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【要旨】
当院にて1984年以前に発症し20年以上の長期経過を追うことができたウェゲナー肉芽腫症4症例につき，患者背景，病型
（腎病変の有無），治療の内容，副作用と予後との関係を発症時から検討した．予後については寛解2例，寛解増悪1例，死亡
1例であった．死亡1例は当初限局型で，アザチオプリンおよびプレドニゾロン併用療法が8年間用施行されており，その経過
中に全身型に移行した。その後，シクロフォスファミドおよびプレドニゾロン併用療法を施行したが，4年後に腎不全と感染
の合併のため死亡した．寛解2例は限局型で診断後早期よりシクロフォスファミドが導入され，全身型への進展が認められな
かった．シクロフォスファミドを早期に導入すれば腎病変への進展を防ぐことができる可能性がある．
[日サ会誌 2005;25:75-80]
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A Study of Wegener’s Granulomatosis Followed over a Long
Term
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【ABSTRACT】
We retrospectively investigated the relationship between prognosis and patient's background, presence of renal disease, therapeutic regimen, and side effects of therapies in four cases of Wegener's granulomatosis followed for more than 20 years after
diagnosis. As for prognosis, two had a complete remission, one had a complete remission but relapsed, and one didn't have a
complete remission and eventually died. The patient who died had a limited form of Wegener's granulomatosis at the first visit,
and for the intitial eight years had a good response to azathioprine and predonisolone. When the lesion extended to a generalized
form of Wegener's granulomatosis, azathioprine was replaced by cyclophosphamide. But the patient died of renal failure and
infection 4 years after the administration of cyclophosphamide. The two completely remitted cases had limited forms and were
given cyclophosphamide soon after the diagnosis without relapse. Early administration of cyclophosphamide may prevent the
extension to renal involvement.
[JJSOG 2005;25:75-80]
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はじめに

症例1．35歳，男性
●主訴：発熱，関節痛，側頭部痛，皮疹

ウェゲナー肉芽腫症（以下 WG）は有効な治療が施され
ない場合，進行が急速で 90% 以上が 2 年以内に呼吸不全や
腎不全で死亡するきわめて予後不良の疾患である．しかし

●肺経皮的吸引細胞診：Papanicolaou class Ⅱ，抗酸菌や有
意一般細菌の培養は認められなかった．

発症早期に診断しステロイドと免疫抑制剤の併用療法を導

●前頭洞生検：壊死性肉芽腫性病変が認められた．

入することにより，75％で寛解導入できるようになった．
しかし，本邦において長期経過を追うことができた症例に

●経過：
（Figure 1）発症 4 か月後の初回入院時，喀痰より

黄色ブドウ球菌が検出され，肺化膿症として抗生剤にて治

関する報告は少なく，その長期予後については不明の点が
多い．我々は当院での 20 年以上観察しえた長期例 4 症例に

療したが改善しなかった．その後 WG と診断され，シクロ
フォスファミド（以下 CPA）およびプレドニゾロン（以下

ついて検討したので報告する．

PSL）にて 7 か月治療後，PSL 単独で 24 年治療し，再度
CPA および PSL にて 9 か月治療している。初回入院時の肺
多発結節は第 2 回入院時には増悪し空洞化したがステロイ
ド増量にて軽快した．第 3 回入院時には結節は縮小，空洞
壁は菲薄化し改善が認められた．発症 26 年で，寛解増悪を
繰り返し経過している．

症例提示
WG診断には 1998年難治性血管炎分科会の基準を用いて
診断した．Table 1 に上気道，肺，腎の病変で検討した．症
状を有する場合を○で，組織所見を有する場合●で，経過
中に判明した場合（ ）で示した．初診時より 3 例は確診，
症例 2 のみ疑診であったが経過中に確診に至った．

Table 1. Diagnosis
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症例2．32歳，女性

●経過：
（Figure 3）発症時，肺多発結節あり進行肺癌とし

●主訴：鼻汁，鼻閉

てブレオマイシンにて治療し改善した．発症 2 年後に再発

●鼻腔生検：肉芽腫性病変が認められた．

し，肺化膿症として抗生剤治療を施行し病状安定していた．
その後肺多発結節は軽度改善するも残存し，発病 10 年後に

●経過：
（Figure 2）発症 2 か月後より他院にてアザチオプリ

ン（以下 AZP）および PSL にて 8 年治療後，当院にて CPA
および PSLにて 5年治療した．他院にて肺空洞性病変が認め

TBLB，さらに確診のため開胸肺生検で WG と診断され，
CPA 単独で 22 年間治療し，中止した．肺異常影は改善し，
多発の線状影および浸潤影が残存するも安定している．発
症 34 年で，現在も寛解を維持している．

られていたが AZPと PSL増量にて当院初回入院時にはほぼ
消失していた．当院初回退院後，肺異常影は増悪後軽快し
ていたが，AZP 投与中に生じた腎障害は徐々に進行してい
た．再度入院したが CPA による顆粒球減少を起こし CPA を
減量せざるをえず，さらに腎障害が進行した．発症 13 年後

症例4．56歳，女性

に腎不全に至り，入院し透析導入したが緑膿菌肺炎を合併

●TBLB：非特異的炎症所見が認められた．

し死亡した．剖検にて，腎病変（終末腎）・喉頭声門下狭
窄・鞍鼻・肺瘢痕（現疾患・緑膿菌肺炎・巨細胞封入体

●開胸肺生検：壊死性肉芽腫性病変が認められた．

症）が認められた．

療，PSL 単独で 8 か月治療，CPA および PSL にて 16 年治療，
PSL 単独で 4 年治療し中止した．初回入院時の肺多発結節

症例3．33歳，女性

は第 2 回入院時には主に線状影となり改善が認められ，そ

●主訴：乾性咳嗽

の後安定していた．CPA により早期に顆粒球減少，肝障害
を起こしたが、CPA の減量で軽快した．後期に出血性膀胱

●主訴：発熱，鼻閉，耳痛，難聴

●経過：
（Figure 4）発症 1 か月後より CPA 単独で 4 か月治

●経気管支肺生検（TBLB）：肉芽腫性病変が認められた．

炎を起こしたが，CPA 中止により軽快した．発症 21 年で，
現在も寛解を維持している．

●開胸肺生検：壊死性肉芽腫性病変および血管炎が認めら

れた．
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以下に各症例のまとめを示す．
病型（腎病変の有無）では，限局型 2 例，限局型から全

長期予後については寛解 2 例，寛解増悪 1 例，死亡 1 例で
あった．寛解 2 例は全て限局型で，1 例は CPA 単独治療・1

身型に至った例が 1 例，全身型が 1 例であった．画像所見で
は，3 例が多発結節で 1 例のみ単発空洞性病変を示した．ま

例は CPA および PSL 併用治療であった．併用治療した 1 例
では顆粒球減少・肝障害・出血性膀胱炎を生じたが，CPA

た主要データでは，全身炎症を示す，貧血，白血球高値，

減量および中止により改善した．寛解増悪 1 例は全身型，

CRP 高値がそれぞれ 3 例ずつ認められた．RF は 3 例で陽性
であったが，ANA は全症例で陰性であった．（Table 2）

CPA および PSL 併用療法で，副作用は特に認められなかっ
た．死亡 1 例は経過中に限局型から全身型に至った症例で，
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CPA および PSL 併用療法が主体であったが，CPA 導入前に
AZP が長期（8 年間）使用されていた．CPA 投与中に顆粒
球減少を生じたが，CPA 減量により軽快した．死亡原因は

AZP 投与中に生じた腎障害の増悪による腎不全と感染の合
併であった．（Table 3）

Table 2. Disease progression, Radiological findings, Laboratory data
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考察

は頻度が高く，重篤なことが多い．今回の検討でも症例 4

当院における WGの長期予後に影響を与える因子を検討す
るため，当院にて 1984 年以前に発症し長期経過を追うこと

では出血性膀胱炎を生じており，症例によってはその使用
を必要最低限にとどめることが必要であると考えられた．

ができたウェゲナー肉芽腫症 4 症例を発症時から検討した．
WG の病型には限局型と全身型がある．腎障害を有する

また，顆粒球減少も生じており，白血球数を厳密にモニター
していくことも重要と考えられた．一般的には，白血球を

全身型は初診時は 18％に過ぎないが，2 年以内の経過中に

3000/μL，好中球を 1500/μL 以上保てるように，CPA の
量を調整する必要があるとされている．
本邦における WG 多数例の報告では，石田らは WG16 例
につき，寛解観察期間 3-18 年（中央値 5 年）にて報告して
いる 8）．寛解導入に CPA およびステロイドの併用療法を施
行した症例は 10 例で，6 例はステロイド単独療法であった
が，限局型で併用療法が施行された 1 例でのみ再発が認め
られ，その他の 15 例では初回導入された寛解が維持されて
いた．石田らの報告では腎病変および肺病変を有するのは
2 例，肺病変を有するのは 2 例で，上気道のみに限局した症
例が多く観察期間も短いため，我々の検討より再発率が低
かった可能性も考えられる．
現在の抗好中球細胞質抗体関連血管炎の標準治療では，
寛解導入治療として少なくとも 1 年間のステロイドおよび
2mg/kg の CPA 連日経口投与を実施する．1），7） 寛解維持
治療としては CPA の代わりに 1-2mg/kg の AZP 用いる方法
が報告されている 9）．副作用軽減のため，寛解導入治療と

1）

77％が全身型に移行する が，全身型は腎不全などにより
極めて予後不良である 2），3），4）．予後不良を予測する因子
としては，腎機能，年齢とする報告 2），3），4），5） が多い
が，他に肺病変を伴うこと 2），血沈高値，上気道病変を伴
わないこと 3），各種臓器障害の存在 4）なども報告されてい
る．無治療での WG の中央生存期間は５か月であるが，ス
テロイド単独治療では肺病変や腎病変をコントロールする
のは難しいとされてきた．しかし，1970 年代に Fauci らが
開発した CPAおよびステロイド併用による標準治療により，
75％が完全寛解を得ることができるようになった 6）．寛解
導入への有効性に関し，AZP は CPA より明らかに劣るとさ
れている 7）．今回検討した４症例中１例では当初限局型で
AZP が長期間用いられ全身型に至り，その後 CPA が導入さ
れたが腎障害の進行を阻止することができなかった．CPA
を早期より用いていれば全身型にまで至らず，より良好な
予後が得られたかもしれない．しかし，CPA 関連の副作用
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して 0.5-1.0g/m2の CPAを 1か月毎に経静脈的に投与する方

引用文献

法も報告されている．しかし，標準治療と比べると再発率

1） Hoffman GS, Kerr GS, Leavitt RY, et al: Wegener granulomatosis: an analysis of 158 patients. Ann Intern Med 1992;
116: 488-498.

が高まるという報告も多い．CPA 投与 3 か月から 6 か月で寛
解導入し，その後 CPA の代わりに AZP を用いても再発率は
変わらないという報告 10） もある．再発に関しては，抗好
中球細胞質抗体価（ANCA）の上昇が参考になるとの報告
11）

もある．しかし，寛解後も抗体価の高値が持続するこ

とは多く，寛解中に抗体価が上昇した患者でも再発が認め
られないこともあり，抗体価の上昇のみでは再発とは判断
しがたい．このため ANCA のみにとらわれることなく，そ
の他の検査所見（白血球・CRP）と臨床所見より病勢を判
断する必要があると考えられる．黄色ブドウ球菌が WG の
病因に関わっているか否かは現在のところ定かではないが，
黄色ブドウ球菌を慢性的に鼻腔内に保持している場合，再
発率が高まることが報告されている．今回検討した 4 症例
中，黄色ブドウ球菌が気道より検出されたのは症例 1 のみ
であった．症例 1 は寛解後増悪しており，黄色ブドウ球菌
が経過に関与していた可能性はあるかもしれない．寛解維
持治療として，AZP 以外では，メトトレキサート（MTX）
を用いるという報告 12）もあるが，MTX は腎不全や慢性肝
疾患には使用しにくい側面がある．また一方では腫瘍壊死
因子（TNF）αが WG において重要なメディエーターであ
ると想定されているが，その阻害剤であるエタネルセプト
の寛解維持に対する有効性は認められなかった 13）．本邦に
おける厚生労働省難治性血管炎調査研究班の ANCA関連血
管炎治療指針によると，維持療法の原則として，初期治療
後 6か月から 2年間は PSL5-10mg連日経口投与が続けられ，
難治例では CPAまたは AZP25-75mg連日経口投与が併用さ
れる．寛解維持に関し，AZP，MTX のいずれが優れてい
るかを示す研究は現在のところなされていない．CPA の適
切な投与期間および寛解維持に AZP か MTX のいずれを用
いるべきかに関しては今後更なる検討が必要と考えられる．
長期経過を観察する上で大切なことは，限局型でも病勢
が強い場合や，肺など主要臓器への病変の進展が認められ
た場合は，できるだけ早急に CPA を導入すること，そして
病型に関わらず CPA の長期投与を要する症例では，現疾患
の病勢だけでなく，出血性膀胱炎・不妊・悪性疾患などの
副作用・感染症の合併などに注意を払うことと考えられる．

結論
長期経過を追うことができた WG4 例につき検討した．予
後については 4 症例中，寛解 2 例・寛解後増悪 1 例・死亡 1
例であった．病勢が強い場合や病変の進展が認められた場
合には，早期に CPA を導入することが重要と考えられる．
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