

 

 



 

病態 

ここでは2次性貧血を除いた 

鉄欠乏性貧血 

巨赤芽球性貧血 

再生不良性貧血 

溶血性貧血 

の病態について見てまいります。 

 

鉄欠乏性貧血  

鉄欠乏性貧血について見ていきましょう。 

 

原因 

鉄が欠乏する原因には 

①成長期妊娠授乳などによる鉄の需要の増加 

②鉄の摂取が少なくなるようなダイエットや胃の全摘手術後などによる体に入る鉄の減少 

③月経過多や慢性出血によって身体から出る鉄の増加 

があります。 

②の胃の全摘手術の後には、鉄を還元して吸収しやすくする働きを持つ胃酸が分泌されな

いため鉄の吸収が低下してしまいます。 

③の慢性出血の例としては 

・子宮筋腫などの婦人科疾患 

・癌や潰瘍などによる消化管の慢性出血 

が挙げられます。 

最近では、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が原因で鉄欠乏性貧血が起こることが報告さ

れています。 

機序は不明ですが小児に多いと言われています。 

 

症状 

鉄欠乏性貧血の症状は、 

・めまいや動悸などの貧血症状 

・スプーン爪(さじ状爪) 

・氷や土などを好んで食べる異食症 など 

が見られます。 

また、鉄欠乏が高度になると 



 

・舌の炎症により舌乳頭が萎縮して赤く平らな舌になる 

・口内炎や口角炎ができる 

・嚥下障害 など 

の症状も現れてくることがあります。 

これらの症状はプランマービンソン症候群と言われています。 

 

発症までの流れ 

体内の鉄が減少する経過と、貧血の症状の現れ方との関係について見てまいります。 

体内の鉄が不足すると、まず貯蔵鉄であるフェリチンが減少します。 

貯蔵鉄が尽きると血清鉄が減少していきますが、逆に生体ではわずかな鉄でも運び込もう

とするため、運搬役であるトランスフェリンの増加が見られます。 

そして、血清鉄の減少に伴ってヘモグロビンの少ない小型の赤血球が産生されます。 

ヘモグロビンの少ない赤血球は酸素を運搬する能力が低下しているため、徐々にめまいな

どの貧血症状が現れるようになります。 

さらに、鉄欠乏が高度になると全身の細胞組織に含まれる鉄組織鉄も減少するため、細胞

の代謝が低下し口内炎などのプランマービンソン症候群が現れます。 

 

巨赤芽球性貧血  

続いて巨赤芽球性貧血について見てまいります。 

 

原因 

巨赤芽球性貧血は、葉酸およびビタミンB12の欠乏により引き起こされます。 

葉酸が欠乏する原因には、 

・妊娠による葉酸の需要増大 

・アルコールの大量摂取 

・長期の人工栄養薬剤の影響 など 

があります。 

原因薬剤の例としては、《フェニトインやプリミドン(抗けいれん薬)》《メトトレキサー

ト(抗リウマチ薬)》などが挙げられます。 

 

ビタミンB12の欠乏 

ビタミンB12が欠乏する原因には、 

・胃の全摘 

・極端な菜食主義 など 



があります。 

ビタミンB12の吸収には、胃にある胃壁細胞から分泌される内因子が必要です。 

胃を全摘した場合は、内因子が低下するためビタミンB12が欠乏します。 

また、ビタミンB12は動物性食品に多く含まれるため、極端な菜食主義の人では欠乏す

ることがあります。 

ただし、普通の食生活をしていればビタミンB12が欠乏することはないと言われていま

す。 

 

悪性貧血 

巨赤芽球性貧血の中には、胃粘膜の萎縮または壁細胞の自己免疫性破壊による内因子の

分泌不全が原因でビタミンB12の吸収が低下して引き起こされるものがあります。 

このような貧血を悪性貧血と言います。 

悪性貧血は、以前は神経障害を伴って死に至ることもあり恐れられていましたが、現在

では治療法も確立されています。 

 

症状 

巨赤芽球性貧血の症状には、 

・貧血の一般症状 

・舌の痛み 

・舌乳頭の萎縮などの舌炎 

・胃酸症 

・下肢のしびれなどの神経症状 

があります。 

ただし、神経症状はビタミンB12が欠乏した時にのみ現れます。 

 

再生不良性貧血  

次は再生不良性貧血について見てまいります。 

 

原因 

再生不良性貧血は極めて稀な疾患で、約80%は原因不明と言われています。 

原因が判明したものでは、先天性によるものと後天性によるものがあります。 

先天性のものでは、遺伝性疾患であるファンコニ貧血が有名です。 

また、後天性のものには薬剤や放射線ウイルスによるものがあり、原因薬剤には 

《クロラムフェニコール(抗生物質)、インドメタシン(抗炎症薬)、ベンゼン など》 

が挙げられます。 



 

ファンコニ貧血 

ファンコニ貧血は主に5～10歳で発症し、症状としては 

・赤血球以外に白血球や血小板が減少する汎血球減少 

・身体奇形 

・低身長 

・皮膚の色素沈着 など 

があり、白血病化する頻度が高いと言われています。 

10歳までに80％、40歳までに90％以上の患者が再生不良性貧血を発症します。 

 

症状 

症状は、 

・赤血球減少による貧血症状 

・血小板減少による歯肉出血 

・出血などの出血傾向 

・白血球減少による発熱 など 

が見られます。 

また、骨髄内では幹細胞が赤血球などへと分化せず脂肪組織に置き換わるため、脂肪髄が

多く見られます。 

そのため骨髄球の造血に関わる細胞の減少低形成が見られます。 

 

溶血性貧血  

最後に溶血性貧血について見てまいります。 

 

原因 

溶血性貧血の起こる原因は、先天性と後天性によるものがあります。 

先天性では 

・赤血球膜の異常による遺伝性球状赤血球症 など 

後天性では 

・抗体による自己免疫性溶血性貧血 

・ペニシリン・メチルドパ・クロルプロマジンなどの薬剤による貧血 

が挙げられます。 

このうち代表的な溶血性貧血として、自己免疫性溶血性貧血と遺伝性球状赤血球症を中心

に見て参ります。 

 



自己免疫性溶血性貧血 

自己免疫性溶血性貧血は全体の約8割を占め、溶血性貧血の中で最も多いと言われていま

す。 

その発症機序としては、何らかの原因で赤血球に対する自己抗体が産生され、赤血球と

結合した感作赤血球が形成されます。 

この感作赤血球は脾臓などでマクロファージに貪食されるため、溶血が起こります。 

 

遺伝性球状赤血球症 

遺伝性球状赤血球症は先天性の溶血性貧血の約7割を占め、先天的な異常により赤血球が

球状化するというものです。 

正常の赤血球は変形し脾臓内の細い血管を通ることができま

すが、球状化した赤血球は変形できないために脾臓内の細い

血管を通ることができません。 

そのため、血管を通れずにいる球状赤血球は簡単に脾臓内の

マクロファージによって貪食され溶血が起こります。 

このように赤血球が脾臓内のマクロファージによって破壊さ

れた後、ヘモグロビンが血中に放出されます。 

放出したヘモグロビンはそのまま間接ビリルビンに代謝され

ますが、一部はハプトグロビンによって肝臓に運ばれ間接ビ

リルビンに代謝されます。 

溶血によりハプトグロビンの消費が亢進されるため、ハプト

グロビンは減少し間接ビリルビンは増加します。 

 

症状 

溶血性貧血の症状は 

・貧血症状 

・脾腫 

が見られます。 

また、赤血球の破壊により血液中に大量の間接ビリルビンが増えるため黄疸が見られま

す。 

 

 

 

 

ハプトグロビン(Hp)とは 

溶血によって血中に遊離したヘ

モグロビンを結合する機能を持

ったタンパク質の一種です。 

血中に遊離したヘモグロビンは

反応性が高く、腎機能障害を起

こすこともあります。 

ハプトグロビンと結合したヘモ

グロビンは、正常ルート通り肝

臓へと運ばれます。 



診断と検査 

貧血の診断と検査を中心に 

貧血の診断基準 

貧血の検査 

赤血球指数とその分類 

について見てまいります。 

 

貧血の診断基準  

 Who では、ヘモグロビン濃度による貧血の診断基準値を 

成人男性    ⇒ 13g/㎗未満 

成人女性・小児 ⇒ 12g/㎗未満 

妊婦・幼児   ⇒ 11g/㎗未満 

としています。 

しかし、ヘモグロビンの濃度が8g/㎗以下にならないと、めまいや動悸などの貧血症状が現

れないこともあり、気づかない間に貧血が進行してしまっている場合があるため十分に注意

することが必要です。 

 

検査 

 

血液検査 

次に血液検査について見てまいります。 

貧血の検査項目には 

赤血球数 

ヘモグロビン濃度 

ヘマトクリット値 

があります。 

基準値は以下の表の通りで、貧血の場合この3つは基準値よりも低い値を示します。 

 

男性 女性 単位

赤血球数 RBC 420～570 380～500 万個/㎕

ヘモグロビン濃度 Hgb 13.5～18 11.5～16 g/㎗

ヘマトクリット値 Hct 39～52 34～44 ％

検査項目 略称
基準値範囲



ヘマトクリット値 

赤血球は血液中に浮かんでいます。 

このうち赤血球が占める容積の割合をヘマトクリット値と言います。 

つまり、ヘマトクリット値が低いと血液中の赤血球が少ないということになります。 

 

血液検査から分かる貧血の種類 

鉄欠乏性貧血の検査項目には、血清鉄や貯蔵鉄を表す血清フェリチンがあります。 

これらの値は鉄欠乏性貧血の場合低い値を示します。 

血清中のビタミンB12と葉酸は、巨赤芽球性貧血の際に低い値を示します。 

間接ビリルビンやハプトグロビン(Hp)は、赤血球の破壊が亢進する溶血が起こった場合に

異常値を示します。 

すなわち、溶血性貧血では溶血によりヘモグロビンの放出が増加されるため、間接ビリル

ビンの値は上昇し逆にハプトグロビンは消費が亢進されるために減少します。 

また、ハプトグロビンは3つの遺伝子型に分類され、それぞれ基準値も異なっており溶血

性貧血では Hp 1-1型が43mg/㎗未満を示します。 

網赤血球は骨髄で産生されたばかりの幼若な赤血球であるため、その数は赤血球の造血能

に反映します。 

そのため、網赤血球が増加していれば造血が更新されていることになります。 

再生不良性貧血では造血能が低下しているためこの値は低くなり溶血性貧血では造血が亢

進しているため高くなります。 

 

骨髄検査 

次に骨髄検査について見てまいります。 

末梢血中に赤芽球などの幼若な細胞が見られたり、白血球や血小板の異常な現象が見られ

たりする場合には骨髄検査が行われます。 

骨髄検査によって、再生不良性貧血では骨髄の造血幹細胞などの血液細胞が減少し、肝細

胞が脂肪化した脂肪髄が見られます。 

また巨赤芽球性貧血では、骨髄中に赤芽球が巨大化した巨赤芽球の存在が確認できます。 

溶血性貧血の検査の1つとしてクームス試験があります。 

 

クームス試験 

クームス試験は赤血球に対する自己抗体が存在するかどうかを調べる検査であり、自己

免疫性溶血性貧血の診断に用いられます。 

血球に付着した自己抗体が存在する場合は、自己抗体と結合するクームス血清を加える

と赤血球が凝集し、この場合は陽性となります。 



赤血球指数とその分類  

貧血を分類するために赤血球指数が用いられます。 

 

赤血球指数 

ヘモグロビン量やヘマトクリット値を用いて計算された値を赤血球指数といい、赤血球の

大きさやヘモグロビン濃度を指数で表すことで診断に有用となります。 

 MCV(平均赤血球容積)は赤血球の大きさを表し、 MCHC(平均赤血球色素濃度)は赤血球

に含まれるヘモグロビン濃度を表します。 

 

分類 

それぞれの貧血の赤血球指数による分類について見てまいります。 

鉄欠乏性貧血はヘモグロビン濃度の低い小型の赤血球が産生されるため、小球性低色素性

貧血となります。 

再生不良性貧血と溶血性貧血では、赤血球の量は減るものの赤血球は正常であるため、正

球性正色素性貧血となります。 

また巨赤芽球性貧血では、一部末梢血中に大型の赤血球が見られるため、大球性正色素性

貧血に分類されます。 

 

小球性

MVC ≦80fL

正球性

MVC 81～100fL

大球性

MVC ≧100fL

低色素性

MCHC 30％以下

正色素性

MCHC 31～35％

正色素性

MCHC 31～35％

小球性低色素性貧血

鉄欠乏性貧血

正球性正色素性貧血

再生不良性貧血・溶血性貧血

大球性正色素性貧血

巨赤芽球性貧血



 

識別診断 

貧血の鑑別診断について見てまいります。 

 

MCV 

貧血の鑑別診断は赤血球の大きさを示す MCV の値によって小球性・正球性・大球性に分類

されます。 

 

小球性貧血 

MCV が80fL未満である小球性貧血では、血清鉄や血清フェリチンの値を見ていきます。 

血清鉄が低値で、さらに血清フェリチンも低値であれば鉄欠乏性貧血と診断されます。 

また、血清フェリチンが高値であれば血液疾患以外の基礎疾患、例えば慢性感染症・膠原

病・悪性腫瘍などの慢性疾患が原因の2次性貧血が考えられます。 

 

正球性貧血 

正球性貧血(赤血球の大きさは正常でも数が少ない貧血)の場合は、網赤血球数が増加し間

接ビリルビンの上昇及びハプトグロビンの低下が見られれば溶血性貧血と診断されます。 

また、正常値の場合は外傷による出血や消化管出血などが原因の急性出血性貧血が考えら

れます。 

網赤血球が減少している場合は、赤血球以外に白血球や血小板の減少を伴っているかどう

か、更に骨髄検査で造血幹細胞の減少低形成が確認されれば再生不良性貧血と診断されま

す。 

また、再生不良性貧血はstage1～5までの5段階の重症度に分けられ、この重症度は治療

法の選択や予後の目安となっています。

重症度 網赤血球数 好中球数 血小板数 条件など

stage1(軽症)
下記以外で輸血を必要としない場

合

stage2(中等症)

2項目以上を満たし、輸血を必要と

しない場合

もしくは、輸血を必要とするが、

月2単位未満の頻度である場合

stage3(やや重症)
2項目以上を満たし、月2単位以上

の輸血を必要とする場合

stage4(重症) 40,000㎕ 未満 500㎕ 未満 2項目以上を満たす場合

stage5(最重症) 20,000㎕ 未満 200㎕ 未満

好中球200㎕未満に加えて、網赤血

球か血小板のいずれか1つ以上を満

たす場合

60,000㎕ 未満 1,000㎕ 未満 50,000㎕ 未満

20,000㎕ 未満
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貧血の予後 

貧血の予後について見てまいります。 

 

鉄欠乏性貧血と巨赤芽球性貧血の場合、予後は良好です。 

しかし、鉄欠乏性貧血は不十分な治療や不適切な食習慣生活習慣によって再発する例が多い

とされています。 

 

再生不良性貧血は、発症後早期に的確に治療された場合には8割以上の患者が輸血不要にな

るまで改善します。 

しかし、最重症例では早期に骨髄移植などの治療を行わなければ、感染症のため死亡する確

率が高くなるのが現状です。 

また、免疫抑制療法により改善した患者の10～15%は急性骨髄性白血病などに移行すると

言われています。 

 

溶血性貧血について見ていきましょう。 

自己免疫性溶血性貧血は、臨床経過によって急性と慢性に分けられますが、急性の場合は6

ヶ月までに消退し、慢性の場合は無期限の経過をとると言われています。 

基礎疾患のない特発例では1年半までに40%の症例でクームス試験の陰性化が見られます。 

また特発性の場合、生命予後は5年で約80%、10年で約70%ですが、高齢者では予後不良

となっています。 

 

 

あとがき 

貧血は、めまいや立ちくらみ、息切れなどの軽い症状として現れることが多いので、ついつ

い軽視されています。 

しかし、血液に関係する病気で心臓に影響が出ることもあり、心不全などの命に係わる病気

に繋がる場合もあります。 

重篤な症状になる前に、軽度でも思い当たる症状があれば医師や薬剤師に相談し、早期発

見・早期治療に努めましょう。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたら

ご意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 


