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第305回: 関節リウマチ (RA) 患者に間質性肺炎 (IP) が発症し，

急激に呼吸不全を来した一症例
(H25.4.26)

安部　学朗 (主治医・司会，膠原病・感染内科学)，

竹内　和博 (受持医，膠原病・感染内科学)，仲田　典広 (病理学)，

中村　基寛，西田　尚史 (研修医)

臨床経過及び検査所見

症例: 73歳女性

主訴: 呼吸苦，全身の疼痛

家族歴: 特記事項なし

既往歴

　帝王切開 (詳細不明)，両側大腿骨頭置換術 (詳細不

明)，腰椎圧迫骨折 (○○年○月発症)

嗜好

喫煙歴: 20〜30年前から吸っていないということである

が詳細不明

飲酒歴: なし

現病歴

　○○年に両足の浮腫，関節痛，両手指の浮腫が出現

し，近医にて関節リウマチ (RA) と診断された。○○

年より金チオリンゴ酸 (シオゾール) を開始され，○○

年頃からパラメタゾン (パラメゾン) 2 mg〜1 mg/日を

追加された。○○年まで加療されたが，効果が減弱し

ブシラミン (リマチル) に変更するも効果乏しく，金チ

オリンゴ酸とパラメタゾンにて加療された。○○年か

らはミゾリビン (ブレディニン) 75 mg，PSL 3 mgに変

更。同年，左股関節の骨破壊が認められ，当院整形外

科に紹介受診し，大腿骨頭置換術を施行された。以

後，当院整形外科にて加療され，○○年○月からは

MTX (メトレート) 5 mg，PSL 3 mgに変更。MTXを7.5

mgに増量するも効果乏しく，○○年○月からMTX 7.5

mg，SASP (アザルフィジンEN) 1,000 mg，PSL 3 mgに

変更するもSASPは気分不快があり，ブシラミンに戻

し，ブシラミン150 mgに増量した。また○○年に右股

関節も関節破壊が認められ，他院にて大腿骨頭置換術

が行われた。○○年にはMTX 8 mgに増量するも関節

痛があり，当院当科に紹介受診となり，以後，当院当

科の外来通院となった。紹介受診時に手指の変形は著

明でStage IVであった。同年○月からPSL 8 mgまで増

量し活動性は改善し，○○年にはPSL 6 mgまで減量す

るも，再度関節痛増悪しPSL 8 mgに増量した。以後は

PSL 8 mg，MTX 8 mg，ブシラミン 150 mgにて関節痛

はなくRAの活動性は低く，○○年からブシラミン 100

mgに減量，○○年からPSLを漸減し6 mgとした。同年

の胸部単純レントゲン写真にて両側下肺野に線維化が

認められていた。○○年以後はPSL 7 mg，ブシラミン

100 mg，MTX 6 mgにて加療され，RAの活動性は低い

状態で経過していた。2年前から全身倦怠感，微熱が月

に1回ほどあったが自然軽快していた。

　今回，○○年○月半ばから食欲低下，下痢，嘔吐，

発熱37℃台が出現し，○月○日から吐き気が増悪し，

食事の経口摂取，薬の内服も困難となっていた。様子

をみていたが水分摂取も困難となったため同月○日に

○○病院に入院。入院時のL/Dでは著明な炎症反応の

上昇を認めたが，胸腹部CT検査では両側下肺野に蜂窩

肺と，S状結腸癌を認めるのみで感染のfocusははっき

りしなかった。入院後よりCMZ (セフメタゾン) を開始

されたが，入院後の検査でノロウイルス抗原が陽性で

あったため，○○年○月○日に中止された。その後，

下痢は改善するも，嘔気・嘔吐は改善が乏しく，低

Alb血症，貧血がHB 10.3 g/dl (○月○日) から6.8 g/dl

(○月○日) と進行していた。○月○日から呼吸状態が

悪くなり，誤嚥性肺炎と診断され，CAZ (モダシン) の

投与が開始された。また同時期より，全身の疼痛を自

覚していたが，痛みの局在ははっきりとしなかった。

呼吸状態の改善が乏しく，精査加療目的で同月○日に

転院した。

入院時現症

　身長: 142.0 cm，体重: 35.3 kg，意識: JCS 0-1，BP:

99/58 mmHg，RR: 24/分，BT: 37.0℃，PR: 116/分，眼

瞼結膜: 貧血 (+)，充血 (+)，眼球結膜: 黄疸 (-)，口腔

内: 乾燥著明，発赤 (-)，頸部リンパ節: 腫大 (-)，胸部:

心尖部を最強点とする収縮期逆流性雑音Levine II度，

両側呼吸音は著明に低下，両側coarse crackle (+)，腹部:

グル音 (+)，左下腹部に手拳大の腫瘤 (+)，筋性防御

(-)，四肢: 浮腫 (+)，仙骨部: 浮腫 (+)，皮膚: ツゴール

低下 (+)，顔面の鼻根部を中心に左右非対称の皮疹
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(+)，関節: 明らかな腫脹 (-)，疼痛 (-)，両側外反母趾 (+)

入院時検査所見

(尿) 比重 1.020，pH 5.5，UP (1+)，US (-)，UB (+-)，ウ

ロビリノゲン (2+)，ビリルビン (-)，ケトン体 (-)

(動脈血) (O2 5 l) pH 7.457，PCO2 46.9 Torr，PO2 81.1

Torr，HCO3- 32.4 mmol/l，BE 7.8 mmol/l，SO2 94.1%

(血算・凝固) WBC 11.8/μl (Neut 88.7%，Eosino 0.5%，

Lymph 9.0%，Mono 1.8%，Baso 0.0%)，RBC 2.00/μl，

HGB 5.6 g/dl，HCT 18.1%，MCV 90.5 fl，MCHC

30.9%，PLT 7.6/μl，レチクロ 23.9%，PT-T 16.4 sec，

PT-% 55%，PT-INR 1.36，APTT 34.0 sec，FIB 378

mg/dl，FDP 38.50μg/ml，Dダイマー 18.23μg/ml，

FRA% <0.2%，ハプトグロビン 203 mg/dl (2-2型)

(生化学) 総蛋白 5.3 g/dl，Alb 2.1 g/dl，総ビリルビン

0.6 mg/dl，UN 35.9 mg/dl，Cr 0.85 mg/dl，eGFR 50.0

ml/min，尿酸 5.4 mg/dl，AST (GOT) 57 U/L，ALT

(GPT) 16 U/L，ALP 283 U/L，γ-GTP 10 U/L，ChE 36

U/l，LDH 501 U/l，CPK 97 U/l，アミラーゼ 69 U/l，

Glu 91 mg/dl，HbA1c (NGSP) 5.8%，T.Cho 72 mg/dl，

TG 111 mg/dl，HDL-Cho 17 mg/dl，LDL-Cho 28 mg/

dl，Na 146 mEq/l，K 2.5 mEq/l，Cl 101 mEq/l，Ca 7.5

mg/dl，P 3.6 mg/dl，Fe 33μg/dl，TIBC 75μg/dl，CRP

定量 10.73 mg/dl

(免疫・その他) フェリチン 804 ng/ml，IgG 1,688 mg/dl，

IgA 355 mg/dl，IgM 131 mg/dl，リウマチ因子 7 IU/

ml，MMP-3 197.1 ng/ml，抗核抗体 <40倍，抗GBM

抗体 <2.0 U/ml，MPO-ANCA <1.0 U/ml，PR3-ANCA

<1.0 U/ml，CEA 32.7 ng/ml

(感染症) 尿中レジオネラ抗原 (-)，尿中肺炎球菌抗原

(-)，CMVアンチジェネミア (-)，β-Dグルカン <6.0

pg/ml

(内分泌) TSH 5.76μIU/ml，遊離T3 1.10 pg/dl，遊離T4

0.82 ng/dl，BNP迅速 368.7 pg/dl

画像所見

(胸部単純X線写真) (座位) CTR 54%，両側肺野にびま

ん性に淡い陰影を認める。

(胸部CT) 両側全肺野末梢側に浸潤影とすりガラス陰影

が混在した領域と，下肺野に蜂巣肺を認める。両側

胸水の貯留を認める。

(腹部CT) S状結腸に辺緑不整で境界不明瞭な腫瘤があ

り，骨盤内小腸に連続している様に見え，浸潤を疑

う所見を認める。肝S8上緑に1.2 cmの結節があり，

周囲は高吸収値であり造影効果は認めない。S4辺緑

にLDAが認められ，限局性脂肪肝と考えられる所見

を認める。腸管周囲の脂肪組織の高吸収の領域が子

宮にまで及んでいる。腫瘤周囲以外のリンパ節の腫

大は認めない。

入院後経過

　入院時の胸部CT所見から急性間質性肺炎を疑いステ

ロイドパルス (ソルメルコート) 1 g × 3日間を開始し

た。また，細菌性・異型肺炎も否定できなかったため

MEPM，CPFXの投与を開始し，カリニ肺炎も考えST

合剤の投与を開始した。入院時より著明な貧血と便か

ら暗褐色のコアグラを認め，輸血MAP 4単位を施行。

DIC傾向 (厚生労働省DIC診断基準7点) を認めたため，

トロンボモデュリンαの投与を開始した。治療に対す

る反応性は乏しく，○月○日にPlt 13,000/μlまで低下

し，Plt 10単位を輸血した。呼吸状態は徐々に増悪し，

酸素10 l投与にてSpO2 80%台後半となり，意識状態は

低下しJCS: III-300，下顎呼吸となった。○月○日○時○

分に永眠した。

臨床診断

　#1. 間質性肺炎，#2. DIC，#3. 貧血，#4. 低K血症，

#5. S状結腸癌，#6. 関節リウマチ

臨床上の問題点

1. 間質性肺炎の原因
　間質性肺炎が発症し，急激に呼吸不全をきたしてい

る。膠原病疾患に随伴した間質性肺炎であると同時に

細菌性肺炎，非定型肺炎，薬剤性肺障害，日和見感染

症，悪性腫瘍の合併によるものはあったのか。

2. DICの原因
　敗血症に伴うDICだが，血液培養検査陰性であり否

定的と考える。S状結腸癌を認めており悪性腫瘍に伴

うDICを考えるが，他にDICをきたす病変はあったの

か。

考　　察

　膠原病疾患に随伴する肺病変は，間質性肺炎のみな

らず気道病変，血管系病変，胸膜病変などさまざまで

あり，また薬剤性肺障害，日和見感染症，悪性腫瘍の

合併など2次的な変化が加わる可能性がある。間質性肺

炎の病理像はUIP (通常型間質性肺炎)，NSIP (非特異性

間質性肺炎)，OP (器質化肺炎)，DAD (びまん性肺障

害)，LIP (リンパ球性間質性肺炎) が一般的であり，急

性型はDAD以外にNSIP，OPを呈する場合もある。RA

患者に発症するIPでは慢性，亜急性，急性，急性増悪

といった多彩な経過と組織所見を呈する。原則として

肺病変の程度と関節症状の強さは関連しない。IPの危

険因子としては高齢，喫煙者，関節外症状合併例，リ

ウマチ因子高値が上げられる。RA患者に伴うIPの5年

生存率は組織型により分けると，DADパターンが20%

と最も悪く，UIPパターンの93.8%と比べ有意に予後不

北里大学病院CPC (第305回)
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良であった。また，関節リウマチに対する治療である

MTX (メトトレキサート) によるIPの発生頻度は報告に

より0.3%〜3.0%前後であり，発症までの投与期間は1

年以内が多いが長期投与例での報告もある。早期に診

断して投与を中止し治療すれば予後は比較的良好とさ

れている。

　今回の症例はRA患者に急速に肺障害が進行した。○

月○日の時点での胸部CTでは，当院入院時に認められ

る陰影は認めておらず，肺病変は急速に進行したと考

えられる。血液検査にてKL-6の上昇も認められてお

り，急激に悪化した臨床経過からはRAに伴うDADの

可能性が考えられた。またMTXに伴うIPや，免疫抑制

状態によるサイトメガロウイルス感染症，カリニ肺炎

等の感染症も鑑別に上げた。検査上ではCMVアンチ

ジェネミア，喀痰のカリニのPCR，β-Dグルカンは全

て陰性であった。治療としてはIPの急性増悪に対しス

テロイドパルス療法，感染症に対し抗生剤加療を行っ

たが，呼吸状態は増悪し，救命し得なかった。病理解

剖の結果を診て，再度症例検討が必要な1例であった。

図3

図4

　S状結腸癌1型。腫瘍に割が入っており，A
とBは対面となる。矢頭はIp型ポリープ。

図1

図2

図5
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剖検所見

A. 主病変
1. Diffuse alveolar damage (DAD)，間質性肺炎，全経過

１か月

(1) 肉眼所見: 肺重量 360/571 g，胸水 500/60 ml 黄色

透明。両肺ともに重量を増し，割面は充実性で滑

らかであった。両肺ともに下葉底部は亀甲様を呈

しており，割面では蜂窩状の変化を認めた (図1)。

(2) 組織所見: 肺胞間質を主体に軽度の炎症性細胞浸

潤を認め，肺胞マクロファージがやや目立つ。肺

胞内腔面にはfibrin膜の形成が散見され，DADの状

態であった (図2)。気管支肺炎は指摘できない。肺

底部は肺胞腔が殆どみられず，拡張した気管支腔

からなる蜂窩肺の状態であった (図3)。

2. S状結腸癌 adenocarcinoma，tub2

(1) 肉眼所見: S状結腸に11 × 5 cm大の1型腫瘍を認

めた。腫瘍は腹壁・回腸の一部に浸潤しており，

回腸粘膜面にも露出していた (図4)。

(2) 組織所見: cribriform patternの目立つtub2相当の

adenocarcinomaで，比較的一様な組織像を呈して

いた (図5)。リンパ管侵襲・静脈侵襲も確認された

が，明らかなリンパ節転移や遠隔転移は認めな

かった。またその近傍に2.0 × 1.0 cm大のIp polyp

を認めたが，腸粘膜の脱落・変性強く詳細は不

明。

　(type 1，S，adenocarcinoma，tub2，SI (腹壁・回

腸)，int，INFb，ly1，v2)

B. 随伴所見
1. 胸水貯留: 500/60 ml，黄色透明。右胸膜癒着あり。

2. 諸臓器うっ血: 肺 (360/571 g)，心 (295 g)

C. その他の所見
1. 心褐色萎縮: 心重量295 g。心筋にリポフスチン顆粒

の沈着が著明。

2. 肝脂肪変性: 肝重量845 g。小葉中心性の肝細胞の脂

肪変性が著明。線維化や炎症所見は乏しい。

3. 腎尿細管好酸性変性

4. 右卵巣!胞: 右卵巣に3.0 × 2.5 cmのcystを認めた。

内容はコロイド状で裏打ちする上皮は扁平化〜脱

落。

5. 関節リウマチ: 両手指に変形を認めた。

6. 顔面皮疹: 鼻部〜頬部に3.0 × 1.8 cmの皮疹を認め

た。

7. hypercellular bone marrow軽度

8. 身長142 cm，体重35 kg

コメント

　剖検では，両肺のDADと間質性肺炎を認めた。明ら

かな菌塊や血栓は確認されなかった。

　S状結腸癌は腹壁・回腸まで直接浸潤していたが，

明らかな遠隔転移やリンパ節移転は認めなかった。間

質性肺炎を背景にDADが生じたことによる呼吸床の減

少が直接死因に繋がったと考えられた。
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