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第310回: ループス膀胱炎を主症状とするSLEの一症例
(H26.10.24)

荘　信博 (司会・主治医，膠原病・感染内科学)，

有沼　良幸 (主治医，膠原病・感染内科学)，西成田　亮 (受持医，膠原病・感染内科学)，

中島　裕康，原　敦子 (病理学)，

木村　文将，倉林　慎太郎，金谷　瑠奈，小阪　満里絵 (研修医)

臨床経過及び検査所見

症例: 67歳女性

主訴: 転院加療目的

家族歴

　母・妹; 精神科通院・入院歴あり (ヒステリー，性格

異常といわれた)

既往歴

　30歳〜; SLE，ループス腎炎，間質性膀胱炎 (ステン

ト留置)

嗜好: 喫煙歴・飲酒歴; なし

現病歴

　○○年，脱毛，関節炎，Raynaud現象，胸膜炎でSLE

を発症し，北里大学病院膠原病内科への通院を開始し

た。尿中蛋白が陽性であり (腎生検: 膜性腎症)，ルー

プス腎炎V型と診断され，PSL 30 mg/日を開始した。

その後，PSLは最大80 mg/日まで増量されたが，症状が

落ち着き○○年に2 mg/日まで漸減された。

　○○年，前腕紅斑，血小板減少，補体低下を認め，

PSLが再度増量された。また，経過中に頻尿及び腹部

膨満を自覚し，尿量低下を認め，経膣エコーで腹水と

膀胱壁の肥厚が認められたことからループス膀胱炎が

疑われた (細胞診Class II，Neurocyte，生検なし)。その

後尿閉となり，水腎症を来したため尿管ステントが留

置された。

　その後は外来で経過観察されており，SLEの病勢は

安定していたが，○○年○月○日，同科受診時に尿中

白血球増加と尿閉を認め，ループス膀胱炎の再燃を指

摘され，PSL 10 mg/日→15 mg/日に増量された。○月

○日頃より精神症状や希死念慮が出現し，隣人ともト

ラブルを起こし，自傷他傷の恐れがあるとして，○月

○日に北里大学東病院精神科へ措置入院した。髄液検

査施行され，CNSループスは否定的であったことか

ら，ステロイド精神病が疑われた。PSL 14 mg/日に減

量し，抗精神薬を使用しながら加療を継続された。

　入院中，発熱及び炎症反応上昇を認め，熱源精査の

ため施行された全身CT (○/○) で右肺上葉に空洞及び

辺縁にすりガラス影を伴う18 mm大の結節影を指摘さ

れた。当院呼吸器内科コンサルトのもと，炎症性変化

として経過観察の方針となった。今回，○月○日に嘔

吐，腹痛，発熱を認めたため，東病院消化器内科を受

診したところ，イレウス，尿路感染症と診断された。

禁食補液管理及び抗生剤治療を継続していたが，内科

的全身管理目的で○月○日に当院膠原病内科へ転院と

なった。

入院時現症

　身長158 cm，体重37 kg，BMI 14.8。体温36.4度，

SpO2 98% (RA)，脈拍101回/min regular，血圧112/60

mmHg，意識; 清明，頭頸部; 眼瞼結膜に貧血 (+)，軟

口蓋，左頬粘膜に発赤有り。腹部; 下腹部やや膨隆，

硬，グル音減弱。四肢; 浮腫 (+)

入院時検査所見

(血液ガス分析) pH 7.191，PCO2 34.7 Torr，PO2 104.8

Torr，HCO3
- 13.0 mmol/l，BE -14.0 mmol/l

(血算) WBC 3,400/μl，RBC 213万/μl，HGB 6.2 g/dl，

HCT 19.0%，MCV 89.2 fl，MCH 29.1 pg，MCHC

32.6%，PLT 4.3万/μl，IPF 7.3%，NEUT 93.4%，

EOSINO 0.0%，LYMPH 3.9%，MONO 2.7%，BASO

0.0%，レチクロ21.1‰

(凝固系) PT-T 11.6 sec，PT-% >100%，PT-INR <1.00，

APTT 26.5 sec，FIB 281 mg/dl，BSR 24 mm/h，FDP

53.80μg/ml，Dダイマー23.67μg/ml，AT-III活性 112%

(生化学) 総蛋白4.5 g/dl，アルブミン2.4 g/dl，総ビリル

ビン0.2 mg/dl，BUN 65.3 mg/dl，クレアチニン3.23

mg/dl，eGFR 11.9 ml/min，尿酸3.5 mg/dl，AST 63

U/l，ALT 54 U/l，アルカリフォスファターゼ342 U/l，

γ-GTP 67 U/l，血清コリンエステラーゼ69 U/l，LDH

281 U/l，CPK 54 U/l，CK-MB 11 U/l，アミラーゼ

1,097 U/l，血糖214 mg/dl，HbA1c 5.8%，総コレステ

ロール105 mg/dl，中性脂肪54 mg/dl，LDL-コレステ

ロール39 mg/dl，ナトリウム142 mEq/l，カリウム3.6
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mEq/l，クロール118 mEq/l，カルシウム7.8 mg/dl，

無機リン4.8 mg/dl，鉄79μg/dl，TIBC 148μg/dl，

CRP定量0.99 mg/dl，リパーゼ1,389 U/l，直接クーム

ス (試験管法); 陰性

(内分泌) TSH 0.78μIU/ml，遊離T4 0.84 mg/dl，BNP迅

速741.2 pg/ml

(免疫) IgG 705 mg/dl，IgA 270 mg/dl，IgM 37 mg/dl，

C3 59 mg/dl，C4 11 mg/dl，CH50 33 U/ml，リウマチ

因子3 IU/ml，フェリチン456 ng/ml

(感染) プロカルシトニン7.24 ng/ml，CEA 8.2 ng/ml，

CA19-9 448 U/ml，SCC 1.3 ng/ml，NSE 11.3 ng/ml，

KL-6 267 U/ml，抗DNA抗体 ≦2.0 IU/ml，抗RNP抗

体 (-)，INDEX <5.0，抗Sm抗体 (-)，抗SS-A抗体 (+)，

INDEX 46.9，抗SS-B/La抗体 <1倍，抗核抗体40倍，

抗CL・β2GP I ≦1.2 U/ml，CL-IgG  ≦8 U/ml，ハプ

トグロビン159 mg/dl，MMP-3 1,240.8 ng/ml，ループ

スアンチコグラント1.06，抗ds-DNA IgG <10 IU/ml，

CMVアンチジェネミア (+)，β-Dグルカン <6.0 pg/ml

(尿検査) 比重1.010，pH 5.0，タンパク質 (1+)，ブドウ

糖 (2+)，潜血 (3+)，ウロビリノゲン (+-)，ビリルビ

ン (-)，ケトン体 (-)，亜硝酸塩 (-)，赤血球10〜19/

HPF，白血球 >100/HPF，細菌 (3+)

(胸水) 比重1.013，蛋白1,000 mg/dl，糖197 mg/dl，細胞

数377/μl，細胞分類; M% 74，P% 5，Others% 21，

アルブミン <0.8 g/dl，T-BIL <0.2 mg/dl，LDH 58 u/l，

アミラーゼ645 U/l，総コレステロール12 mg/dl，中

性脂肪2 mg/dl，CRP定量0.28 mg/dl，培養陰性，抗核

抗体価 <40倍

画像所見

(胸部Xp (○/○)) CTR 55%，両側CPA dull。右下葉の

びまん性透過性の低下

(腹部Xp (○/○)) 下腹部全体にガスの貯留を認める。

(胸腹部CT (○/○)) 胸部; 甲状腺に肥大を認める。また

前縦隔リンパ節，気管分岐部リンパ節の腫脹を認め

る。右上肺野に空洞を認めるが，前回CTと比較する

と不明瞭化している。左肺尖部に陳旧性の炎症性変

化あり。左右胸水あり。腹部; 膵腫大ははっきりしな

いが，膵炎を伴っている可能性を否定できない。20

mm大の胆!結石と胆!腫大を認める。両腎盂の拡

張，腸管の拡張，腹水あり。

(頭部CT (○/○)) 左の前頭部と側頭部に硬膜外あるいは

硬膜下血腫を認める。右の尾状核に低吸収域があ

り，陳旧性脳梗塞を疑う。

(胸腹部造影CT (○/○)) 両側大量胸水を認め，増量して

いる。左肺背側は辺縁が無気肺になっている。両側

腎動脈本幹は狭窄し，動脈相における腎動脈分枝の

造影が不良であり，腎実質は平衡相でも造影がほと

んど認められず，腎梗塞の可能性あり。また，脾臓

辺縁も平衡相で造影不良，虚血後変化の可能性あ

り。小腸腸管壁の肥厚，胃の粘膜層の肥厚を認め，

ループス腸炎の所見と考えられる。胆!結石は前回

と著変なく，胆!壁も浮腫状の変化を伴っている。

入院後経過

　入院後，SLE及びDICに対して治療を開始した。SLE

に対してはループス腸炎を呈している可能性からPSL

を増量 (○/○〜PSL 40 mg/day，○/○〜PSL 50 mg/day)

し，その後ステロイドパルスを施行 (○/○〜) した。

またDICに対しては，○月○日からリコモジュリン

5,120単位/day，フラグミン2,000単位/day投与を開始

し，FDPとD.dimerは改善傾向あったが，Pltは4〜6 ×

104/μl代で推移した。

　また入院時の血液検査で，Cr 3.23 mg/dl，eGFR 11.9

ml/minと腎機能の低下を認めていた。腎性のCRFに加

え低栄養状態であったため，四肢の浮腫も認め，BNP

741.2 pg/mlと高値であり，CHFの状態であった。利尿

剤の投与にも反応認めず，○月○日にはCr 5.15 mg/dl，

eGFR 7.1 ml/minと腎機能の悪化を認め，無尿となっ

た。その後も腎機能の経時的悪化を認め，○月○日よ

りHDを開始した。しかし○日のHD時，施行30分後に

血圧70〜80 mmHg程度へ低下し，血行動態が不安定で

あるため，それ以上のHDは不可能と判断された。ま

た，同日に施行したCTで両側腎梗塞を認めた。昇圧剤

を用いるも血圧 <90 mmHgと上昇を認めず，○日の午

後7時前に，突然心室固有調律となり，数秒後aystoleと

なった。家族の希望でDNRの方針であったためCPR施

行せず，○○年○月○日午後○時○分，死亡確認した。

臨床診断

#1. SLE (30歳〜)，ループス腎炎、ループス膀胱炎，

ループス腸炎

#2. 汎血球減少

#3. 腎梗塞

#4. CRF

#5. CHF

#6. 痙攣発作

#7. 代謝性アシドーシス

#8. DIC

#9. イレウス

#10. ステロイド精神病

#11. アミラーゼ，リパーゼ高値 (膵炎疑い)

#12. 両側胸水貯留

臨床上の問題点

1. 腎梗塞を来した原因

2. CRF急性増悪の原因

3. アミラーゼ，リパーゼ高値の原因

4. イレウスの原因

5. 右上肺野の空洞病変の原因

北里大学病院CPC (第310回)
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病理所見

A. 主病変 (SLE，約38年の経過)
1. 既往組織 (左膝皮下組織)

2. 剖検時肉眼所見

1) 膀胱: 両側尿管ステント留置の状態。膀胱粘膜には

発赤，びらん，出血を認める。また，肉芽形成に

より膀胱腔内は狭小化している (図1)。

2) 腎 (左99 g，右83 g): 血液透析導入後の状態。両側腎

は高度萎縮し，皮質菲薄化が目立つ。また，腎盂

の拡張を伴っており，水腎症の所見。左腎には径

3 cm大の!胞を認める (図2)。

3) 漿膜炎: 心外膜炎 (心臓372 g，外膜表面は毛羽立ち，

心!と癒着している)，胸膜炎 (両肺とも胸膜と線

維性癒着している) を認める。

3. 組織所見

1) 膀胱: 組織学的には，膀胱粘膜のびらんと肉芽の形

成を認める (図3)。また，免疫染色で一部CMV陽

性細胞を認める (図4)。

2) 腎: 組織学的には，90%以上の糸球体が硝子化し，

北里大学病院CPC (第310回)

図5 図6

図3 図4

図1 図2
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変性出血を伴う荒廃腎の所見 (図5)。残存する糸

球体には軽度のメサンギウム細胞の増加を認める

も，壊死性病変や半月体形成等のループス腎炎と

しての特徴的所見は認められなかった。その他，

急性尿細管壊死，甲状腺様変化，focalな腎盂腎炎

を認める。また，明らかな腎梗塞を示唆する所見

は認められない。

3) 漿膜炎: 心外膜表面に炎症性浸出物付着を認める。

また，肺臓側胸膜にはfocalな線維性肥厚と異物反

応を認める。心外膜炎及び胸膜炎として矛盾しな

い所見

4. 治療: ステロイド内服 (PSL 2〜30 mg/day)

B. 随伴所見
1. 全身出血傾向 (pre DICによる): 全身皮膚，心外膜点

状出血，喉頭粘膜，大脳左前頭部の硬膜下〜軟膜に

かけての出血。

2. 腔水症: 胸水 (左600 ml，右1,000 ml)，腹水 (200 ml)。

3. 小腸・大腸: 肉眼上，広範囲に赤褐色調変化を見る

(図6)。組織でも粘膜表層〜粘膜下層の脱落壊死を認

め，虚血に伴う変化と考える (図7)。血栓は認められ

ない。

4. 脳 (1,185 g): 左前頭葉の硬膜下〜軟膜にかけての薄

層性出血及び好中球浸潤。基底核の血管周囲石灰

化。

5. 副腎皮質萎縮

C. その他の所見
1. 肺 (左299 g，右344 g): 高度うっ血，focalな間質の線

維化。

2. 心 (372 g): 右室腔拡張。左室前壁にfocalな小線維化

巣。また冠動脈前下行枝の軽度内膜肥厚を認める。

3. 肝 (811 g): 右葉被膜直下に径0.7 cm大の結節。硬化

性血管腫の所見。また一部には中心静脈周囲の小葉

中心性壊死を認める。背景肝には脂肪変性を伴って

いる。
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4. 脾臓: 高度うっ血

5. 胆!胆石症: 径2 cm大のビリルビン結石

6. 膵: 間質線維化及びリンパ球浸潤を軽度に認める。

膵管内腔拡張も散在性に見る。

7. 骨髄: normocellular bone marrow (C: F = 1 : 1，M : E =

3 : 1，MgK = 1個/mm2)

総括

　ループス膀胱炎を主症状とする長期経過のSLE症

例。剖検上，膀胱にはビランや炎症及び肉芽形成によ

る膀胱腔内の狭小化が認められ，ループス膀胱炎 (いわ

ゆる間質性膀胱炎の一形態) として矛盾しない所見で

あった (しかし剖検所見の記載の通り，非特異的変化か

つ治療後の状態であることより，組織所見の確定診断

は難しい)。また，ループス膀胱炎に起因する腎後性腎

不全及び腎性腎不全 (ループス腎炎，腎盂腎炎，急性尿

細管壊死) の終末像と考えられる高度の荒廃腎及び水腎

症が認められた。最終的には，腎機能障害による，高

度の循環動態不全及び尿毒症により死亡されたと考え

る。

司会者のコメント

臨床経過

　症例は67歳女性，○○年から脱毛，関節炎，胸膜

炎，Raynaud現象を契機に，蛋白尿が陽性のため精査

をされた。腎生検でループス腎炎V型であり高用量の

プレドニゾロン (PSL)  を開始され加療されていた。そ

の後PSLは漸減し得ていたが、○○年に頻尿と腹部膨

満感の症状，腹部超音波検査での膀胱壁の肥厚と両側

尿管の拡張，水腎症を認めたことからループス膀胱炎

と診断され，両側尿管ステントが留置されていた。蛋

白尿と血尿，白血球尿は持続していたが，SLEは血清

学的に安定していた。○○年にはPSL 3 mg/日まで漸減

しえた。しかし慢性的な腎後性腎不全のためか腎障害

は緩徐に悪化を認めていた。○○年○月○日に抗生剤

に反応しない白血球尿の増加からPSL 15 mg/日まで増

量された。PSLは10 mg/日まで漸減されたが，○○年○

月○日に再び白血球尿と尿量低下を認めPSL 15 mg/日

に再度増量された。○月○日頃から急性に希死念慮や

被害妄想が出現し，東病院に入院となった。髄液検査

での抗神経細胞抗体陰性からループス精神病ではな

く，ステロイド精神病と診断された。東病院入院中に

発熱，腹痛，嘔吐があり，血清学的にはアミラーゼ，

リパーゼの上昇，腹部単純CT上は小腸の軽度拡張や便

秘傾向を認め，膵炎やサブイレウスが考えられた。こ

のため禁食管理となった。また尿路感染症を疑う尿所

見から抗生剤 (CTRX，ABPC/SBT，CMZ) を使用さ

れ，炎症反応は低下していた。患者さんの活気がなく

なってきたこともあり，内科的管理が必要と考えられ図7
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○月○日に当院当科に転科した。汎血球減少とDIC，

腹部の症状からSLEに起因する血管炎によるループス

腸炎が疑われたため，抗凝固薬を併用しつつステロイ

ドパルスを行いPSL 50 mg/日に増量した。しかし腎機

能が急激に悪化し無尿になったため○月○日より血液

透析を導入した。

　その後血圧低下があり，ドパミン製剤を開始した。

○月○日の胸腹部造影CTで胃，小腸壁の肥厚と両側腎

虚血を疑う所見を認めた。その後は昇圧剤併用でも血

圧低下のために透析継続が難しくなった。DICによる

出血傾向が強く，硬膜下血腫とそれによる痙攣発作も

認めた。循環動態が保てなくなり○月○日に永眠され

た。

病理所見を踏まえての考察

　ループス膀胱炎は血管炎が原因とも言われており、

腸炎や腹膜炎を合併することが多い。

　臨床所見からは腹部症状は血管炎によるループス腸

炎であり，それにDICを併発したと考えた。腎不全

は，ループス腎炎，腎後性腎不全，ステロイド使用に

よる血栓傾向が原因の腎虚血によるものと考えた。肉

眼的には腸管の粘膜は黒色に変色しており，血栓によ

る血流障害が疑われた。

　しかし今回の病理所見では膀胱には間質性膀胱炎に

矛盾しない所見があったものの，消化管に血管炎を疑

う細胞浸潤や血栓は証明されず，腎臓にも血栓は証明

されなかった。腎臓において糸球体は硝子化している

ものが多く，慢性腎不全の末期像であった。CTや肉眼

所見から予想された腎と腸管の血流不全を疑う所見

は，実際は血栓ではなく，腎不全の悪化とそれによる

心不全から循環動態が悪化したものと推測される。こ

れらの所見や血液検査からはSLE活動性は明らかでは

なく，悪化のきっかけがはっきりしなかった。治療に

反応せず残念な転帰にはなったが，SLEに伴うループ

ス膀胱炎，腸炎の症例は比較的稀であり，病態が必ず

しも明らかではないため今後も症例の蓄積が必要と考

える。


