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診断困難な間質性肺炎に合併した ANCA 関連腎炎の 1 例
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間質陰影が認められ，肺炎疑いで入院となった。

はじめに

入院時身体所見：身長 156cm，体重 48.5kg，

ANCA 関連血管炎が間質性肺炎を高率に合併

体温 37.9℃，脈拍 120 回 / 分，呼吸数 16 回 / 分，

することは近年よく報告されているが，多彩な

血圧 106/70mmHg，下肢遠位側に点状紫斑あり，

全身症状が表出しない限り，その診断は困難で

眼瞼結膜貧血なし，
眼球結膜黄疸なし充血あり，

ある。今回，呼吸器症状ならびに上肺野優位の

右耳難聴あり，項部硬直なし，リンパ節腫張

間質性陰影で発症し，治療経過中に腎血管炎，

なし，心雑音なし，呼吸音両側上肺野で fine

冠動脈血管炎を合併したと思われる 1 例を経験

crackle を聴取する，腹部平坦軟，圧痛なし，腸

したので，それを報告する。

蠕動音正常，両下腿に軽度浮腫あり。

症

Fig1. 胸部レントゲン

例

両側上肺野に限局し，肺野末梢に強い間質陰影

症

例：M.M. 50 歳，女性。

主

訴：発熱，咳そう

を呈する間質性肺炎像あり
呼 吸 機 能 検 査（ 第 13 病 日 ）：%VC 75.3

既往歴：小児喘息（14 歳時に最終発作）
，
薬剤アレルギー
個人歴：飲酒歴
常用薬
家族歴：姉

入院時（第 0 病日）

FEV1.0% 76.0 拘束性障害あり
心臓超音波（第 17 病日）：駆出率 68%

あり（詳細不明）

機会飲酒，喫煙歴 なし，

入院後経過：胸部 X 線写真の所見から，好酸

特になし

リウマチ疑，父

左室

拡張末期径 40mm 左室収縮末期径 25mm

肺結核

球性肺炎，非定型好酸菌肺炎，肺結核が鑑別

現病歴：2002 年 4 月 20 日頃より，咳そうを

にあげられた。入院時より，セフトリアキソン

自覚していた。同年 5 月 1 日近医を受診した際，

（CTRX）とエリスロマイシン（EM）の点滴静

呼吸器感染症が疑われた。症状が改善しないた

注を開始し，熱型をおったが，開始 3 日目にも

め 5 月 4 日受診時にアジスロマイシン（AZM）

体温 38℃から解熱せず，抗生剤を中止。診断

が処方されたが，奏効せず，5 月 8 日レボフロ

目的に血液培養，痰培養，好酸菌染色等施行

キサシン（LVFX）
，5 月 10 日からはミノマイシ

したが，明らかな微生物感染は確定できなかっ

ン（MINO）へと内服抗生剤が変更されている。

た。経気管支肺生検を施行したが，間質への炎

しかし，発熱と咳そうは持続し，全身倦怠感，

症細胞浸潤のほか特記すべき所見認めず，診断

食欲低下のため，1 ヶ月で約 5kg の体重減少が

未確定のまま，安静，鎮咳薬の対症療法で経過

認められた。原因精査，加療目的に 5 月 16 日当

をみた。咳そうならびに，ときに 38℃を超え

院紹介受診。初診時胸部 X 線上，両側上肺野に

る稽留熱が持続し，さらに第 20 病日に右上肢，

東海大学医学部付属病院
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表 1．検査所見
< 血算 >
15.0 × 10 × / μ l

RBC
Hb

3.97 × 10 μ l
11.8g/dl

6

HT
PLT
赤沈

162 μ g/Dl

TIBC
3

WBC

36.3％
4

47.0 × 10 / μ l
106mm/1hr

フェリチン
326ng/ml
< 血液ガス（Room Air）>
pH

7.496

PCO2

32.2mmHg

PO2
HCO3-

76mmHG
24.3 mEq/l

< 生化学 >
TP

9.0g/dl

SaO2
< 免疫血清 >

Alb
GOT

3.1g/dl
19U/l

GPT
LDH
ALP

β

13.0%

γ
A/G

29.0%
0.56

< 尿検査 >
（尿定性）
比重
蛋白（＋ / −）

96.3%

糖（−）
ケトン体（−）

IgG
IgA

2560mg/dl
831mg/dl

潜血（1+）
白血球（+/ −）

20U/l
223U/l

IgM
IgE

157mg/dl
9760IU/ml

1.015 pH 6.0

ウロビリノーゲン（−）
（尿沈渣）

243U/l

C3

102mg/dl

赤血球

1-4/HF

γ -GTP

25U/l

C4

28mg/dl

白血球

5-9/HF

AMY

73U/l

CH50

76.4CH50U/ml

扁平上皮

1-4/HF

UA

2.7mg/dl

ANA

40 倍

移行上皮

<1/HF

BUN
Cr

7mg/dl
0.7mg/dl

抗 ss-DNA 抗体（−）
抗 Sm 抗体（−）

尿細管上皮
硝子円柱

1-4/HF
1+

Na

137mEq/l

抗 RNP 抗体（−）

上皮円柱

K
CL

3.5mEq/l
98mEq/l

抗 SS-A 抗体（−）
抗 SS-B 抗体（−）

< その他 >
Ccr

Ca
IP

8.6 mg/dl
3.6 mg/dl

PR3-ANCA <10EU
MPO-ANCA 176EU

血中β 2MG
尿中β 2MG

T-Bil
CRP
Fe
UIBC

0.3mg/dl
11.88mg/dl

< 蛋白分画 >
Alb

NAG

13 μ g/dl

α -1

5.9%

α -2

16.0%

両下肢に異常知覚が出現。第 26 病日（尿定性）
沈渣）顆粒円柱 1 ＋

15.9U/l

細動脈，血管極への炎症細胞浸潤が確認され，

白血球 1 ＋ （尿

上皮円柱 2 ＋

44ml/min
2.68 μ g/ml
0.40 μ g/ml

36.1%

175 μ g/Dl

タンパク 1 ＋ 潜血＋ / −

1+

ANCA 関連血管炎の確定診断に至った。ステロ

白血球

イド・パルス療法（m-PSL 1000mg）2 クールお

円柱 2 ＋と，尿所見上に異常が認められ，腎

よび，経口ステロイド投与（PSL 40mg/ 日）を

生検施行前の第 41 病日には喘息発作が出現し

開始したところ，上強膜炎，神経障害，難聴

た。副鼻腔炎，多発単神経炎所見，血清 MPO-

は速やかに改善した。しかし，心電図上に QS

ANCA176EU，さらに喘息発症という臨床経過

pattren が出現，第 60 病日に心不全を呈し，心

から，Churg-Strauss 症候群を疑い，生検前では

臓超音波にてびまん性心筋収縮機能低下が指

あったが ANCA 関連血管炎の臨床的診断のも

摘された。パルス療法後，経口ステロイド継続

と，第 42 病日，ステロイド・パルス療法を開

中（PSL 35mg/ 日）の心不全合併に対し冠動脈

始。肺生検上に血管炎所見が認められなかった

造影ならびに心筋生検を施行した。冠動脈造影

ことから，小〜中等大の血管炎が予測され，よ

にて末梢の閉塞が全体的に認められた。心筋生

り多くの情報を得るため腎生検が選択された。

検上には好酸球浸潤ならびに血管炎は認めず，

第 48 病日に腎生検を施行したところ，好酸球

心筋の脂肪変性，脱落と繊維化が認められた。

浸潤は認めなかったが，腎組織にて輸入・輸出

冠動脈造影所見および心筋生検所見から ANCA
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関連血管炎に伴う心筋虚血と判断し，シクロ
フォスファミド 100mg/ 日併用療法開始。寛解
導入療法へと移行した。平成 14 年 12 月現在，
発症から 6 ヶ月経過するに至り，ANCA 値は陰
性化し，腎症候，肺症候，血管炎症候の再燃な
く，維持療法（PSL 20mg/ 日）にて経過観察中
である。
病理所見：fig2. 肺生検（第 12 病日）肺胞壁
は中等度のリンパ球系細胞浸潤と疎な線維化病
変のために，びまん性に肥厚し，2 型肺胞上皮
細胞の増生を伴う。肺胞領域の間質性線維化病
変が主体で，肉芽腫性病変，好酸球は認められ
ない。
ﬁg3. 腎生検（第 50 病日）光顕写真：おおよ
そ 40 個の糸球体が確認された。一部の糸球体

Fig1. 胸部レントゲン

にメサンギウム領域の拡大が認められた。糸球
体の約 20% に軽度の炎症細胞の浸潤と半月体
形成への移行像が認められた。血管極の輸出入
動脈に限局した激しい炎症はあるが，肉芽の形
成は認めらなかった。
心臓超音波（第 70 病日）
： 駆出率 29% 左室
拡張末期径 52mm 左室収縮末期径 44mm
心筋 TF（第 73 病日）
：駆出率 23%
期容量 122ml

拡張終

収縮終期容量 93ml 1 回拍出量

28ml
ﬁg4. 冠動脈造影（第 80 病日）
：左冠動脈心
室中隔枝，右冠動脈後下行枝の分枝が確認でき

ﬁg2. 肺生検

ない
ﬁg5. 心筋生検（第 94 病日）
：心筋線維の減
少と，軽度の炎症細胞の浸潤と組織球が認めら
れた。肉芽組織は認められず，血管炎の所見も
認めなかった。しかし，心筋細胞胞体の脂肪変
性が目立ち，虚血の存在が示唆された。

ﬁg3. 腎生検
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ﬁg3. 腎生検

ﬁg5. 心筋生検

考

察

検査所見では血算で Hb 11.8g/dl，Ht 36.3%，
PLT 47.0 × 104/ μ l と貧血と血小板増多が認め
られ慢性炎症の存在が示唆された。生化学では
CRP 11.8mg/dl と上昇が認められた。血液ガス
は AaDo2 開大を伴う，軽度の呼吸性アルカロー
シスを呈していた。免疫血清学的検査では IgG
2560mg/dl，IgA 831mg/dl，IgM 157mg/dl と
免疫グロブリンの上昇を認め，とくに血清 IgE
9760IU/ml と，異常高値を示した。補体正常，
リウマトイド因子は陰性であった。尿所見では，
蛋白，糖は陰性であったが，潜血 1 ＋，尿沈渣
では上皮円柱 1 ＋を認めたが，糸球体障害を積
極的に示唆する所見は認めなかった。
本症例は胸部レントゲン上で好酸球性肺炎が
疑われ，血清 IgE が異常高値を示し，副鼻腔炎，
多発単神経炎所見，喘息発症という経過から
MPO-ANCA 関連血管炎という疾患概念の中で，
当初 Churg-Strauss 症候群にきわめて近い病態を
示した。しかし白血球分画上に好酸球の増多は
認められず（好酸球 <2%），血管外の好酸球浸

ﬁg4. 冠動脈造影

潤も一貫して確認されていない。
病理所見において，経気管支肺生検標本の所
見は nonspecific interstitial pneumonia（NSIP）pattern，あるいは，usual interstitial pneumonia（UIP）
pattern であり，好酸球の浸潤，肉芽腫の形成は
認められなかった。しかし，両側上肺野優位の
浸潤陰は IP としても例外的であった。肺生検
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の所見をうけて，我々は中小動脈の血管炎の存

心不全に対して，経過中に心筋逸脱酵素の増加

在を疑い，腎生検を施行した。ANCA 関連血管

が明らかでなかったため，診断が遅れた事実は

炎は，一般的に様々なサイズ，型，局在をしめ

否めない。血管炎症候群は，時に無症候性の心

すが，本症例では腎生検組織において，糸球体

筋虚血を起こしうる事が報告されている。今回

炎症に乏しく，細動脈レベルに強い血管炎が確

我々は MPO-ANCA 関連血管炎に冠動脈末梢の

認された。壊死性糸球体腎炎の所見はごく一部

血管炎を合併し，生命予後に深く関与すると思

にとどまったが，肺生検で血管炎所見を認めな

われる慢性心不全へ至った症例を経験したので

い，その理由は傷害される血管径の違いにある

報告した。

と考えられた。しかし腎生検組織においても好

まとめ

酸球の浸潤は確認されず，Churg-Strauss 症候群
の診断基準は満たされなかった。

50 才女性の ANCA 関連血管炎の 1 例を経験し

さらに，Microscopic polyangiitis（MPA）とし

た。本症例は経過中に心不全を併発し，冠動脈

ても，急速進行性糸球体腎炎としては腎障害が

造影所見で，冠動脈の細小血管炎による心筋虚

ごく軽度にとどまり（第 50 病日で Cr 1.1mg/dl

血と考えられた。ANCA 関連血管炎においては

が最大値，以後 Cr 0.7mg/dl）
，組織上も壊死性

常に心疾患の合併を考慮し，定期的に心電図，

半月体形成性腎炎所見に乏しく，また，円柱

心臓超音波を行うことが必要と考えられる。

がステロイド開始前に消失していたことから，
MPA としても非定型的であった。我々は，以
上の結果より，本症例を Churg-Strauss 症候群類
似の MPO-ANCA 関連血管炎という大きな概念
の中で捉えることとした。
MPO-ANCA 関連血管炎とは血管炎を基盤と
してもたらされる多種多様の臨床病態ないしは
疾患群の総称であり，血管炎を主病変とする独
立した疾患（原発性）もあれば，基礎疾患に血
管炎を伴う病態（続発性）もみられる。原発性
の病態は，障害を受ける血管の太さにより分類
されるものであり，本症例のように，いずれの
疾患概念も満たさない MPO-ANCA 関連血管炎
の存在も考えられる。
本症例が，治療経過において心不全を合併
し，冠動脈造影検査で末梢の血管の途絶が確認
されたことは，非常に興味深いものであった。
MPO-ANCA 関連血管炎において特に消化管出
血や脳梗塞，心筋梗塞は PN 型血管炎でよくみ
られる症状であるが，その他いずれのタイプの
血管炎においても血管の壊死を起こせば出血，
血栓形成，狭窄による臓器虚血などの症状を生
じる。今回，ステロイド治療によって，肺の画
像や，腎炎所見が改善したのちに起こってきた
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討

れが出てきたときに Churg-Strauss を疑うと，循

論

環器のドクターは言っていました。臨床として

乳原

では，臨床の立場からどうぞ，佐藤先生。

総合的に見ると，多発性単神経炎のようなもの

佐藤

帝京大学の佐藤といいます。今回，入院

もあったり，喘息もあったり，好酸球は必ずし

前のレントゲンはないですか。間質性肺炎は今

もないけれど，組織的にはそこがとらえられて

回起こったものなのか，以前からあったものな

いないのかもしれませんけれど，どちらかとい

のか。

えば肺病変も Churg-Strauss の場合は多彩なもの

丸山

残念ながら，このときが初診でして，前

であっていい，
と成書には書かれていますので，

医での写真も，たまたまその病院にかかったと

むしろ Churg-Strauss といったほうがいいような

いうだけで，それ以前の写真がなかったのです

気が，私はしますけれども。どなたか，ご意見

ね。すみません，わかりません。

がほかにおありでしょうか。

佐藤

山口 先生，心筋の生検でずいぶん脂肪浸潤が

肺生検で好酸球の浸潤がないというお話

でしたが，血管はどうでしたか。

強いのですが，その理由は何ですか。あれは右

丸山

室から採られているのでしょう。

少なくとも肺の生検で得られた組織のな

かでは，血管炎という所見が得られなくて，腎

丸山 右室から採られて，それはうちの病理の

臓内科にもっと大きい血管が炎症を起こして

先生も言っていたのですが，こういう症例はあ

いるのではないかということで，コンサルトが

まり見たことがなく，わからないと言われまし

あったような状況です。

て，こちらでも調べがそれ以上できませんでし

佐藤

た。すみません。

肺には，血管はとれていたわけですね。

それでは，病的な所見はないと考えていいわけ

乳原 では，臨床的な質問はよろしいでしょう

ですか。

か。

丸山

はい。認められませんでした。

山口 【スライド】腎臓のほうはあまり問題が

佐藤

そうすると，最後に診断になってしまい

ないと思います。いま演者が話したように fo-

ますが，Churg-Strauss でもないということにな

cal な necrotizing なグルメル nephritis と crescentic

ると，PN はどうでしょう。

な nephritis と い う こ と で， た し か に Fibrinoid

丸山 PN に関しては，それもどうかと思った

necrosis が糸球体のタフトの一部に起きて，周

のですが，症状として microscopic PN にしては

りに炎症細胞浸潤を伴っていますし，一部の小

肺出血の所見がまったくなく，肺の病変そのも

葉間動脈の末梢ぐらいのところでしょうか。少

のは先ほどの入院時の肺のレントゲン，CT で

し内膜の肥厚があって，軽い炎症を伴っている

見られた所見以上に悪くはならなかったので

ようなところが，ちょこちょこと見られていま

す。むしろ，治療を開始する前に症状そのも

す。

のは IgE が高値，さらにこのあと 13,000 まで上

【スライド】このように少し古い，
Fibrous になっ

がったのですが，また CRP もずっと高値を示

て，その上にまた新しい Fibrinoid deposit があ

していましたが，プレドニンを始める前から肺

りますので，新旧入り混じったような形の糸球

の異常陰影そのものは軽快していました。です

体病変。この辺はやや，どういうわけか尿細管

から，microscopic PN には肺の所見が弱すぎる

間質病変が広がっているところがあります。で

と思います。

すから，もしかすると血管の病変がある程度か

佐藤

ありがとうございました。

らんでいるのかもしれません。少しこの辺もや

乳原

よろしいですか。心筋障害は血管炎の合

や Fibrous で， 肉 芽，granulomatous と は 言 え な

併症として通常みることは少ないのですが，こ

いように思いますが，そういう感じの病変です。
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【スライド】動脈硬化は少し，この方は 50 歳に

く尿細管の周囲，あるいは血管炎のところにこ

しては，最近は 40 歳，50 歳でも動脈硬化はず

の よ う な， や や granulomatous な 病 変 が Churg-

いぶん強いのですね。私は女子医で移植のゼロ

Strauss の場合には出やすいのが，1 つのメルク

ナナとか，何かを見ているのですが，ドナーの

マールにはなると思いますが，eosino はたしか

腎臓を見ますと 40 歳ぐらいでも相当動脈硬化

に目立たないように思います。

が強い人がいますので。女性でも，最近は強く

【スライド】これも同じで血管だろうと思いま

なっています。通常の観念から言うと，動脈硬

す が，recanalization し た よ う な 内 腔 が で き あ

化がやや強い。先ほどお示しのように，vascu-

がって，これが本来の動脈壁でほとんど中膜

lar pole に近いところに necrotizing な，segmental

性板は失われて，recanalization したようなとこ

な病変が見られています。

ろで血管炎が以前にあって，そういう現象が起

【スライド】先ほどの細動脈で，やはり中膜筋

きているだろうことを思わせる病変です。focal

が消失して，PAS に少し濃染するような物質が

necrotizing なネフライシスと angitis，比較的細

壁内に入り込んでいますので，あまり炎症性の

い小葉間動脈の末梢に起きているということ

細胞がないのですが，動脈には何か起きている

で，全体としては ANCA 関連の血管炎という

だろうと言えます。

ことで理解できるだろうと思います。
以上です。
乳原 では，次に。

【スライド】これは Elastica van Gieson で弾性線
維を見ますと，普通，ここは circular になくて

重松 【スライド 01】私のほうからも少し付け

はいけないのですが，一部少し消失しているの

加えます。この症例では肺生検，心筋生検まで

か，branch なのか，はっきりしませんが，内弾

やってあるのですが，一番情報が豊富なのは腎

性板の消失を思わせるような病変があって，内

生検であったということですね。Churg-Strauss

腔が狭くなっているので細動脈炎と言えると思

なのか，そのほかの病変かということを結論づ

います。

けるのはなかなか難しいのですが，やはり糸球

【スライド】あるいは，それをずっと追ってい

体に首座のある血管炎症候群と，私は見てはど

きますと中膜の消失がありますので，何らかの

うかという意見です。ディスカッションで出し

血管炎，このようにグロメロイドに毛細血管腔

たいのは糸球体病変のことと，先ほど山口先生

が変に肉芽様に出てきていますので，よくこう

も出されたのですが，この辺に Tubulitis，間質

いうものは血管炎のあとの器質化で，こういう

性炎症が強いということがありました。これに

グロメロイドな血管内皮の再生が起こります。

ついて話をしたいと思います。

きれいな Fibrinoid necrosis が糸球体には見られ

【スライド 02，03，04】これは糸球体の病変で

ております。

すが，出すところは皆同じで，糸球体病変で，

【スライド】別なところですが，おそらく動脈

necrotizing and crescentic GN が出ていて，血管

の断面だろうと思いますが，内側に recanaliza-

炎症候群の糸球体病変として非常に典型的な像

tion したような内腔ができていまして，その周

です。フレッシュな像が出ています。

りに少し炎症細胞がからんで，周りの中膜筋

それから，血管炎はどうかというと，全通性

はほとんどわからなくなっているようなところ

の necrotizing の angitis は起こっていないけれど

です。これは granulomatous になっているので

も，end vasculitis 程度の軽い炎症は起こってい

写真を撮ったのですが。Churg-Strauss のときに

るということです。これも全部血管炎のカテゴ

は，たしかに eosinophilia がだいたいは腎障害

リーで括れるだろうということです。

が出てくる場合にもありますので，あまり私も

【 ス ラ イ ド 05，07，08】PAM 染 色 は necrotiz-

eosinophilia は気がついていませんが，一部よ

ing を示すのに一番いい染色で，明らかに係蹄
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がここで破壊されているわけです。Fibrinoid

このような exudate がわっと出ているわけです。

necrosis で す。 そ し て， そ れ と 一 緒 に 滲 出 物

おそらく糸球体から出たのでしょうが，そうい

が わ っ と 外 で 出 て， フ レ ッ シ ュ な 半 月 体，

うものが間質病変を惹起する 1 つの有力な証拠

extracapillary の炎症が起こっているということ

ではないかと見ていきました。

です。

と い う こ と で Fibrinoid necrosis， 急 性 の

【スライド 03】HE で見ますと，かなり硬化し

crescent ができる時期には，このような炎症性

ているのではないかということと，これは演者

の material は ど っ と 尿 細 管 の ほ う へ 流 れ て い

が先ほど血管極型と言われたところで，血管極

き，二次的に尿細管に damage を与えて，そし

に始まって，ある程度少し時間が経ったのでは

て二次的な間質性 tubulo-interstitial nephritis を起

ないかと思われるような変化です。あまり強い

こす可能性があることが，この腎生検から読み

Fibrinoid 壊死的な色合いではないわけです。

取れるのではないかと思いました。以上です。

【スライド 06】このようになっていますので，

乳原 どうもありがとうございました。ただい

ああいうフレッシュな病変のほかに insidious に

まの病理の発表に対して，何か質問がございま

少しずつこのような病変が，血管炎的な病変が

すでしょうか。はい，どうぞ。

あった可能性があるわけです。そうしますと，

木村

肺生検でフレッシュな血管炎は見つからなかっ

理の先生にお伺いしたいのですが，こういう血

たとおっしゃって，
採られている肺生検の像は，

管炎のときの糸球体病変は，先ほど演者の方も

肺胞腔がぺっちゃんこになって，collapse 状態

おっしゃったように血管極を巻き込んでくるこ

ですね。そのわりには肺胞壁は diffuse に拡大し

とが多いのではないかと思うのですが。
先ほど，

て，肺線維症的な状態になっているわけです。

1 つの糸球体でかなり tip のほうに変化が見られ

そういうものを考えると，肺腎症候群のような

ま し た ね。glomerular tip に necrotizing region が

ものがゆっくり進んでいることは，十分に考え

典型的なものがありましたが，そういうものと

られることではないかと思います。

血管極を巻き込んでくる病変との違いは，どの

【スライド 03，06】ここは古い collapse のとこ

聖マリアンナ医科大学の木村です。病

ように解釈すればよろしいのでしょうか。同じ

ろに，また新しい病変が再発を思わせる像です

と考えてよろしいのでしょうか。

ね。こういうことは，最初は起こらないはずで

重松 私のほうが先に言います。結局，血管炎

す。これはおそらく collapse 状態になって，一

に合併して糸球体に半月体形成性腎炎ができる

応はここで炎症が治ったのですね。そのあとま

ときには，キャリバーが問題になるので，mi-

た Fibrinoid necrosis が起こったという，これは

croscopic polyangitis 的なものが主病変できてい

再発の像だと思います。

るような症例は，だいたい血管極あたりにすご

【スライド 04，05】問題はこれですが，はじめ

い病変が出てくることが多いです。むしろもっ

はこれも糸球体ではないかと思って見ていたの

と末梢に，allergic の angitis と言われているよ

ですが，これはずっと連続で見ていきますと，

うな，capillary level の小さな血管に起こってく

どうもそうではなさそうです。

るようなタイプのものでは，糸球体より末梢の

【 ス ラ イ ド 04，05】 こ れ で す ね。 こ れ は

tip region に代表するような，ああいう形の末

glomerulus かと思ったのですが，ずっとほかの

梢型の crescentic な病変が出てくると思います。

染色を見ていくと，これはトゥブルスですね。

やはり血管炎のだいたいの分布に沿って，太い

【スライド 05】このようになります。この辺も

ところ，細いところ，非常に細いところ，毛細

まだ糸球体の可能性はありますが，どうして

血管レベル，むしろベニューのレベルというよ

もループを見つけることができませんでした。

うに，血管炎ですからサイズがずっと変わって
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くるわけです。その場所ごとによって，特徴的

も出現します。私も以前いろいろなことで測っ

な分布が出てくると思います。

たことがありますが，IgE 血症の高い方はかな

乳原

どうもありがとうございました。Fibri-

り高頻度に出てしまう。それがどのぐらい病的

noid necrosis が目立つ血管炎だということです

意義があるかどうかということは，それだけで

が，ではどうぞ。

は難しいような気がしますが，IgE に関してコ

森田

臨床の情報を無視して，純粋に形態学的

メントのできる方はどなたかいらっしゃいます

に考えたときに，こういう症例を microscopic

か。では，演者の方は何かございますか。いま

も含めた PN として矛盾はないのでしょうか。

の発表に対して，病理からのサジェッションに

それとも，どこかこれは PN とは違う病理組織

対して。

像があるのでしょうか。病理の先生に教えてい

丸山

ただきたいと思います。

の病気であれば全部上がると思っていたのです

重松

私の考えでは，PN という言葉は血管の

が，当初 Churg-Strauss を疑ったこともありまし

サイズで言っているわけですから，それをこの

て，IgE と好酸球の関係はどういうものだろう

頃もっと小さなサイズのものは MPA という表

かと思って，いろいろ調べてみたのですが，そ

現，microscopic polyangitis という言葉に言い換

の 2 つの関係を相対として述べているものがな

えています。そのなかにはむしろ細動脈レベル

く，そちらのほうを調べきれませんでした。も

から毛細血管レベル，peritubular capillary のレ

し，先生方でどなたか，そういった関係につい

ベル，そして venule まで入ってくるわけです。

てご存じの方がいらっしゃれば，私も伺いたい

ですから，そのようにスペクトラムの広いもの

と思います。申しわけありません。

ですから，それを 1 つの言葉で表わす場合血管

乳原 では，遠藤先生，何かありますか。

炎という表現よりも，私は endovasculitis という

遠藤 診断をどこに落とすかということで，主

表現を使う，結局は内皮細胞のある内膜がまず

治医と discussion したのですが，きょうはあま

侵襲されるのがきっかけになる脉管炎だと見て

りはっきり Churg-Strauss と言ってくれなかった

います。いまのご質問については，これは PN，

のですが，こちらとしては「Churg-Strauss でい

これは MPA と病理としてはっきりできる場合

いんじゃないの」と言ったのですが，すごく遠

もありますし，この症例のように血管のサイズ

慮がちにそう言ってしまったので。
乳原先生も，

がまたがっている場合には血管炎症候群の糸球

先ほど Churg-Strauss でいいのではないかとおっ

体と言ったほうが，よく言えているのではない

しゃってくださったので，どこへ落とすか。重

かという気がしております。

松先生が言われたように血管炎症候群が一番い

山口

どちらかというと，こちらから質問をし

いのではないかということはありますが，我々

たいのですが。MPA としてイムノグロブリン

としては Churg-Strauss に入れていきたいと思い

が高く，IgE が非常に高値ですね。何かそうい

ます。

う病態とどのようにつながっているのかという

乳原 確認をしたいのですが，心筋虚血，心筋

ことが疑問ですが。そういう症例もなかにはあ

障害は，治療によってよくなったのですか。な

るのかどうか，
まったく関連がないのかどうか，

かなか，こういうものを見ることはないのです

その辺を聞きたいのですが。

が。

乳原

私は経験が浅くて，IgE はアレルギー性

山口先生の質問に対してどなたか，IgE

丸山 心臓はパルスをやって，プレドニン，シ

とか，それとの関係について答えられる方はい

クロフォスファミドを始めて，それから 1 カ

らっしゃいますか。

月後の心臓の超音波を見ても，ejection fraction

IgE 血症は，喘息の人や，花粉症をもつ人に

は 24％，ほとんど改善を見られずに，循環器
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内科でもワーファリンを始められているよう
な状況にあります。腎臓も残念ながら入院当
初 CCR で 40ml/min ぐらいでしたが，そちらも
治療開始前，開始後，特に改善することなく，
40ml/min 前後で落ち着いてしまいました。さら
なる増悪は，いまのところないです。
乳原

では，佐藤先生。

佐藤

私の浅い経験をお話ししたいと思います

が，何年か前だったと思いますが，リウマチ学
会の血管炎のシンポジウムで出てきた話です。
長沢先生をはじめ白井先生，小泉先生とか，そ
うそうたるメンバーのところで最終的な結論
として，Churg-Strauss という診断をつけるため
には，組織に好酸球の浸潤があること，末血に
eosinophilia があることを大前提にしようとい
うことになっているようです。
私は，演者が述べましたように Churg-Strauss
という形ではなく，本当に systemic vasculitis と
いう形のなかに入れておいたほうがいいのでは
ないかと思います。そうしておかないと，大混
乱をきたしてしまうことになると思います。
それから，山口先生の先ほどの IgE との関係
ですが，PN とか Wegener とか，血管炎症候群
を呈する患者がなぜか IgE が高いか，要するに
allergic な状態にあるわけです。小児喘息をやっ
たとか，喘息であるとか，アトピーであるとか
の既往歴がある人が比較的 PN，Wegener，血管
炎症候群になる頻度が，高いという報告はあっ
たと思います。
乳原

どうもありがとうございました。よろし

いでしょうか。では，どうもありがとうござい
ました。
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