
38

　北里大学病院CPC 北里医学 2014; 44: 38-41　

第304回: 巨大肝腫瘤を合併した半月体形成性腎炎の一例
(H25.2.22)

佐野　隆 (主治医・司会，腎臓内科学)，高橋　遼 (受持医，腎臓内科学)，

蒋　世旭 (病理学)，蓼腹　将良，田中　玄帥 (研修医)

臨床経過及び検査所見

症例: 80歳男性

主訴: 食欲不振

家族歴: 特記事項なし

既往歴

○○年: くも膜下出血 (手術なし)

○○年: 肺気腫

○○年: 帯状疱疹

○○年: 腰椎圧迫骨折

嗜好

喫煙歴: 20本/日×約50年間

飲酒歴: 機会飲酒

現病歴

　○○年の検診にて尿蛋白 (3+)，尿潜血 (3+)，sCr: 1.3

mg/dlを指摘され○○年○月○日○○病院を受診。○○

年○月○日腎生検施行。ANCA陰性の半月体形成性腎

炎の診断にてPSL 20 mg/day開始され，エンドキサンパ

ルス療法 (500 mg/回) を5クール施行。その後PSL漸減

し，PSL 5〜6 mg/dayで尿蛋白 (+)，尿潜血 (+)，Cr 1.15

mg/dlにて推移していた。転居を機に○○年○月○日当

院受診。受診時，尿蛋白 (2+)，尿潜血 (-)，Cr 1.23 mg/

dl，MPO-ANCA < 10，PR3-ANCA < 10，であり，以

後PSL 5 mg/dayで尿蛋白 (1+)〜(2+)，潜血 (-)〜(1+)，

Cr 1.2〜1.6 mg/dlにて経過していた。○○年○月呼吸困

難にて呼吸器内科受診し，肺気腫によるCOPDと診断

された。テオドール，ビソルボンにて経過観察となっ

た。また○○年に胸部レントゲンにて右肺野に腫瘤陰

影を認めたが，本人の希望により精査は行わない方針

となっていた。

　○○年○月より浮腫の増悪あり，ラシックス20 mg/

日が開始となった。○月に誤って2か月分の薬を1か月

で内服してしまい，○月末より食事摂取量が低下し

た。○月○日外来受診時，6.8 kgの体重減少とCr 1.59

mg/dl，Na 128 mEq/lの低Na血症を認め，同日緊急入院

となった。

入院時現症

体重: 38 kg (前回外来より6.8 kg減)

体温: 36.6℃，血圧: 110/93 mmHg，脈拍: 73/min regular

眼瞼結膜: 蒼白なし，眼球結膜: 黄染なし

咽頭，扁桃: 腫大，発赤なし

頭頸部リンパ節: 腫脹なし，甲状腺: 腫大なし

心音: 純，呼吸音: 清，左右差なし

腹部: 自発痛，全領域での圧痛あり

皮膚: 緊張度低下あり，乾燥

四肢: 浮腫なし

入院時検査所見

(血算) WBC 10.8 × 103/μl (Neut 95.9%，Eosino 0.0%，

Lymph 1.9%，Mono 2.2%，Baso 0.0%)，RBC 4.62 ×

106/μl，Hb 14.8 g/dl，Ht 41.1%，Plt 16.7 × 104/μl

(生化学) TP 5.2 g/dl，Alb 3.1 g/dl，AST 27 IU/l，ALT 25

IU/l，ALP 279 IU/l，LDH 338 IU/l，γ-GTP 32 IU/l，

CPK 91 IU/l，Amy 330 IU/l，BUN 48.8 mg/dl，Cr 1.59

mg/dl，eGFR 33.2 ml/min，Na 128 mEq/l，K 5.0 mEq/l，

Cl 91 mEq/l，Ca 9.3 mg/dl，P 3.7 mg/dl，CRP 2.20 mg/

dl，β-Dグルカン 112.9 pg/ml

(動脈血液ガス) pH 7.497，PCO2 31.9 Torr，PO2 90.1

Torr，HCO3- 24.2 mmol/l，BE 1.7 mmol/l，SO2 97.2%

(尿所見) 比重1.010，pH 5.0，タンパク質 (-)，ブドウ糖

(-)，潜血 (-)，ウロビリノゲン (±)，ビリルビン (-)，

ケトン体 (-)，亜硝酸塩 (-)，尿素窒素717 mg/dl，ク

レアチニン65 mg/dl，浸透圧477 mEq/l，Na 48 mEq/l，

K 33 mEq/l，Cl 46 mEq/l，FENa 0.92%，FEUN 35.9%

画像所見

胸部Xp: 両側肺野の過膨張を認め，左上肺野に結節影

を認める。右CPAはdull。

腹部Xp: 便塊を認める。niveauや小腸ガスは認めない。

ECG: 洞調律，HR 119回/min，上室期外収縮，V1〜3で

poor R。

入院後経過

#1. 食事摂取量低下，#2. 脱水，#3. 低Na血症

　利尿薬過量内服による脱水，低Na血症の診断で，入

院後生理食塩水3 l/日の輸液を開始。第3病日にはNa

132 mEq/lまで改善し，食事摂取も回復した。
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#4. 肝腫瘤，#5. 心臓・腎臓・皮膚腫瘤

　第11病日より徐々に食事摂取量が減少し，第12病

日，激しい腹痛が出現。腹部診察上，右上腹部に腫瘤

を触知した。腹部CTの結果，肝外側区域尾側に巨大な

腫瘤を認め，胃十二指腸を圧迫していた。また心臓や

腎臓，皮膚やリンパ節にも転移を疑う結節影が認めら

れた。CT上，胃内の食物残渣も多く，翌日より禁食，

輸液管理としたところ腹痛は軽減した。肝腫瘤に対し

ては，本人・家族共に更なる精査や治療を希望せず，

経過観察となった。第21病日頃より徐々に頻呼吸，血

圧低下，意識低下がみられるようになり第23病日に永

眠された。

#6. 半月体形成性腎炎による慢性腎不全

　入院時BUN 48.8 mg/dl，Cr 1.59 mg/dl，eGER: 33.2

ml/minと腎機能低下を認めていた。尿所見に異常な

く，経過・検査結果より脱水による腎前性の腎機能悪

化と考えられ，輸液にて改善した。

#7. 肺気腫，#8. 呼吸器感染症，#9. β-Dグルカン高値

　第3病日よりwheezeと喀痰の増加が出現した。好中

球優位の白血球増加とCRP上昇を認め，呼吸器感染が

考えられ，シプロキサン200 mgとネブライザー (ビソ

ルボン + ベネトリン) 3回/日を開始した。また入院時

β-Dグルカンの上昇を認めたため，○月○日よりバク

タを開始した。喀痰培養，アスペルギルス抗原，カン

ジタ抗原，クリプトコックス抗原，P.カリニDNAはい

ずれも陰性であった。第5病日にはwheezeは消失し，

WBCは正常化，CRPも低下傾向となり，β-Dグルカン

も第9病日に陰性化したが，その後も自己排痰が困難な

状態であり，適宜吸引が必要であった。

#10. 肺異常陰影

　左上肺野の胸部異常陰影は入院中著変みられなかっ

た。

臨床診断

#1. 食事摂取量低下，#2. 脱水 #3. 低Na血症，#4. 肺腫

瘤，#5. 心臓・腎臓・皮膚腫瘤，#6. 半月体形成性腎炎

による慢性腎不全，#7. 肺気腫，#8. 呼吸器感染症，#9.

β-Dグルカン高値，#10. 肺異常陰影

臨床上の問題点

1. 腫瘤の原発巣，組織型とその広がりについて

2. 肝腫瘤と肺異常陰影の関係について

3. ニューモシスチス肺炎又は真菌性肺炎の有無につい

て

4. 腎炎の障害程度について

図3
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剖検所見

A. 主病変
1. Combined small cell carcinoma and squamous cell

carcinoma of the upper lobe of the left lung

(1) 原発巣: 左肺上葉S1+2に，軽度の胸膜陥凹を伴う3.2

× 2.7 × 2.5 cm大の腫瘤を認める。組織学的に，腫

瘍全体の約55%には，繊細な核質を有するN/C比の

高い小型卵円形〜類円形腫瘍細胞が，胞巣状〜シー

ト状に増殖しており，所々でabortiveなロゼット構造

も窺われる (図1)。免疫染色上，腫瘍細胞はNCAM

(+) (図2)，chromogranin A (+)，synaptophysin (+)，

Leu-7 (+) である。一方，腫瘍全体の約45%は比較的

角化傾向明瞭な中分化の扁平上皮癌の組織像を示し

ている (図3)。Combined small cell carcinoma and

squamous cell carcinomaである。

(2) 転移: 下記臓器にsmall cell carcinomaの転移を認め

る。検索した限り，squamous cell carcinoma成分の転

移は認められない。

・肝臓: 総重量1,372 g，左葉に 14.0 × 13.0 × 9.0 cm

大，境界明瞭な巨大転移巣を認める (図4)。また，肝

実質にも顕微鏡的な微小転移を少数認める。

・膵臓: 肉眼上，頭部~尾部にかけて，大小不同，灰白

色調，境界不明瞭な病変を多数認める。組織学的に

は，大小不同の腫瘍転移巣である。

・胸腹部皮膚・皮下: 2.0 cm大までの転移巣8か所以

上。

・左副腎: 重量4.5 g，径0.8 cm大の転移巣数個。

・右副腎: 重量4.5 g，顕微鏡的微小転移。

・左後腹膜: 最大径2.0 cm大まで，4個。しかし，明ら

かなリンパ節の構造は確認されない。

・胆!: 漿膜下層に小転移巣1個。

・右腎: 顕微鏡的微小転移。

・腰椎 (L2): 顕微鏡的微小転移。

2. 肺気腫。

　両側肺上葉を中心に，高度の気腫性変化を認める。

B. 随伴病変及びその他の所見
  1. 動脈性硬化腎 (左79 g，右92 g)。肉眼上，表面は微

細顆粒状で，最大径3.5 cm大までのsimple cystを数個

認める。また，実質の萎縮・菲薄化と腎洞部脂肪組

織の拡大も見られる。組織学的には，小・細動脈の

壁肥厚と管腔狭窄がやや目立ち，種々の程度の線維

化〜硝子化に陥った糸球体が散見される。また，ご

く少数の糸球体に滲出性変化も観察される。標本

上，積極的に活動性の急速進行性糸球体腎炎を支持

する所見ははっきりとしない。

  2. 誤嚥性肺炎 (左415 g，右296 g): 下葉背側に高度の

好中球浸潤を認め，少量の角化細胞や微小異物の混

在も見られる。
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  3. 胸水: 左460 ml，右400 ml，何れも淡黄色・透明。

  4. 腹水: 100 ml，淡血性。

  5. 心!液: 45 ml，淡黄色・透明。

  6. 直腸びらん・出血。

  7. 大動脈粥状硬化，軽度。

  8. 心重量289 g，軽度萎縮とリポフスチン沈着。

  9. 脾臓35 g，著変なし。

10. 正細胞性骨髄，C : F = 1 : 3，M : E = 3 : 1。

11. 身長170.0 cm，体重43.0 kg，男性屍。

コメント

　○○年に胸部レントゲンにて肺異常陰影が指摘され

たが，患者本人の希望により精査は行わなかった。剖

検では，左肺S1+2に3.2 × 2.7 × 2.5 cm大の腫瘍が確

認され，その約55%は小細胞癌であり，約45%は中分

化相当の扁平上皮癌より構成されていた。Combined

small cell carcinoma and squamous cell carcinomaであっ

た。多臓器 (肝・膵・胸腹部皮膚/皮下・左右副腎・左

後腹膜・胆!・右腎・腰椎 (L2)) に転移 (小細胞癌成分

のみ) を認め，特に肝臓左葉には 14.0 × 13.0 × 9.0 cm

大の巨大な転移巣が形成されていた。また，巨大腫瘤

が形成されていないが，膵臓のほぼ全体には多数の小

転移巣を認めた。

　両側腎臓には動脈性硬化腎の所見がやや目立つが，

積極的に活動性の急速進行性糸球体腎炎を支持する所

見ははっきりとしなかった。

　直接死因は，全身多臓器，特に肝・膵臓の腫瘍転

移，肺気腫，誤嚥性肺炎と胸水貯留及び腎病変など複

合的な因子によるものと考えられた。

司会者のコメント

　今回の症例は，巨大肝腫瘤を合併した半月体形成性

腎炎の一例であるが，半月体形成性腎炎については既

にステロイドとシクロホスファミドによる治療が行わ

れ，軽度の腎機能障害を認めるものの尿所見異常はな

く，当院初診からの5年間安定した状態にあった。長期

間の喫煙歴と肺気腫があり，3年前より肺異常陰影が認

められていたが精査を希望されず経過観察となってい

た経緯がある。

　剖検の結果，肺原発の扁平上皮癌と小細胞癌の混合

型で，小細胞癌の多臓器への転移が認められたという

ものであった。初診から5年間の経過で，本例はADL

低下や認知症症状が段階的に出現するようになり，加

齢によるものと考えていたが，今回の剖検結果より，

全身への癌転移がADLや認知機能などに影響した可能

性も推察される。

　一般に半月体形成性腎炎は，中高年での発症が多

く，治療にステロイドやシクロホスファミドなどの免

疫抑制薬を用いる。死因の第一位が感染症であること
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から，感染予防対策を行い慎重に治療することで生命

予後の改善も望めるが，生命予後，腎予後が改善され

る一方で本例のように癌を合併する場合もあり，発癌

の危険性にも注意を払って診療する必要性を感じた。


