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多発血管炎性肉芽腫症の経過中に脾臓出血を来した 1 例
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要約：経過 6 年の多発血管炎性肉芽腫症で，穿孔性腹膜炎・敗血症により死亡した 61 歳男性の剖検例に
ついて討論が行われた．多発血管炎性肉芽腫症と診断した後に，ステロイドや免疫抑制薬を併用したが疾患
活動性は残存していた．死亡 1 年前より肺炎を繰り返すため免疫抑制薬を中止し，ステロイド単剤で治療継
続していた．外傷などの誘因はなく，突然脾臓出血を起こし入院した．止血後，活動性が高かったためリツ
キシマブ併用を開始した．入院 40 日目に肺炎，サイトメガロウイルス腸炎を発症したため，抗菌薬および
抗ウイルス薬を投与したが改善が見られず，意識レベルの低下を認め，入院 53 日目に永眠された．病理解
剖から脾臓には肉芽腫，血管炎病変を認めなかった．直接死因については憩室炎穿孔に起因する腹膜炎と考
えられた．
東邦医会誌 63
（4）
：274―283，2016
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臨床経過
61 歳の男性． 死亡 6 年前に， 半月体形成性糸球体腎炎，

肺野空洞影増悪，肺機能低下，神経障害が残存していた．
しかし，頻回に肺炎を繰り返したため死亡 5 年前より免疫
抑制薬を中止し，プレドニゾロン（prednisolone：PSL）12

末梢神経障害，肺多発空洞影，
抗好中球細胞質プロテイナー

mg/日のみで経過を見ていた．入院 13 日前より腹痛，下

ゼ 3 抗体（proteinase-3-anti-neutrophil cytoplasmic anti-

痢が出現，その後も継続していたため東邦大学医療セン

body：PR3-ANCA）陽性で多発血管炎性肉芽腫症（granu-

ター大森病院（当院）膠原病科（当科）を受診した．入院

lomatosis with polyangitis：GPA）と診断した．大量ステ

時診察所見にて血圧 131/82 mmHg，脈拍 84 回/分，体温

ロイド療法に加えてシクロホスファミド間欠静注療法，ア

36.5 度，
腹部膨隆，眼瞼結膜蒼白を認めた．
採血にてヘモグ

ザチオプリンで治療してきたが，PR3-ANCA 高値持続，

ロビン 5.5 g/dl と著明な貧血を認め，PR3-ANCA 134 U/ml

1, 3, 4, 5）〒143―8541 東京都大田区大森西 6―11―1
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と高値であった．腹部単純 computed tomography（CT）

（13）２７５

栃木：血尿が主訴で，腎生検が行われたところ半月体形

にて脾臓辺縁が不整であり，腹水貯留を認めた．腹部超音

成がある，PR3-ANCA が陽性であるということで，その

波にて脾臓内に動脈性波形が見られる多数の嚢胞性腫瘤が

時点でしっかり診断がついたという症例で，6 年の経過が

見られ脾動脈瘤破裂と診断した．入院後，動脈塞栓術にて

あるということですね．
山田：入院時身体所見です．来院時の血圧は，生理的範

止血した．
肺多発空洞影の増悪と PR3-ANCA 高値が持続していた

囲内に戻っています．顔面は蒼白で，眼瞼結膜に高度の貧

ため，GPA の疾患活動性が持続していると考えられた．

血を疑う所見がありました．聴診上 fine crackle を認め，

そのため，脾臓出血の原因は GPA による血管炎症状と判

肺炎を疑う所見と考えます．そして，左季肋部に圧痛を認

断した．GPA に対して PSL30 mg/日へ増量した．シクロ

めています．

ホスファミドは以前使用したところ効果が乏しかったた
め，リツキシマブ併用治療を開始した．その後，脾臓出血
の増悪は認めず，CRP，PR3-ANCA は低下したため PSL
漸減が可能となった．第 40 病日に発熱，血小板減少，下

栃木：身長 156 cm で体重 42.8 kg とありますが，直近
の体重の増減はいかがですか．
山田：定期的な体重測定はしなかったのですが，外来時
に体重が徐々に減っていたということです．

血が出現した．サイトメガロウイルス抗原 C7-HRP 陽性

栃木：血圧の推移はいかがですか．

でありサイトメガロウイルス腸炎が疑われたため，ガンシ

山田：外来において，120〜130 mmHg 程度でフォロー

クロビルの投与を開始した．同時期に肺炎を認め喀痰培養
にて緑膿菌検出，アスペルギルス抗原が陽性でありタゾバ
クタムや，大量免疫グロブリン療法にて加療した．しかし，

されていました．
栃木：降圧薬は処方されていたのでしょうか．
山田：降圧薬の投与なしで経過を見ていて，血圧のコン

発熱，血小板減少は改善せず，全身状態不良，意識障害に

トロールが良好になったので，ステロイド投与をしなく

至り，第 53 病日に永眠された．

なったという経緯があります．

討

論

栃木（司会）：それでは CPC を始めさせていただきます．
発表者は，臨床側は膠原病科の山田壯一先生，病理側は病
理学講座の三上哲夫教授です．

栃木：貧血が示唆されるということですが，貧血の原因
となりうる出来事は経過中にありましたか．
山田：ありません．
入院時検査所見を示します（表 1）
．尿所見で尿蛋白，
尿潜血を認めています．そして，ヘモグロビンが 5.5 g/dl

山田：よろしくお願いします．症例は 61 歳，男性です．

とたいへん低くなっています．1 カ月半前の外来受診時の

今回，腹痛を主訴に当院に来院されました．現病歴ですが，

ヘモグロビンは 10 g/dl でした．そして，クレアチニンが

死亡 6 年前に半月体形成性糸球体腎炎，末梢神経障害，肺

5.08 mg/dl とこれまでの 2〜3 mg/dl での推移が高くなっ

多発空洞影，そして PR3-ANCA 陽性で多発血管炎性肉芽

ています．CRP は 5.1 mg/dl と炎症反応が高く出ています．

腫症と診断されています．その治療として，大量ステロイ

また，プロカルシトニンも 0.667 ng/ml であり，この採血

ド療法，標準的なシクロフォスファミド間欠静注療法を行

結果から細菌感染症を併発したのではないかと考えていま

い，その後，アザチオプリンを投与していました．しかし，

した．

頻回に感染症に罹患したため，死亡 1 年前からはステロイ

栃木：尿所見として，蛋白も潜血も出ており，赤血球も

ド単剤で加療されていました．死亡 2 カ月前から下痢が出

たくさん出ているということですが，経過中も変わりはな

現し，腹部膨満感を伴ってきました．数日後に腹痛を認め，

かったのでしょうか．

収縮期血圧が 80 mmHg まで下がったということです．体

山田：はい．本来でしたら，活動性を抑えた状態にして

動時のめまいも自覚しています．症状はいったん改善しま

外来で経過観察ということになりますが，この方はステロ

したが，2 日後に再び低血圧とめまいが出現し，腹痛が持

イドと前述の治療でコントロールできなかったという経緯

続するため，当科を受診されました．既往歴としてはステ

があります．ステロイド単剤で加療している中で，次にど

ロイドの副作用が多く，大腿骨頭壊死，多発腰椎圧迫骨折

のような免疫抑制を行うかという話になっても，仕事をさ

があります．

れているので入院治療ができないため，強力な治療ができ

栃木：症例要約に「主訴は腎炎」と書いてありますが，
初発症状は血尿だったのでしょうか．

ないまま

ずるずると

日が過ぎてしまったという経緯が

あります．

山田：最初は血尿を主訴として当院に来院され，腎臓内

栃木：広い意味でのコンプライアンスがあまり良くない

科で精査されたところ，これらの症状がそろっていたため

ということですね．ヘモグロビンが 1 カ月半で急激に下

膠原病であるとされ，当科に転科されたという経緯があり

がっており，どこかに出血があるのではないかと考えると

ます．

思いますが，例えば下血があるなどのエピソードは，ご本
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表1
尿一般
pH
5.0
糖
（−）
蛋白
（2＋）
（2＋）
潜血
尿沈渣
100 以上/1 視野
赤血球
白血球
1-4/1 視野
卵円形脂肪体
（＋）
血液一般
WBC
8300 /μl
RBC
1.79×106 /μl
Hb
5.5 g/dl
17.6 %
Ht
MCV
98.3 fl
MCH
30.7 pg
MCHC
31.3 %
PLT
171×103 /μl
Reti
2.6 ‰
＿：異常高値または異常所見，

ほか

入院時検査所見（1）

生化学
CRP
Na
K
Cl
Ca
IP
TP
ALB
T-BIL
BUN
シスタチン C
Cr
eGFR
UA
AST
ALT
LDH

5.1
139
4.3
103
8.7
5.1
6.0
2.6
0.8
91
4.49
5.08
10.1
7.5
8
4
258

mg/dl
mEq/L
mEq/L
mEq/L
mg/dl
mg/dl
g/dl
g/dl
mg/dl
mg/dl
mg/L
mg/dl
mL/min/1.73 m2
mg/dl
IU/L
IU/L
IU/L

ALP
γ-GTP
ChE
AMY
CK
TG
HDL-C
LDL-C
血糖
KL-6
フェリチン
プロカルシトニン
βD グルカン
BNP

133
11
118
61
23
171
70
98
99
559
173.2
0.667
16.4
494.7

IU/L
IU/L
IU/L
U/L
IU/L
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
U/ml
ng/ml
ng/ml
pg/ml
pg/ml

：異常低値

表2
免疫グロブリン
IgG
IgA
IgM
自己免疫
RF
抗 CCP 抗体
抗核抗体
（Speckled
抗 SS-A 抗体
抗 SS-B 抗体
抗 RNP 抗体
抗 Scl-70 抗体
抗セントロメア抗体
MPO-ANCA
PR3-ANCA
ウイルス（抗原）
CMV アンチゲネミア

壯一

入院時検査所見（2）
凝固

858 mg/dl
221 mg/dl
57 mg/dl
89
＜0.6
40
40
陰性
陰性
陰性
陰性
陰性
＜1.0
134

IU/ml
U/ml
倍
倍）

U/ml
U/ml

培養

PT
PT（INR）
PT%
APTT
フィブリノゲン
D ダイマー
FDP
動脈血液ガス分析
安静臥位室温下
SaO2
pH
PaO2
PaCO2
HCO3−

48.2
6.0
10
43.8
514
15.5
27.5

59.8
7.40
69.6
36.2
22.0

秒

秒
mg/dl
ng/ml
μg/ml

血液培養
喀痰培養
尿培養
便培養

陰性
陰性
陰性
陰性

%
torr
torr
mmol/L

陰性

＿：異常高値または異常所見，

：異常低値

人は自覚していらっしゃったでしょうか．

少し低い値で推移しているべきでした．このとき同時に深

山田：全くなかったです．
「ご飯が食べられない」
「おな
，

部静脈血栓症の治療も行っており，ワルファリンがかなり

かが苦しい」とおっしゃっていましたが，口から血を吐い

効いている状態で，PT-INR が 6.0 とかなり高値でした．

た

そして，肺の多発空洞影も，肺炎を併発していたこともあ

あるいは

お尻から血が出た

などということはない

とのことでした．
追加の採血データです（表 2）
．PR3-ANCA は 134 IU/ml
と高値でした．本来 PR3-ANCA は陰性か，あるいはもう

り，ルームエアでPaO2 69.6 mmHgと，
酸素化が不良でした．
栃木：PR3-ANCA の推移はいかがですか．
山田：経過中も陰転化せずに，推移していました．
東邦医学会雑誌・2016 年 12 月
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（15）２７７

酒井：正球性正色素性貧血がもともとありましたか．

栃木：先ほど先生がご指摘になったように，原病のコン
トロールはあまりよくないことを示唆している，というこ

山田：ありませんでした．

とでよろしいですか．

酒井：例えば慢性的に出血しているのであれば，mean

山田：はい，そうです．

corpuscular volume（MCV），mean corpuscular hemoglobin

入院時の胸部単純 X 線写真を示します（図 1）
．心胸郭

concentration（MCHC）が少し低くなってくるので，
「こ

比（cardio thoracic ratio：CTR）は 57.6％ と著明な心拡

れは急性だな」という解釈ができることと，BUN がクレ

大は見られません．左の肋骨横隔膜角（costophrenic an-

アチニンに比してずいぶん高いですよね．これも併せて解

gle：CP angle）が鈍で，左側の胸水貯留と考えますが，

釈すると，急激に消化管出血が起こった時のデータである

外来にて経過観察されていた時から特に変化はなく，以前

と，貧血のデータと血清生化学の BUN から読み取ること

からあった所見でした．

ができると考えました．
山田：入院時 CT 所見です．先ほど指摘のあったとおり，

本間：右側にも胸水貯留があると思います．一見，横隔
膜に見えますが，血管影が全く透見できないということで，

両側の胸水が確認されました．もともと左肺下葉に既存の

左だけではなく両側に胸水があるかもしれないという所見

空洞病変があり，空洞壁の肥厚に加えて新たな結節陰影が

だと思います．

出現しています．
腹部 CT 所見を示します（図 2）．腹水の著明な貯留の
所見がありました．脾臓の形状が変化しているため，脾臓
に何か変化が起きて腹水が貯留しているのではないかとい
う解釈がこのときなされました．
小林：腹水に関しては濃度が少し高いことから普通の
さらさらとした水

ではなく，脾臓の所見と合わせると

血性腹水が疑われると思います．通常時に読影する際には
画像を少し上下できるので，こういう場合は膀胱などの濃
度を比べて，膀胱よりも脾臓の濃度が高ければ血性という
ように比べられます．
栃木：脾臓から出血している可能性があるということで
すね．
山田：次に，腹部超音波検査（腹部エコー）を施行しま
した（図 3）．すると，脾臓において嚢胞性腫瘤を認めま
した．ドップラーを当てると，動脈性拍動が確認できると
図 1 入院時胸部単純 X 線写真
心胸郭比（cardio thoracic ratio：CTR）：57.6%，左
側胸水貯留あり．

A

いうことだったので，仮性動脈瘤の状態になっているので
はないかと解釈しました．
栃木：腹部エコー上，この所見は以前からあったので

B

図 2 入院時 computed tomography（CT）所見
A：脾臓の形状変化あり，B：腹水貯留あり．
63 巻 4 号
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A

壯一

ほか

B

図 3 入院時腹部超音波検査所見
A：脾臓内に多数の嚢胞性腫瘤を疑う所見あり．
B：嚢胞内に動脈性波形が見られる．

図 4 血管造影検査像
脾臓より造影剤の漏出を確認．

しょうか．
山田：1 年ほど前に腹部エコーをスクリーニングで行い
ましたが，脾臓には所見を指摘されていません．

栃木：CT では，多嚢胞性病変だという読みは難しいと
いうことですか．
山田：はい．

三上：後の所見を示す際に比較したいのですが，脾臓の

次に，同部位に対し血管造影を行いました（図 4）．左

嚢胞性腫瘤の具体的な大きさはどれくらいと読めるでしょ

側は脾動脈に造影剤を注入すると，脾動脈から造影剤が漏

うか．

出している像が確認されています．右側は脾動脈にカテー

山田：大きいもので 1 cm 程度とのことです．

テルを入れてもう一度造影した像です．こちらも同じく造

栃木：病変が多数で，一番大きいものが 1 cm 程度とし

影剤の漏出を確認しており，同部位からの出血であると判

て，嚢胞性腫瘤全てとなると，どれぐらいの大きさでしょ
うか．

断しています．
小林：末梢において

ぷつぷつ

と球状に見えるのが，

山田：2〜3 cm 程とのことです．

動脈瘤と思われます．もともと多発血管炎性肉芽腫症があ

栃木：脾臓において，CT で density が違う領域と，腹

るので，小さな動脈瘤が多数あるのではないかと思われ，

部エコーにおける嚢胞性腫瘤は同じ部位と考えてよいです

その動脈瘤により，PT-INR がかなり高かったようなので，

か．

そこから出血したのではないかと考えられます．

山田：同じ部位と思います．

山田：塞栓術後に，先ほどの脾動脈をもう一度造影した
東邦医学会雑誌・2016 年 12 月
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図 5 動脈塞栓術後の血管造影検査像
脾臓よりの出血を確認できない．

PSL
（mg/ 日）
HD×3/週

12
30
RTX 375 mg/m2

MCFG 150 mg
痰：緑膿菌
意識レベル
下血
低下
C7-HRP 陽性
ｐ
抗原陽性

PR3ANCA
Plt
（U/ml）
（×103/μl）

250

100

200

80
60
40
20

IVIG 5.0 g×3
DRPM 0.5 g

入院

300
PR3-ANCA

150
100

15

GCV 50 mg

脾臓出血

120

20

TAZ/PIPC 9.0 g

MEPM
1.0 g

140

27

Plt

50

0
0
入院後 1 日目

CRP
40 日目

永眠
CRP
（mg/dl）
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
53 日目

図 6 経過図
PSL：prednisolone，HD：hemodialysis，RTX：rituiximab，IVIG：intravenous immunoglobulin，
TAZ：tazobactam，PIPC：piperacillin，MEPM：meropenem，GCV：ganciclovir，MCFG：
micafungin，PR3-ANCA：proteinase-3-anti-neutrophil cytoplasmic antibody，Plt：platelet，CRP：
C-reactive protein

画像をお示しします（図 5）
．見事に塞栓していただき，

染症も併発していると考えて抗菌薬で加療を始めていま

きれいに血管が造影，描出されるようになっています．こ

す．その後，高かった CRP 値などの炎症反応は下がり，

れで止血はされたと判断して，入院加療となっています．

なおかつ PR3-ANCA も低下傾向であったので，急性期は

経過図を示します（図 6）
．脾臓出血を契機に入院，加

脱したと判断しています．

療されています．血圧がもう一回下がったため大量補液お

では，今後どうしていくべきか．先ほど指摘もあったと

よび輸血を行ったところ心負荷がかかったため，一回透析

おり，今回，原病における活動性の抑えが悪かったために

導入となりましたが，その後離脱しています．プロカルシ

起こった出血ではないかと考えました．これから先は治療

トニンや CRP 値が高く，肺の陰影もあったことから，感

を何かしら強化しないと，再度，脾臓出血を起こす，ある

63 巻 4 号
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いは今度こそ致命的になるのではないかと考えて，ステロ

レベルが下がり，多臓器不全を起こし，亡くなられたとい

イドを中等量増やしました．また，シクロフォスファミド

う経過をたどっています．

療法は，何十回も行って効果がなかったということなので，

本症例の臨床的問題を提示します．死因は何らかの感染

今度はリツキシマブを使用することとしました．
この結果，

症，そして敗血症を起こしたと思われます．ただ，喀痰か

PR3-ANCA の値がどんどん下がり，炎症反応も下がった

ら緑膿菌が出ているし，サイトメガロウイルスも出ている

点から，血管炎の活動性は抑えられてきているのではない

し，下血も起こしており，その主たる感染巣は一体どこか

かと考えました．

ということがわかりません．どこがこの方の主な死因だろ

その後，喀痰からの緑膿菌検出，同時期の下血，サイト

うかということが 1 つあります．
もう 1 つは，入院契機となった脾臓出血の原因は何なの

メガロウイルス抗原の陽性化，アスペルギルス抗原の陽性
化と，いろいろなことが同時に起こり感染症を起こしてし

でしょうか．血管炎との関連はあるのでしょうか．

まったのではないかと考え，抗生剤治療，免疫グロブリン

病理解剖所見

大量療法を併用して治療を行っていました．しかし，感染
症のコントロールはうまく行かず，血小板数も下がり，最

患者の死亡後担当医から患者家族に対して，病理解剖な

後にはほとんどゼロになってしまったというように，意識

らびに組織の教育・研究目的の使用に関して説明を行い同
意を得たのち，全身解剖に供した．病理解剖は死亡後 11
時間 38 分に開始された．

病理解剖診断
主診断：多発血管炎性肉芽種症
肺（左 460 g，右 522 g）は，両側とも全体的に充実性
となっていた．左肺では上葉の内側と下葉 S9 に壊死性病
変を認めた．右肺では肺尖部に 4×2 cm の空洞，上葉と
中葉の分かれ目に 1.2 cm の空洞，下葉 S6 の近位部に壊死
性病変を認めた（この下葉の病変に関連する気管支の内腔
に凝血あり）
（図 7）．組織学的には，空洞の内腔面には組
織の壊死，macrophage の集簇，線維化，肉芽組織が見ら
図 7 左肺上葉の肉眼像．壊死物を容れた空洞性病変を認
める（矢印部）
．

A

れ，空洞の内面などに一部石灰沈着も認めた．Elastica van
Gieson 染色で見ると病変内や病変辺縁の血管で弾性板が

B

図 8 末梢肺動脈の組織像
A：ヘモジデローシスを伴う線維化を認める（Hematoxylin-Eosin（H-E）染色）．
B：弾性板の断裂を認める（矢印部，弾性線維染色（Elastica van Gieson：EVG）染色）
．
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図 9 脾臓の肉眼像．陳旧性の血腫を認める（矢頭部）．
脾動脈内に金属ステントを認める（矢印部）
．
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図 10 ダグラス窩の組織像
漿膜面に膿と炎症性滲出物が付着する．食物残渣を認める
（矢印部）．

破壊されているものが認められた（図 8）
．明らかな活動
性の血管炎（fibrinoid 壊死など）や肉芽種は認めなかった．
腎臓（左 122 g，右 120 g）では，糸球体の 7 割程度が硝
子化に陥っている．残存糸球体では細胞性ないし線維性半

marrow であり，骨髄球系/赤芽球系の比は 3 程度．
10）紫斑を頸部，前胸部，前腕部，下腿に認めた．
11）身長 158 cm，体重 41.7 kg の一男性屍であった．

月体は見られない．滲出性変化あり．中小の動脈の硬化性

質疑応答

変化が中等度みられたが，血管炎の所見は見られなかった．
随伴所見
1）副腎（左 4 g，右 3 g）：両側とも皮質の萎縮．
2）びまん性肺胞障害：肺胞内腔面に硝子膜形成が見ら
れる．一部の肺動脈枝の内腔に fibrin 血栓あり．
3）脾臓（172 g 以上）
（塞栓術後の状態）：出血と凝固壊
死が見られた（図 9）
．脾門部の動脈に金属コイルが認め
られた．脾動脈の動脈瘤は同定できなかった．

山田：脾臓に肉芽腫性病変は確認されなかったというこ
とでよろしいですか．
三上：そのとおりです．
栃木：原病である血管炎としての活動性はあまりなく，
肺炎もなく，感染症としては憩室炎があり，それが穿孔し
て死因につながったということでよろしいでしょうか．
三上：そのように考えています．CT 画像で見た，左肺

その他の所見

の結節性病変として紹介された病変がその後どうなったの

1）前立腺ラテント癌：右葉，peripheral zone（PZ），1.5

かですが，結節性病変と認識できるものは解剖時には見ら

mm 大，Gleason 3＋4=7，被膜侵襲なし．
2）結腸憩室炎とその穿破：S 状結腸から直腸にかけて

れませんでした．CT 撮影後 3 カ月経っているので，実際
どのような病変だったのかはよくわからないと思います．

壁肥厚と，漿膜面の滲出物付着を見る．割を入れると憩室

酒井：肺の血管炎も古いもので，腎臓も今は活動性がな

が認められ，漿膜下に壁が破壊され膿が貯留している憩室

い状況なので，疾患活動性という意味では，病理学的な解

が認められた．腹膜面まで炎症の波及を認め，ダグラス窩

釈からすると，すでに沈静化していると言ってよろしいで

には滲出物が付着していた（図 10）
．

しょうか．

3）無菌性心内膜炎：僧帽弁の後尖に fibrin からなる 2
mm 大の疣贅が見られた．

三上：われわれとしてはそのように読みますが，本日の
症例提示で PR3-ANCA が，そんなに高くないにしろ，持

4）肝臓（934 g）：軽度のうっ血が見られた．

続して陽性をとっていたことは，私としては意外でした．

5）顎下腺：著変なし．

どこかに私が見落とした，palisading granuloma（柵状肉

6）びらん性膀胱炎が見られた．

芽腫）や microabscess（微小膿瘍）などの間質の壊死性

7）大動脈の粥状硬化．右総頸動脈の大動脈からの分岐

の病変があるのかとも思います．

部は粥状硬化が強い．左頸動脈の分岐部は軽度であった．

酒井：ただ，PR3-ANCA は，myeloperoxidase（MPO）-

8）右頸静脈と右腸骨静脈に血栓．一部器質化の過程に

ANCA もそうですが，疾患活動性と必ずしも相関しない

あり．
9）椎骨は圧迫骨折が多発．骨髄：腰椎では hypocellular
63 巻 4 号
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たのではないかと思われます．疾患活動性を抑えるために
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ブで妥当だったと思います．

らく持つと思いますが，ステロイドの感受性がかなり高い

栃木：先ほど酒井先生から，リツキシマブの用量が多い

と思います．ステロイド減量とともに血圧コントロールが

のではないかというコメントがありましたが，375 mg/m2

よくなってくることに関しても，感受性が強いということ

の根拠はどこにあるのでしょうか．

もステロイドがよく効いた結果，良くなったのだと思いま

金子：リツキシマブ投与量の 375 mg/m2 の根拠は悪性

す．そこに加えてリツキシマブを投与するのは，つらかっ

リンパ腫のプロトコールからそのまま取り入れておりま

2

たのではないかとは思います．375 mg/m は日本人として

す．ループス腎炎でも 375 mg/m2 を 4 回投与するという

は高用量で，われわれが 10 年間使っている経験では，CD20

報告が多く，それを取り入れているだけなので，酒井先生

2

がおっしゃるとおり，本当に ANCA 関連血管炎に対して

を抑制するのには 100 mg/m で十分かと思います．
ステロイドを減量しなければいけない血管炎の死亡の 1

375 mg/m2 が妥当かどうかは，非常に議論の余地がある状

番の原因は感染症ですから，脾臓が全く機能していなかっ

況です．また，2 回だけでも CD19 と CD20 を下げるとい

たということは，脾臓がない状態でリツキシマブを使わな

うデータもあるので，用量に関しては今後議論になってく

ければいけないということとも解釈して，リツキシマブを

ると思います．

使う際の前投与で各種ワクチンを打たなければいけないと

栃木：それでは最後に澁谷先生，一言お願いします．

いうことがあります．本間先生にお聞きしたいのは，脾臓

澁谷：この病気はとても有名ですが，
このようにきれいに

がない場合の感染症の罹患率，例えば肺炎球菌ワクチンを

診断して自信をもって治療に当たること自体がわりと少な

行った方が良いのかということもお伺いしたいと思いなが

いのではないかという印象を持っています．どうしても診

ら，リツキシマブを眺めていました．

断根拠が薄弱で，病理診断といっても壊死ばかりの検体で

本間：はっきりしたデータは知りませんが，脾臓摘出術

病理医を悩ませるという施設が非常に多いと聞いています．

（脾摘）をしている方は少なくありません．脾摘している

結局，ステロイドを大量に使うので，感染症の制御が重

方に肺炎球菌などの感染症が多いかというと，臨床現場で

要ということで，この病気の相談を受けるのも，ほとんど

はそれ程多くないと思います．しかし，肺炎球菌ワクチン

感染症のことです．そうすると，まず，しっかりした診断

に関しては，高齢者で基礎疾患がある人には積極的に勧め

が付き，その上でいろいろと治療を選択したということで，

ています．それにはエビデンスがあります．

患者さんには厳しい結果ですが，関わったわれわれとして

金子：酒井先生のお話ですが，実際にこの方はステロイ
ドに加えてシクロホスファミドを 6 コース程度繰り返して

は非常に勉強になる症例だったかと思います．ぜひ，経験
を大切にしていっていただきたいと思います．

おり，それにもかかわらず肺病変はゆっくり進んでいまし

栃木：ありがとうございました．それでは，ちょうど時

たし，消耗性の貧血がありました．MPO-ANCA は顕微鏡

間です．本日は活発なご討論，ありがとうございました．

的多発血管炎の疾患活動性と相関しないことはよく言われ

終了させていただきます．

ていますが，PR3-ANCA は多発血管炎性肉芽種症の疾患

症例解説

活動性の指標となり得ます．また，症例ではステロイド単
独では病勢を抑えることができず，今回リツキシマブを選

多発血管炎性肉芽腫症を含め，大型の血管から末梢の血

択しました．リツキシマブは腎病変にはエビデンスがあり

管まで，血管炎の起こる部位と疾患はある程度決まってい

ますが，肺病変や血管病変自体にエビデンスがあるのかど

る．多発血管炎性肉芽腫症は ANCA 関連血管炎の 1 つで

うかはわかりません．しかし，シクロホスファミドだけで

あるが，中動脈から中静脈が炎症の主座となる．この疾患

は効果が乏しく，感染のリスクがありますが，リツキシマ

は，上気道，肺を含めた気道と腎臓に病変ができる．全身

ブを選択したという経緯があります．さらに，疾患活動性

症状と臓器症状があり，有名なのは壊死性半月体形成性腎

が高い状態にあって脾臓の出血を繰り返す可能性があった

炎と肉芽腫性血管炎である．検査所見としては PR3-ANCA

ためステロイドとリツキシマブを併用しました．結果的に

が陽性である．

は，重篤な感染症を認めましたが，患者さんに十分お話を
した上でリツキシマブを使用しました．

考察（臨床）

酒井：そのとおりだと思います．ですから，われわれも

GPA はわが国においては ANCA 関連血管炎のなかで顕

きっとリツキシマブを選択したと思います．組織像を見る

微鏡的多発血管炎に次いで多い疾患である．上気道（眼，

と，かなり沈静化した血管炎だったのかなということが 1

耳，鼻，咽頭など）病変，肺病変，腎病変を中心に全身の

つ挙げられると思いますが，腎臓そのものの半月体形成と

小型動脈の壊死性肉芽腫性血管炎を特徴とする難治性血管

いうよりは，全体の疾患活動性を抑えてくれるというよう

炎である．小血管病変を主体に動脈瘤の合併が見られるが，

に認識しているので，免疫抑制剤の次の選択はリツキシマ

大〜中血管レベルにおける動脈瘤の発症は少ない．GPA
東邦医学会雑誌・2016 年 12 月

多発血管炎性肉芽腫症の経過中に脾臓出血を来した 1 例

患者において中血管レベルである脾動脈瘤の破裂を生じた
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破裂した動脈瘤は同定できなかった．

と 4 例報告されている ．GPA として，非外傷性脾動脈

多発血管炎性肉芽種症では動脈瘤はまれであり，大動脈

瘤破裂は非常にまれな合併症と考えられる．しかし，Fahey

から小動脈まで報告がなされているものの病理所見での提

et al. の報告５）では GPA で不幸の転帰をたどった患者 7 例

示をしている例は少ない．その約半数が破裂を起こしてお

において，剖検した全例に動脈瘤あるいは肉芽腫などの脾

り，動脈瘤が生命予後を左右する可能性がある６）．多発血

臓病変を認めたとしている．したがって，無症候性の潜在

管炎性肉芽種症における肺病変は，肉芽種性血管炎が良く

的な脾臓病変を持つ GPA 患者は多く，一部が顕在化して

知られているが，palisading

いることが考えられる．疾患活動性の高い GPA 患者にお

間質の microabscess（微小膿瘍），壊死性気管支炎などの

いては，脾臓病変の合併も念頭に慎重に経過を見ていく必

所見も重要である７）．生検で診断を付ける場合は，肉芽種

要がある．

性血管炎が捕まらないことも多くこれらの所見を認識して

過去の脾臓出血を伴う GPA の報告例はいずれも病理学
的に脾臓の血管炎を証明している．本症例では剖検で脾臓
に病変が認められなかったが，種々の治療にもかかわらず
持続的な高疾患活動性の状態にあり，画像所見などより総
合的に GPA による病変と診断した．一方で，剖検所見に
おいて脾臓に GPA の病変が見られなかったのは動脈塞栓
術の施行による組織損傷が影響した可能性がある．また，
強力な免疫抑制療法を行った結果，その後の脾臓出血は認
められなかったが，種々の日和見感染症によって死に至っ
た．致死的な感染症を併発した結果から本症例のステロイ
ド増量やリツキシマブ併用といった強力な免疫抑制療法を
行う際には十分注意しなければならないと思われる．

考察（病理）
解剖では S 状結腸から直腸にかけての憩室炎とその波
及による腹膜炎が認められ，最後の感染症に対応するもの
と考えられた．肺において壁が破壊された血管が見られ肉
芽種性血管炎の陳旧性の病変と考えられたが，活動性の血
管炎は同定されなかった．脾臓は塞栓術後の状態であり，
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granuloma（柵状肉芽腫）
，

おくことは重要である．
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