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中枢神経系に発生した悪性リンパ腫と全身性リンパ腫病変

─多領域に渉る診断治療の必要な疾患として─
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　中枢神経を侵す悪性リンパ腫には，中枢神経系原発悪性リンパ腫や血管内大細胞型B細胞性リン

パ腫が知られている。近年，診断率の向上とともに増加傾向にある腫瘍だが，発症機序にも不明な

点は多く，治療が困難であり，中枢神経系外初発の全身性の悪性リンパ腫に比較し，未だ予後不良

である。このような中枢神経系に発生したリンパ腫と全身の悪性リンパ腫の関連性を示唆する症例

を提示し，今後の診断治療への展望を考察する。
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序　　文

　中枢神経系原発悪性リンパ腫 (primary central nervous

system lymphoma; PCNSL) は，診断時に中枢神経系外

にリンパ腫病巣を認めない，中枢神経系に限局した節

外性リンパ腫を指し，他臓器リンパ腫由来の二次性中

枢神経系リンパ腫は含まない。病理組織所見では，そ

のほとんどがdiffuse large B cell (DLBCL) typeであるこ

とも特徴的である。

　また，稀ながら中枢神経系障害をきたす特殊なタイ

プのリンパ腫に，血管内リンパ腫が知られている。こ

の疾患は，小血管内腔に腫瘍細胞が増殖することで，

血管内腔を閉塞させ，結果的に多発性脳梗塞を生じさ

せる。WHO脳腫瘍分類2007年度版では，血管内大細胞

型B細胞性リンパ腫 (intravascular large B cell lymphoma;

IVLBL) と分類されている1。

　しかし，本来ならばリンパ組織の存在しない中枢神

経系で，なぜリンパ腫が発生するのか。その議論には

未だ決着はついていない。

　また，従来，全身性悪性リンパ腫の脳実質転移は少

なく，中枢神経系リンパ腫の他臓器転移も稀であると

されてきたが，画像診断を始めとした診断技術が向上

した現在，PCNSLの定義を含め，それらの信憑性にも

疑問がもたれるようになってきた。

　つまり，中枢神経系に発生する悪性リンパ腫への診
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断・治療へも新たな着眼点が必要となってきた。

　本稿では，頭蓋内リンパ腫を診断すると同時に，中

枢神経系外の全身性リンパ腫 (以下，全身性リンパ腫)

の合併を認めた症例を呈示し，全身性リンパ腫の頭蓋

内への転移あるいは悪性転化との関連性を考察する。

症例提示

症例1. 60歳代女性

　一過性の右上肢の脱力，失語症での中枢神経症状に

て発症した。頭部MRI画像診断で，左前頭葉病変が指

摘された (図1A)。診断時には倦怠感，発熱，盗汗と

いったB症状の合併はないものの，理学的には左鎖骨

上リンパ節を始め，多数のリンパ節腫脹が観察され

た。これらは18fluorodeoxy glucose positron emission

tomography/computed tomography (FDG-PET) (図1B) で，

同様に多数の全身リンパ節の異常集積像として確認さ

れた。また血清学的所見では，LDH 257 U/ml，可溶性

IL-2受容体抗体 (s-IL2) 1,550 IU/mlと，s-IL2値の上昇が

認められた。そこで，診断を目的とした骨髄穿刺と左

鎖骨上窩リンパ節生検が施行された。病理組織学的に

は両者ともfollicular lymphoma (FL) と診断された (図

1D)。しかし，一般的にFLはB細胞系の悪性リンパ腫分

類ではindolentな腫瘍であり，かつ頭蓋内転移の報告は

なされていない。このことから脳生検での診断が必要
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図1.  症例1，DLBCLとFLの合併

A. 頭部MRI (FLAIR + Gd) 画像: 左前頭葉に結節上病変と周
辺浮腫を認める。

B. 脳生検標本 (H&E染色): 中〜大型で細胞質の乏しい異型
細胞が散在性に増生浸潤。壊死を伴っている。DLBCLであ
る。

C. FDG-PET/CT: 左顎下，左鎖骨上窩，右肺門，腹腔動脈
周囲，傍大動脈，両側ソケイリンパ節にFDGの異常集積を
認める。

D. 左鎖骨上窩リンパ節生検標本 (H&E染色): 小〜中型の腫
瘍性濾胞が増生。follicular lymphomaである。

図2.  症例2，IVLBCL

A〜D. 初診時MRI画像: 小脳半球，脳室周囲を中心とした深部白質にDWI，FLAIRでの高信号域が観察さ
れる。結節状に造影効果を認めた。

E. 診断を待つ間にも，白質病変の広がりが観察された。
F. 第1回目化学療法後には，一部病変の進行は抑制されている。

A B

C D
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と判断され，生検の結果，頭蓋内病変はDLBCLと診断

された (図1C)。このDLBCLはaggressiveなリンパ腫に

分類されることから，病理診断学的には悪性度の異な

るリンパ腫の合併を同時に認めることとなった。した

がって，この症例の臨床診断は，F Lのm a l i g n a n t

transformationの結果，DLBCLが頭蓋内に転移したもの

とみなした。

　治療では，まず頭蓋内病変の治療を優先し，high-

dose methotrexate (HD-MTX) + citarabineを開始した。

1コース終了後には画像上での腫瘍縮小を認めた。次に

全身病変に対するR-CVAD (rituximab，cyclophosphamide，

vincristin，adriamycine) 療法とともに，全脳照射 (whole

brain radiotherapy;WBRT) を30 Gy/15回追加した。その

後，交互にHD-MTX + citarabinとR-hyper CVAD療法を

計4コースずつ施行した。

　本症例は，発症から2年経過しているが，頭蓋内病変

を含む全ての病巣はcomplete response (CR) となり，全

身状態に関しても良好な状態にある。

症例2. 70歳代男性

　持続する微熱にて，近医で原因不明の感染症と診断

され，抗生剤加療中に，急激に進行する歩行障害と認

知症を主訴に神経内科を受診した。頭部MRI画像で

は，大脳の多葉に及ぶ脳室周囲を中心とした深部白質

病変 (図2A〜C) と小脳への病変波及 (図2D) を認めた。

ただし，同病変は造影MRIでは斑な結節状のガドリニ

ウム造影効果を示すのみ (図2C) であり，脳生検には病

変摘出困難が予想される所見であった。また，s-IL2は

5,500 U/ml，LDHが675 U/mlといずれも高値を示し，

FDG-PETでは，右肺上葉及び両側副腎に異常集積を認

めた (図3A)。以上の臨床所見から，血管内リンパ腫

(intravascular lymphoma; IVL) を強く疑い，皮膚科にて

ランダム皮膚生検が施行された。生検に際し，採取部

には結節など異常はなく，腹壁5カ所からの病理組織が

提出された。病理診断では，H&E染色で脂肪織内の小

血管内に大型のリンパ球様腫瘍細胞が指摘されること

で，IVLと診断された。これらの腫瘍細胞は免疫染色

でB細胞マーカーが陽性を示しており，IVLBCLと診断

図3.  症例2，IVLBCL

A. FDG-PET: 左副腎内側脚 (1)，右副腎膝部 (2) および両側上葉 (3) にFDGの異常集積を認める。
B. 腹壁生検病理: 皮下脂肪組織内の小血管内に，大型の異型細胞を認める。異型細胞は血管内に限局している。
免疫染色で，LCA，CD20，CD79aに陽性を示した。
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された (図3B)。しかし，この診断期間中にも画像及び

臨床症状が進行しており (図2E)，治療が急がれた。治

療方針としては，頭蓋内病変への化学療法を中心に

MTXの有効性を鑑み，HD-MTX + citarabineで治療を開

始した。1回目化学療法後には，画像所見上では病変は

一部抑制され，s-IL2も1,940 U/mlと改善した。しか

し，症状再増悪にて2回目のHD-MTX + citarabine施行

も，画像上明らかな治療効果は得られず (図2F)，終了

後のs-IL2は4,180 U/mlと再上昇していた。さらに骨髄

抑制を来たし，汎血球減少から肺炎を合併し，発症か

ら5か月で死亡した。

症例3. 70歳代女性

　短期間での進行性の記名力障害で発症し，診察時，

長谷川式スケール (HDS) 5と認知機能の低下を認めた。

血清学的にはs-IL2が1,570 U/ml，LDHが882 IU/mlと上

昇しており，頭部MRI画像では，瀰漫性の大脳深部白

質病変を認め，多発性脳梗塞の様相を呈していた (図

4A)。これらの病変には，明らかなガドリニウムによ

る造影効果はみられなかった (図4B)。このような臨床

所見からIVLBCLを疑い，まず腹壁5カ所からランダム

に皮膚生検を施行したものの，この初回生検からは異

常病変を指摘できなかった。この間，臨床所見では記

名力障害がHDS 15と改善傾向を示したため，一旦経過

観察となった。生検から3か月後，胃部不快感を訴える

ようになったため，胃内視鏡下に生検が施行された。

その結果，ピロリ菌感染を伴う胃MALTリンパ腫と診

断された (図5)。同時期から記名力低下が再度進行し，

身の回りのことが出来ないほどに活動性の低下が目立

つようになった。さらにs-IL2は3,330 U/ml，LDHは

1,075 U/lと以前より上昇していた。頭部MRI画像にも

新たな病変が観察された。胃MALTリンパ腫が中枢神

経系に転移することは稀であり，頭蓋内と胃にMALT

リンパ腫が同時に診断されたとする報告はない。また

臨床所見からは，前回診断がつかなかったものの，

IVLBCLが強く疑われるため，全身状態を考慮の上，

第2回目のランダム皮膚生検が施行された。腹壁10カ

所からの生検の結果，1枚のスライドのみに，脂肪織内

図4.  症例3，IVLBCL

A. MRI (DWI) 画像: 深部白質に高信号域を認める。
B. MRI (FLAIR + Gd造影) 画像: Aの高信号域に一致して，わずかに造影効果を認める。
C〜I. 腹壁ランダム皮膚生検の結果，血管内にみられる異型細胞は，LCA陽性かつMIB-1強陽性を示す。B細胞
マーカーにも陽性を示すことから，IVLBCLが診断された。

萩原　宏之，他

A. B.
MRI (DWI) MRI (FLAIR + Gd)

C. H.E. D. LCA E. MIB-1

F. L26 G. CD79a H. CD3 I. CD10
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の小血管内に大型の異型細胞の浸潤が認められた。こ

れらは免疫染色でLCA，CD20，CD79a，MIB-1に陽性

を示しており，IVLBCLと診断された (図4C〜I)。治療

に際しては，高齢かつ全身状態への影響からR-THP-

COP (rituximab，tetrahydropyranyl adriamycin，

cyclophosphamide，vincristine，prednisone) が選択され

た。1回目の治療終了後には意識レベルの改善もあり，

WBRT (40 Gy/20回) を頭蓋内病変に追加した。治療開

始2か月後にはLDH値は正常化し，s-IL2も456 U/mlに低

下した。その後，R-THP-COPを計6コース終了し，全

身状態も改善傾向にあったが，記名力障害の再進行が

あり，積極的加療の対象とならない状態と判断され，

発症11か月で療養目的に転院となった。

考　　察

　PCNSLは，近年世界的に増加傾向にあり，本邦の全

国脳腫瘍集計でも原発性脳腫瘍で第5位となり，3.1%

の割合を占めるに至った2。疫学的には全年齢に発症し

うるが，80%以上が50歳以上であり，高齢化社会に向

け，今後も増加が見込まれる疾患の一つである。

　また免疫機能低下との関連性が知られており，臓器

移植後やAIDS (acquired immune disease syndrome) 患者

にも発生し，特にAIDS患者全体では1 .6〜9 .0%に

PCNSLが発症している3,4。本邦ではまだ稀であるが，

既に欧米では増加の一因となっている。また米国から

の報告5ではAIDS患者の死亡原因の約5%が非ホジキン

型リンパ腫によるものであり，無視できない状態とい

える。

　従来では，中枢神経系外初発の悪性リンパ腫の脳実

質転移は少なく，中枢神経系リンパ腫の他臓器転移も

稀であるとされてきた。臨床的にも症状出現から進行

が早く，十分な全身検索は困難であり，治療を優先せ

ざるを得ないことも多い。

　しかし，FDG-PET/CTなど画像診断を始め，診断技

術が向上した現在，頭蓋内リンパ腫病変と全身性リン

パ腫との関連性が示唆されることが増えてきた。

　この際，頭蓋内と全身性リンパ腫とでは，治療戦略

の中心となる化学療法の内容が異なり，両者の合併例

に対する治療内容は混沌としている。

図5.  症例3，胃MALTリンパ腫の合併

胃粘膜標本: 小型から中型のリンパ球様細胞 (centrocyte-like cell) と腫瘍細胞による腺管の破壊・浸潤像
(lympoepithelial lesion; LEL) が観察される。Diff quik stainから，ピロリ菌感染が診断された。診断は，低悪性度
のB細胞型の胃MALTリンパ腫である。
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　病理組織学的に90%以上がDLBCLを示すPCNSLで

は，その治療の中心に1990年代からHD-MTXが推奨さ

れている。一方，全身性のB細胞性悪性リンパ腫で

は，抗CD20モノクローナル抗体の分子標的薬である

rituximabを上乗せしたR-CHOP (cyclophosphamide，

hydroxydaunorubicin，vincristine，predonisone) 療法が標

準療法となっている。しかし，rituximabは血液脳関門

透過性を欠き，PCNSLに対する治療には推奨されてい

ない。

　今回提示した症例1，3のように悪性度の異なるリン

パ腫の合併が同時に診断されることは稀であり，その

機序は不詳である。当然，このような病態に対するス

タンダードな治療法は存在しないが，より悪性度の高

い頭蓋内病変の加療を優先しつつ，同時に全身性リン

パ腫の加療を行わねばならない。頭蓋内病変へのMTX

を基軸に，より積極的な治療方針が望まれるものと考

えられる。

　一方で稀な疾患でありながら，IVLBCLは1959年に

皮膚科医であるPflegerとTappenierによる報告6以来，全

身の微小血管の腫瘍塞栓による様々な徴候をきたす疾

患として多科領域からの報告がなされている。

　従来，IVLBCLは臨床進行が早く，難治性であり，

生前診断が極めて困難な疾患の一つとされ，剖検で確

定に至ることも稀ではなかった。特に，診断時に中枢

神経系病変を合併するものは予後不良7であり，中枢神

経合併病変の治療の困難さが際立っている。全経過中

には中枢神経症状を85%に有する8とされ，大脳半球の

多発性壊死による症状が主となり，原因不明の脳梗塞

と診断されることも多く，神経内科や脳神経外科が関

わることが多い疾患である。

　他の臨床症状では，不明熱やperformance status (PS)

の急速な低下ならびに認知症症状が特徴とされてい

る。理学的に明らかなリンパ節腫脹がないにも関わら

ず，血球減少，低酸素血症，皮診，血清LDHの著増

(>500 U/l)，sIL-2Rの著増 (>5,000 U/l) などの所見を認

めれば，この疾患をまず疑う必要がある。

　その診断方法として，Muraseら9は本邦のIVLBLでは

75%に骨髄病変を認めたとする極めて高い診断率を報

告しており，骨髄生検によって，骨髄の類洞内に腫瘍

細胞浸潤が証明されれば，IVLBCLと診断されること

もある。しかし，実際には血管外へ腫瘍が波及し，瀰

漫性に増殖していることもあり，病理学的には骨髄リ

ンパ増殖と診断せざるを得ず，IVLBLとの鑑別が困難

なことも多い。

　したがって，確定診断のために全身諸臓器の生検に

よる病理診断が重要となり，従来，中枢神経系病変で

は，脳生検が必要とされてきた。

　しかし，術前にはすでにPSが低下し，多臓器不全の

併発や出血傾向を伴うなど，高齢者を中心に全身状態

が不良なことも多く，必然的に手術侵襲も高くなる。

また画像所見からは，症例2，3のように腫瘍造影効果

も乏しく，確実に腫瘍本体を摘出することが困難なこ

とが少なくない。

　そのため，より非侵襲的でありながらも，診断率の

高い検査法が必要とされ，近年，ランダム皮膚生検の

有用性10が広まってきている。

　ランダム皮膚生検は，1999年にKrausら11が剖検例で

外見上異常がない皮膚でも病変が浸潤していることを

示したことに始まり，2003年にはGillら12が外見上病変

のない皮膚からも生前診断を可能とした。また診断率

に関しても，2007年Asadaら13の報告で，6症例の計26

部位での皮膚生検から23検体に陽性を得たとしてお

り，実に88%と高い診断率を示している。

　このような病理学的診断率をあげるために，小田原

ら14は表皮周辺の血管ではなく，深い皮下組織の間に

ある小血管内に病変があることを指摘している。古典

的な楔形切開の生検を3箇所程度 (前腕，腹壁，大腿な

ど) にランダムに行うことを推奨しており，非皮疹部で

あっても陽性率68%を認めたとし，信頼のおける診断

方法としてランダム皮膚生検の有効性を述べている。

　しかし，症例3のように病理組織学的診断が困難なこ

ともある。H&E染色で小血管内に充満したリンパ球様

細胞を見いだすことが困難である場合，LCA (CD45) に

よる免疫染色でのリンパ球組織の存在や，それらの細

胞がMIB-1で陽性を示したことが，この症例では特に

有用であった。このようなランダム皮膚生検において

もIVLBCLの診断にはより丹念な観察と熟練した診断

技術が必要と考えられる。

　IVLBCLでは，全ての症例で正確な診断のもとに治

療がなされることが望ましいが，臨床症状や画像所

見，あるいはs-IL2やLDHが明らかに異常高値を示す場

合，それらを基に直ちに治療を開始することも必要と

考えられる。診断の遅れは重大な治療の遅れとなり，

予後を左右する可能性がある。

　ただし，いまだIVLBCLに対する標準治療は確立し

てはいない。頭蓋内病変へのMTX，またCD20陽性病

変へのrituximabの果たす役割に加え，さらなる上乗せ

効果が期待される有効な薬剤の開発が望まれる。

結　　語

　従来，中枢神経原発悪性リンパ腫 (PCNSL) と診断さ

れた症例の中には，全身 (不顕) 性悪性リンパ腫と関連

した症例が含まれている可能性がある。

　中枢神経系に発生した悪性リンパ腫が，転移性腫瘍

である可能性も踏まえ，可能な限り，全身検索を行う

ことが望ましい。

　また，中枢神経系病変は，他部位のリンパ腫に比較

し，未だ予後不良であることから，頭蓋内あるいは髄

内環境は，腫瘍細胞の増殖や悪性化が促進しやすい状

萩原　宏之，他
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態であることが予想される。

　脳神経外科の立場からも，悪性リンパ腫，特に非ホ

ジキンリンパ腫は全身疾患として捉え，より高い診断

率と治療成績の向上のために，多領域に渉る専門的知

識を集約し，診断と治療にあたることが必要な疾患と

考えられる。
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