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第311回: 中枢神経系への浸潤により症候性けいれんを呈した

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 (DLBCL) の一症例
(H26.11.28)

宮崎　浩二 (主治医，血液内科学)，羽山　慧以 (受持医、血液内科学)，

井上　久子，柳澤　信之 (病理学)，

石坂　佳祐，土田　勇太，富井　大三郎，中澤　絢乃 (研修医)

臨床経過及び検査所見

症例: 54歳11か月女性

主訴: けいれん

家族歴: 特記事項なし

既往歴

　47歳〜関節リウマチ (国立相模原病院でPSL 2 mg，

MTX処方されていた)。

嗜好: 喫煙歴; なし，飲酒歴; なし

現病歴

　47歳から○○病院に関節リウマチで通院中であっ

た。

　○○年夏頃に最後の月経があり，以降無月経だっ

た。○○年○月○日に不正出血あり，○月○日に○○

クリニックを受診，子宮頸部の擦過細胞診でsquamous

cell carcinomaが疑われた。排尿困難も認められていた

ため，国立相模原病院を介して○月○日に当院婦人科

を紹介受診した。○月○日の腹部CT上，子宮頸部に約

12 cm大の腫瘤性病変及び膣壁，S状結腸，直腸への浸

潤も認められた。更に○月○日にバリウム検査を施行

したところ，S状結腸から直腸にかけて壁外性圧排が

認められ，一部壁不整を認めたことから直接浸潤が疑

われた。○月○日に排尿困難，下腿浮腫を主訴に当院

婦人科に入院，膀胱浸潤は否定的で骨盤内進展が著明

で，尿管圧迫による排尿障害があり，当院泌尿器科に

て両側に尿管ステントを挿入した。○月○日施行した

子宮膣部擦過細胞診にて悪性リンパ腫を疑う所見で

あったため，○月○日に再度子宮膣部生検を施行した

ところ，病理所見はDLBCL (non-GCB type) の診断で

あり，sIL2-R 3,090 U/mlと高値であった。○月○日の

FDG-PETでは子宮頸部腫瘤，体部進展，両側内外腸骨

リンパ節転移，上腸間膜周囲リンパ節転移，腸間膜リ

ンパ節転移，右乳房腫瘤，胆!腫瘍と複数の臓器にい

ずれも高度のFDG集積を認めたが，骨髄浸潤は認めな

かった。また，○月○日の右乳房生検でもDLBCL

(non-GCB type) であった。以上よりDLBCL non-GCB

type stage IV EXと診断された。

　上記疾患に対し，R-CHOP 8コース施行したが，効果

判定のPE/T-CTで右基底核部に再発病変を認め，開頭

右前頭葉摘出術及び腫瘍部分摘出術を施行。高次機能

障害，左半側空間失認，短期記憶障害，左上下肢不全

麻痺を後遺したが，リハビリを継続し，○○年○月に

自宅退院となった。デイサービスなどに通いながら外

来で経過観察していた。○○年○月○日，デイサービ

スで和菓子を食べている途中にけいれん発作を生じ，

救急隊要請，当院に搬送された。来院時vital signはBT

37.0，BP 129/114，HR 132，SpO2 100%，意識レベル

はJCS 3桁，瞳孔5 mm/5 mm (R = L，対光反射あり) で

あった。30分以上けいれんは続いているとのことで，

ホリゾン 10 mg静注にて一度けいれんは停止するも，

すぐに再度左半身のけいれんを認めた。CT上，左小脳

半球，左側頭葉底部，右前頭葉に異常吸収域を認め，

悪性リンパ腫再発による症候性けいれんが疑われた。

同日精査加療目的で血液内科に緊急入院した。

画像所見

　左小脳半球，左側頭葉底部にリング状の高吸収域，

右前頭葉に高吸収結節を認め，周囲白質は境界不明瞭

な広範な低吸収域を呈す。単純CT上は，悪性リンパ腫

の再発巣と周囲の浮腫性変化と考える。これにより左

側脳室下角は圧排・変形。

　右前頭葉部分切除術後領域は死腔となっている。右

線条体，視床に低吸収域あり，前回と著変なし。右前

頭側頭部硬膜外に低吸収域あり，前回と著変なし。

　診断: 単純CT上，左小脳半球，左側頭葉底部，右前

頭葉に異常吸収域あり，再発疑い。

入院後経過

　頭部CTより中枢神経系への多発再発病変にて症候性

けいれんを呈したと考えられた。○○年○月○日の頭

部CT上は明らかな新規病変はなく，この1か月で急激

に増大したと考えられた。腫瘍量減少のため，○月○

〜○日にステロイドパルス療法 (ソルメルコート 1,000
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mg/日) を行い，その後短期間で漸減した。軽度脳浮腫

を認めたが，右前頭葉術後でfree spaceが残されている

可能性を考え，マンニトールやグリセオールなどの投

与は行われなかった。けいれん発作に対してはアレビ

アチン250 mg/日点滴静注を行い，けいれん発作は抑制

された。ステロイド療法後，一時的に意識レベルの改

善を認め，内服可能になったため，テグレトール (200)

2T2×を開始した。その後，腫瘍増大に伴い再度意識

レベルの低下を認め，末梢ルートの確保も困難となっ

たため，経鼻胃管を留置し，薬剤投与，経管栄養を

行った。経過中，38度台の発熱，炎症反応上昇を認

め，尿路感染症が疑われたが，内服抗生剤投与にて軽

快した。その後，明らかなvital signの変動はなく経過

していたが，○月○日頃よりSpO2低下し，炎症反応の

上昇を認めた。胸部XP上，右上肺野に透過性低下を認

め，肺炎が疑われた。抗生剤の経管投与を行ったが，

その後呼吸状態は改善せず，○月○日午後○時○分に

永眠された。なお，ご家族の同意が得られ，○月○日

に病理解剖を行った。

臨床診断

#1. DLBCL stage IV EX

#2. 症候性けいれん

#3. 肺炎

病理への質問

1. 肺炎はあったのか。あったとしたら死因は肺炎によ

る呼吸不全なのか，病理で判明した起因菌は存在し

たのか。

2. 悪性リンパ腫の病勢はどの程度進んでいたのか。

3. 転移性脳腫瘍による脳幹圧迫はなかったのか。

病理所見

A.主病変: びまん性大細胞リンパ腫 (DLBCL non-GCB
type): 初発より約1年10か月の経過

1. 既往標本

　子宮頸部生検: diffuse large B-cell lymphoma, non-GCB

type

　右乳腺生検: diffuse large B-cell lymphoma, non-GCB

type

　骨髄生検: slightly hypocellular bone marrow

　脳腫瘍摘出検体: diffuse large B-cell lymphoma, non-

GCB type

2. 脳 (1,510 g)

(肉眼所見) 左側頭葉に9 × 6 × 7 cm大の黄白色調の腫

瘍組織と軟化巣を認める。右前頭葉に9 × 6 × 3 cm

大の手術痕を認め，その周囲に最大9 × 5 cm大の軟

化巣を認めるが，右半球は全体的に軟化しており著

明な壊死を伴う (図1a〜c)。小脳 (右 > 左) にも軟化

巣を認める。

北里大学病院CPC (第311回)
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(組織所見) 左側頭葉〜頭頂葉，左海馬周囲，右側頭葉

〜頭頂葉，小脳，中脳，橋下部: 組織学的に，脳実質

内及びクモ膜下腔に血管周囲性にviableな腫瘍細胞の

増殖を認め，腫瘍中心部には広範な壊死巣を伴う (図

2a，b)。周囲にはreactive gliosisや浮腫性変化がやや

目立つ。

3. 子宮: 腔長2.8 cm，肉眼的に明らかな腫瘍性病変は認

めない。組織学的に萎縮した内膜腺と，その下層に

は肉芽組織が目立つ。子宮筋層〜背側 (直腸方向) の

漿膜下組織にかけて，組織球の集簇を伴う数mm大

の小型肉芽種が散見され，治療による影響を考え

る。明らかなviableな腫瘍細胞は認めない。

4. 乳房皮膚サンプルリング検体: 組織学的に萎縮した

腺管と線維化が目立ち，ごく一部に小型肉芽種を認

める。viableな腫瘍細胞は認めない。

5. 治療

○○年○月○日〜○月○日　R-CHOP療法⑧コース施

行

○○年○月○日　開頭脳腫瘍摘出術施行

○○年○月○日〜○月○日　術後放射線療法 (全脳 計

50 Gy)

B. 随伴所見
気管支肺炎: 肉眼的に上葉 (右 > 左) にまだらな白色充

実性変化を認める (図3a〜c)。組織学的に左上葉を中

心に肺胞腔内及び肺胞壁に好中球を主体とする炎症

細胞浸潤を認め，マクロファージ貪食像，気管支上
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皮や肺胞領域の破壊像が散見される (図4a，b)。下葉

は軽度の慢性炎症細胞浸潤と線維化を認める。

C. その他の所見
1. 心 (401 g): 左室壁に数mm大の微小な線維化巣を認

めるも，明らかな梗塞巣は認めない。冠動脈の有

意な狭窄なし。

2. 両腎近位尿細管壊死: 組織学的に，両腎の近位尿細

管上皮の脱落を認める。糸球体の硝子化はごく軽

度で，概ね保たれている。

3. 両側腎盂拡張: 両側尿管ステント留置の状態。右尿

管ステント内に結石様物質が多数付着。

4. 両腎細顆粒状変化

5. 肝NASH (1,514 g): 組織学的に，肝細胞全体の約7割

の範囲に小葉中心性の大滴性脂肪沈着を認める。

肝細胞のballoningやMallory小体が散見され，その

周囲には軽度好中球浸潤を認める。NASH score:

steatosis 3，lobular inflammation 1，hepatocyte

ballooning 2

6. 右卵巣fibroma

7. 諸臓器うっ血: 腎 (左178 g/右120 g)，肺 (左348 g/右

765 g)

8. 消化管粘膜びらん

9. 膀胱粘膜びらん

10. 腔水症: 胸水 (左130 ml/右15 ml)，心!液 (10 ml)

11. 骨髄: 組織学的に，明らかな腫瘍細胞の浸潤を認め

ない。

図4

図3
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考　　察

　剖検上，脳実質〜脳幹部の広範にわたってviableな腫

瘍細胞の増殖を認め，子宮と右乳房においては肉芽組

織及び小型肉芽種が散見されるのみであった。病変の

広がりとしては子宮頸部を原発巣として右乳房，脳へ

の転移を来たし，原発巣 (子宮) と右乳房の病変は治療

に奏功するも，脳転移巣については奏功せず病変が広

がっていったことが考えられる。また，慢性関節リウ

マチの既往及びMTXの内服歴があり，lymphoma診断

後は内服を中止しているとのことであるが，臨床経過

からはMTX関連リンパ増殖性疾患から発展したDLBCL

と考えるのが妥当である。脳転移による脳障害及び肺

炎を契機とした呼吸状態の悪化を来したことが，直接

死因として最も考えられる。なお，肝NASHについて

はMTXなどの薬剤性による可能性を考える。


