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　75歳，男性。1週間以上持続する発熱の精査目的で入院した。血液検査では炎症反応の上昇を認
めたが，膠原病などを示唆する所見は認めず，身体所見では両側陰 の腫脹と圧痛を認めた。体幹

部造影CT，腹部CTアンギオグラフィー，Gaシンチグラフィーを施行し，陰 部にのみ異常所見を

認めた。細菌性精巣上体炎を疑い，抗菌薬を投与したものの無効であり，限局性結節性多発性動脈

炎や結核性精巣上体炎を疑い両側高位精巣摘除術を施行した。病理学的に結節性多発動脈炎と確定

診断し，摘出後も発熱が持続したためPSL 0.5 mg/kgを開始し著効した。発熱と有痛性陰 腫大を

初発症状とする結節性多発動脈炎はまれであるが，精巣上体炎の鑑別疾患として重要であると考え

報告する。
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序　　文

　結節性多発動脈炎polyarteritis nodosa (以下PAN) は不

明熱で発症し，多彩な症状を伴う血管炎症候群の一つ

である。精巣上体や精巣の血管炎も高率に認められる

が，精巣痛や陰 腫大などの症状を呈することは非常

に稀と言われている1。そのため上記の症状で結核性上

体炎，細菌性上体炎が疑われても，鑑別診断として

PANがとり上げられることは少ない。今回我々は発熱

と有痛性陰 腫大を契機に診断したPANの1例を経験

したので報告する。

症　　例

症例: 75歳，男性

主訴: 発熱

家族歴: 特記事項なし

既往歴

　腰部脊柱管狭窄症，糖尿病，脂質異常症，痛風，高

血圧症

生活歴: 喫煙歴なし，機会飲酒程度

現病歴

　2010年，右臀部痛が出現した。2012年12月，右下肢

の痺れが出現し右臀部痛が増悪したため，当院整形外

科を受診した。腰部脊柱管狭窄症と診断され，2013年

4月，後方除圧術が施行された。術後，左下肢の痛みは

改善したが，両臀部痛が出現したため，プレガバリン

が処方され退院した。術後経過は良好であったが，6月

より38℃台に発熱した。解熱剤で改善しないため，当

院整形外科を受診した。血液検査上，WBC 14,000/μl，

CRP 24 mg/dlと炎症反応が上昇していたが，MRI上，

椎体・椎弓・椎間板・周囲組織に感染・炎症変化を示

唆する所見はなく，創部感染は否定的であった。5日

後，発熱の原因精査目的で当科を紹介受診した。内科

初診時，発熱以外に自覚症状はなく，WBC 12,830/μl，

CRP 29.66 mg/dlと炎症反応は高値であった。精査加療

目的で同日，当科に緊急入院した。

入院時現症

　身長172.5 cm，体重78.4 kg，体温38.8 ℃，血圧123/

83 mmHg，脈拍115 /分，SpO2 96% (room air)。意識清

明，悪寒・戦慄なし。表在リンパ節触知せず，咽頭発

赤なし，扁桃腫大なし。項部硬直なし，jolt accentuation

陰性。心雑音聴取せず，呼吸音は清，副雑音なし。四

肢に浮腫や皮疹はなく，関節腫脹や圧痛関節を認めな
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CBC
  WBC 12,830/μl
    Neut 76.4%
    Lymph 14.5%
    Mono   6.4%
    Eosino   2.5%
    Baso   0.2%
  Hb 13.8 g/dl
  Plt 226 × 103/μl

Biochemistry
  TP 7.8 g/dl
  Alb 4.0 g/dl
  AST   22 U/l
  ALT   26 U/l
  LDH 182 U/l
  ALP 363 U/l
  Na 138 mEq/l
  K 4.4 mEq/l
  Cl 97 mEq/l
  TC 121 mg/dl
  UA 3.1 mg/dl
  BS 348 mg/dl
  HbA1c (NGSP) 7.4%
  UN 13.5 mg/dl
  Cr 0.94 mg/dl

Table 1.  Laboratory findings on admission

Tumor marker, Immunology, etc.
  D-dimer 2.1μg/ml
  CRP 29.66 mg/dl
  CEA 1.7 ng/ml
  CA19-9 7.1 ng/ml
  PSA 1.7 ng/ml
  IgG 1,365 mg/dl
  IgA      89 mg/dl
  IgM      57 mg/dl
  CH50 79.8 U/ml
  ANA <40
  PR3-ANCA <1.0
  MPO-ANCA <1.0
  CCP Ab <0.6
  sIL-2R   1,210 U/ml
  HIVAgAb Negative
  HTLV-1 Negative
  CMVpp65 Negative
  HBS AG Negative
  HCVAB3 Negative
  HBsAb <10.0
  HBcAb <1.00

Urinalysis
  Urine gravity 1.023
  pH 5.0
  Protein +/-
  Sugar 4+
  Occult blood +/-
  Urobilinogen +/-
  Bilirubin -
  Keton -
  WBC -
  RBC -

平田　恵理，他

Figure 1.  The contrast CT scan revealed an enhancement and an enlargement
of spermatic vessels.  Hydrocele testes were also observed.

Figure 2.  3D-CTA

3D-CT angiography revealed mild arteriosclerostic
changes without any findings that suggest arteritis.
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Figure 3.  Clinical course

On the second day, LVFX 500 mg/day was orally given from the second day of admission.  Antibiotic treatment
was switched to intravenous ABPC/SBT 1.5 g × 4/day 2 days later because there was no improvement with
LVFX.  Considering the possibility of drug-induced fever as well, all the concomitant medications except for
acetaminophen were discontinued.  On day 8, ABPC/SBT was switched to BIPM 0.6 g × 4/day.  Although serum
C-reactive protein seemed to be improving gradually, the fever remained high.  Therefore, on day 12, bilateral
orchiectomy was undergone for both therapeutic and diagnostic purposes.

かった。腹部は平坦かつ軟，腸蠕動音異常なし，右季

肋部叩打痛なし，発赤なし，腫脹なし，圧痛なし，筋

性防御なし，反跳痛なし。前立腺圧痛なし。左陰 腫

大あり，左陰 に軽度の圧痛を認めた。

入院時検査所見

(血液検査所見 (Table 1)) 末梢血液像では白血球が

12,830/μlと増多しており，血液生化学検査ではCRP

が29.66 mg/dlと高値を示した。AST 41 U/l，ALT 33

U/l，LDH 419 U/l，ALP 534 U/lと上昇しており軽度

の肝障害が疑われた。血糖値は348 mg/dl，HbA1c

(NGSP) は7.4 %と高値であり血糖コントロールは不

良であった。その他，腎機能，血液凝固系，尿検

査，腫瘍マーカー，ウィルス検査等に異常は認めな

かった。

(胸部レントゲン) 心拡大を認めず，胸水貯留も認めな

かった。肺野に明らかな異常陰影を認めなかった。

(ECG) 心拍数97/分と洞性頻脈を認めた。軸偏位なく，

虚血性変化も認めなかった。

(胸腹部骨盤単純CT) 明らかな肺炎象なく，肝胆膵両

腎・副腎明らかな異常を認めなかった。大動脈，前

立腺内に石灰化を認めた。胸腹水貯留は認めなかっ

た。

(造影腹部骨盤CT (Figure 1)) 両側精巣に至る血管が拡

張しており精巣上体炎が疑われた。陰 水腫あり。

肝・胆・膵・脾に粗大病変を認めなかった。副脾，

腎 胞あり。有意なリンパ節腫大は認めなかった。

(CTアンギオグラフィー (Figure 2)) 動脈硬化性の変化

を認めたが，明らかな血管炎を示唆する広狭不整や

動脈瘤性変化は認めなかった。肝・胆・膵・脾・腎

に異常は認めなかった。

(腰部MRI) 脊椎の除圧部後方にscar formationを認めた。

同部に少量のfluid collectionを認めたが39℃台の熱を

引き起こすような膿瘍は認めなかった。

(心エコー) 左室内腔や弁周囲に異常構造物を認めず，

感染性心内膜炎を示唆する所見は認めなかった。左

室駆出率は65%であった。

入院後経過 (Figure 3)
　左陰 腫大と圧痛から精巣上体炎を疑い第2病日，泌

尿器科に診察を依頼した。両側の精索に圧痛があり，

超音波検査で精巣周囲の液体貯留と精巣静脈の拡大傾
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Figure 4.  Ga scintigraphy revealed an abnormal accumulation in the left
testis (Accumulations of radioactivity in the abdomen and pelvis were
physiological).

平田　恵理，他
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Figure 6.  Histology of the testis and paratesticular tissue showing necrotizing arteritis

Lymphocyte and neutorpphil infiltration, fibrinoid necrosis of arterial wall and perivascular fibrosis were seen in
a small to medium-size muscular artery.

Figure 5

向を認め，両側精巣上体炎と診断された。造影CTで

も，両側の精巣上体炎を認めた (Figure 1)。その他では

熱源となるような異常所見は認めなかった。38℃以上

の発熱を継続させうるような強い陰 痛・腫大ではな

かったが，細菌性精巣上体炎が熱源であると考え，

第2病日LVFXを開始した。解熱しないため第4病日に

ABPC/SBT，さらに第8病日BIPMと抗菌薬を変更した

が，熱型に変化は認めなかった。また第7病日，薬剤熱

の可能性も考慮し，アセトアミノフェン以外の内服を

全て中止したものの解熱しなかった。第11病日Gaシン

チで，精巣に淡く異常集積を認めた以外には炎症性変

化を示唆するような所見は認めなかった。腹部から骨

盤内にも淡い集積を認めたが，前処置不良であったた

め腸管内に排泄された胆汁中のガリウムが糞便に取り

込まれた所見と考えた (Figure 4)。抗菌薬治療に反応が

ないことから限局性PANや結核性精巣上体炎を疑い治

療および精査目的で，第12病日両側高位精巣摘出術を

施行した。手術時の肉眼所見 (Figure 5) では陰 腫大，

また両側の精巣全体で軽度の血管拡張を認めた。ま

た，精索や精巣の滑面において血管壁が肥厚し硬化し

ている像が観察された。顕微鏡的には，ほぼすべての

領域の中小の筋性動脈において，リンパ球や好中球の

浸潤，壁のフィブリノイド壊死，内膜や外膜の線維性

肥厚が認められた。以上の所見は種々のstageの壊死性

血管炎に一致するため，PANと診断した (Figure 6)。限

局性PANの可能性を考え術後一週間程度経過観察をし

たが，38度を超える発熱が持続したため，プレドニゾ

ロン (以下PSL) 35 mg/日 (0.5 mg/kg) を開始した。翌朝

から解熱し36.5℃となり，その後発熱は認めなかっ

た。術後21日目，CRP 0.15 mg/dlまで低下し，体調も

A. Surgical findings showing an enlargement of
the left scrotum and the slightly dilated vessels
on both testes

B. The gross appearance of the cut surface of the
spermatic cord showing the thickening and sclerosis of
the blood vessel wall

A. H&E stain B. Masson's trichrome stain
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改善したため退院した。ステロイド投与量は，術後18

か月でPSL 5 mg/日まで減量したが，再燃は認めていな

い。

考　　察

　PANとは中・小型の動脈に壊死性血管炎を認め，か

つ細動脈炎，毛細血管炎を通常伴わない1疾患である。

全身性PANの診断には本邦では厚生労働省の診断基準

が用いられる。発熱・体重減少・全身倦怠感といった

全身症状に加えて，腎障害，心障害，消化器症状，関

節症状など多彩な臓器症状が特徴である2,3。本症例は

発熱，体重減少 (経過中1か月半で8 kgの体重減少を認

めている) の全身症状と有痛性陰 腫大は認めたが，そ

の他の症状は一切認めず全身性PANというには非典型

的であった。またPANの診断に有用な血管造影検査3,4

でも，特徴的な腹部大動脈分枝，特に腎内小動脈の多

発動脈瘤と狭窄・閉塞といった所見を認めなかった。

全身性PANでは，精巣上体や精巣の血管炎は高率に認

められるものの，精巣痛や陰 腫大などの症状を呈す

ることは少なく，また初発症状であることは非常に稀

である5。一方で，限局性PANはそれぞれの臓器で炎症

性変化を起こし，疼痛を伴うが発熱は伴わないことが

多く，血液生化学検査でも異常を認めない事が多いと

いわれている6。本症例は限局性にしてもこれに当ては

まらず，発熱と炎症反応上昇を著しく認めて，全身性

としても限局性としても矛盾する点が多く非典型的で

あった。PANを始め，その他に陰 腫大を起こす疾

患，精巣上体炎や精索軸捻転，精巣腫瘍や精巣結核な

どは最終的な確定診断に生検が必要であることを考慮

し，本人の希望と合わせ，診断的加療目的で切除を行

なった。限局性PANでは病変部位を摘出することで解

熱が得られることが多い7が，本症例の唯一の病変部位

と考えた精巣を摘出しても尚発熱が持続，ステロイド

を投与して初めて解熱が得られた。以上から，本症例

は精巣上体が初発の全身性PANであった可能性が高い

と最終的には考えた。しかし，腰部脊柱管狭窄症術後

にも残った痺れや傷みの症状がPANの多発性単神経炎

の症状であった可能性は否定できない。

　本症例では中等量0.5 mg/kg/日のステロイドで治療開

始後コントロール良好であるが全身性PANでは重症度

に応じたステロイドが投与される。生命予後に関係す

るような臓器障害があればステロイド多量投与 (0.6〜

1.5 mg/kg/日) とともにシクロホスファミドより治療開

始されることが多い4。一方で，皮膚限局性PANでは，

①軽症の場合はNSAIDsの内服，②NSAIDs無効例や重

症例では中等量のステロイドを全身投与，③ステロイ

ド抵抗性の場合はメソトレキサートなどの免疫抑制薬

の全身投与が検討される8。

　精巣上体発症の限局性PANをまとめた論文は2013年

までで世界で16例の報告がありそのうち4例が両側

性，うち2例が異時性であった8。本症例は診断的加療

という観点から両側摘出の方針としたが，男性更年期

障害の観点からは両側精巣摘除術ではなく，腫脹が大

きかった左のみ摘出し，確定診断後保存的加療を開始

することが望ましかったかもしれない。

　今回，抗菌薬に反応しないことから，結節性多発動

脈炎や結核性精巣上体炎が疑われ，病理検査にて結節

性動脈炎と確定診断した症例を経験した。本例は全身

性の概念に近いと考えられる点も多いため，陰 内病

変が結節性多発動脈炎の初発症状である可能性を重視

し，今後も多臓器に症状が出現しないかを厳重に観察

する必要があると考える。

結　　語

　発熱と有痛性陰 腫大で発症した結節性多発動脈炎

の一例を経験し貴重な症例と考えたので報告した。
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A case of polyarteritis nodosa presenting with an enlargement of
the bilateral scrotum and fever

Eri Hirata,1 Junichi Tanaka,1 Shogo Tabata,1 Yuriko Oda,1 Shuhei Hirano,2

Takashi Tachibana,2 Akira Irie,2 Shojiro Morinaga,3 Kei Takeshita1

1Department of General Medicine, Kitasato Institute Hospital
2Department of Urology, Kitasato Institute Hospital
3Department of Pathology, Kitasato Institute Hospital

A 75-year-old Japanese male presented with prolonged fever.  Physical examination revealed an enlargement
of the bilateral scrotum. Laboratory findings showed an increase in neutrophils and highly elevated C-reactive
protein of 29.66 mg/dl.  There were no laboratory findings that suggested connective tissue diseases or
malignancies.  CT angiography and gallium scintigraphy revealed abnormal findings on the scrotum.  After
ruling out infectious epididymitis based on the lack of improvement by antibiotic treatment, we finally
suspected this case was localized polyarteritis nodosa (PAN) or tuberculous epididymitis.  Therefore, bilateral
orchidectomy and spermatic cord biopsy were performed, showing necrotizing arteritis in the testis and
paratesticular tissue that supported the final diagnosis of PAN.  Because high fever still persisted after the
surgery, prednisone (0.5 mg/kg) was initiated.  Both fever and blood inflammatory reaction resolved quickly
after the administration of steroids.  Here we report a rare case with high fever and a scrotal enlargement as an
initial presentation of PAN.  Considering PAN as one of the possible causes of epididymitis might be
important.

Key words: polyarteritis nodosa, epididymitis, scrotal enlargement
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