皮膚病変のステロイド治療と病理組織の経時的変化

〔症例報告〕

ステロイド内服で治療し病理組織学的所見の経時的変化を確認し得た局面型皮
膚サルコイドーシスの1例
三井田博

【要旨】
症例は37歳，男性．肺病変とACE値の上昇を認め，四肢，体幹に紅褐色調の局面がみられたため当院内科より当科に紹
介された．右上腕の局面より皮膚生検し，真皮上層から脂肪織上層にかけてシート状に分布する類上皮細胞肉芽腫を確認
し，サルコイドーシスと診断した．患者が皮疹の消退を強く希望し，ステロイド外用やミノサイクリン，ACE阻害薬の内
服を試みたが無効のため，プレドニゾロン（PSL）0.5 mg/kg/日で開始した．PSLを漸減しPSL 25 mg/日と7.5 mg/日内
服下でそれぞれ皮膚生検を施行したところ，類上皮細胞肉芽腫は著減していたが残存していた．皮膚病変の完全消退を目
的としたステロイドの全身投与は慎重に適応すべきであると思われた．一方で1年以上ステロイドを内服しても類上皮細胞
肉芽腫が残存している可能性が示唆され，他臓器病変に対して全身投与したステロイドの漸減・中止は慎重に行われるべ
きと思われた．
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はじめに

症例提示

サルコイドーシスにおける皮膚病変は発症頻度が10–

●症例：37歳，男性

30%とされ，他臓器に比して生検が容易であり，診断の

●主訴：右上腕，右腰部，背部，大腿の紅褐色局面

際に病理組織学的所見が確認しやすい重要な病変と言え

●既往歴：特記すべきことなし．

る 1）．一方，心病変や一部の肺病変，脳・脊髄病変に対

●家族歴；特記すべきことなし．

しては副腎皮質ステロイドホルモン薬（以下，ステロイ

●職業歴：大工

ド）の全身投与が行われるが，皮膚病変に対してステロ

●生活歴：喫煙：20本/日×20年間，飲酒：機会飲酒

イド全身投与が適応となるのは，その全身的副作用から，

●現病歴：X年1月頃より時々， 微熱が出現することが

びまん浸潤型や整容面で問題となる皮膚病変に限られる

あった．同年2月，スノーボード中に左手をつき左橈骨遠

2）

．ステロイド全身投与の治療効果は，標的臓器に対応す

位端骨折を受傷し，当院整形外科を受診し，3月上旬に入

る臨床所見や血液検査，画像等で評価すると思われるが，

院した．入院時検査の胸部正面単純写真で異常影を指摘

肉芽腫の変化など病理組織学的所見で治療効果を確認し

され，胸部CTで肺門縦隔リンパ節腫脹，肺野の粒状影，

たとする報告はほとんどみられない．

などの異常所見が認められたため，3月下旬，当院呼吸器

今回，筆者は局面型の皮膚サルコイドーシス症例に対

内科を紹介され初診した．四肢，体幹に局面が認められ

して，ステロイド全身投与を行い，その治療効果をみる

たため，4月上旬に当科へ紹介され初診した．

ため，診断時の生検に加えて治療開始後2回の皮膚生検を

●初診時現症：身長172.4 cm，体重117 kg，血圧193/105

施行した．その病理組織学的所見の経時的変化について，

mmHg 脈拍数98回/分，SpO2 98%．心，肺雑音を聴取し

若干の考察を加えて報告する．

ない．
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皮膚病変のステロイド治療と病理組織の経時的変化
Table 1. 検査結果

Hematology
WBC
Neu
Ly
Mo
Eos
Ba
RBC
Hb
Plt

6,500
65.3
19.3
9.0
5.8
0.6
535×104
17
16.3×104

/µL
%
%
%
%
%
/µL
g/dl
/µL

Biochemistry
TP
Alb
α1
α2
β
γ
AST
ALT
ALP
LDH
T-Bil
D-Bil
BUN
Cre
Na
K
Cl
Ca

7.2
60.8
3.3
5.8
10.6
19.5
31
59
271
195
0.9
0.13
15.9
0.92
144
4.3
107
9.4

g/dL
%
%
%
%
%
IU/L
IU/L
IU/L
IU/L
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mEq/L
mEq/L
mEq/L
mg/dL

Serology
CRP
IgG
IgA
IgM
ACE
Infection
HBs抗原
HCV抗体
Others
blood glucose
HbA1c

0.5
1477
327
111
44.9

mg/dl
mg/dL
mg/dL
mg/dL
IU/L

（−）
（−）

133 mg/dL
5.4 %

●眼科所見：ぶどう膜炎等の異常所見なし．

日）で開始した．しかし皮疹は若干退色し，浸潤も軽減

●血液検査所見：（Table 1）

したものの，消退するほどの治療効果はみられなかった．

●心電図所見：異常所見なし．

再度，別の局面より再生検して，ステロイド全身投与の

●画像所見：胸部正面単純写真：右上肺外側寄りに結節

治療効果を病理組織学的変化から確認してみることを提

影あり．

案したところ同意が得られたため，PSL開始約3 ヵ月後，

●胸部CT所見（プレドニゾロン開始1 ヵ月前）
：肺門縦

PSL25 mg/日の内服下で初回生検時の局面に近接した別

隔リンパ節腫脹あり．右上葉に12 mm大のspiculaを伴う

の局面（Figure 4a）より2回目の皮膚生検を行った．そ

充実性結節あり．周囲に約6 mm大の充実性結節が散在し

の結果，肉芽腫は減少しており真皮内に散在性に分布す

ている．両側胸膜下，両側S6優位の粒状影を認める．両

る程度であった． 個々の肉芽腫内の細胞密度も減少し，

側胸膜の軽度肥厚あり．

周囲にリンパ球の浸潤がみられた（Figure 4b，c）． し

●心臓超音波検査（当院初診2年後に施行）
：壁運動に異

たがって臨床上皮疹は消退していないがステロイドの全

常所見なし．壁の菲薄化や肥厚も認めない．EF 80.8%．

身投与の治療効果はあると考えられたため，さらにPSL

●皮膚所見：右上腕（Figure 1a，b）
，背部，腹部，大腿

を継続し，漸減していった．しかしPSL開始1年2 ヵ月目

に小指頭大からコイン大前後の紅褐色局面が多発してみ

の，PSL 7.5 mg/日内服まで漸減した時点でも皮疹は残存

られる．時にそう痒を自覚し，掻爬すると軽度の痛みを

していたため，再度，治療効果を病理組織学的に確認す

伴う．

ることを提案し同意を得て，右上腕の1，2回目の生検部

●初回皮膚生検時の病理組織学的所見（右上腕の局面よ

とは別の局面（Fugure 5a）より3回目の生検を施行した．

り生検）
（Figure 2a，2b）
：真皮上層から脂肪織上層に

2回目の所見に比して，肉芽腫は若干減少してはいたが，

かけて非乾酪性類上皮細胞肉芽腫がシート状に認められ

まだ残存していた．肉芽腫周囲のリンパ球浸潤は軽減し，

る．個々の肉芽腫は周囲のリンパ球浸潤が乏しく，いわ

個々の肉芽腫の細胞密度はわずかに低下していたがほぼ

ゆるnaked granulomaである．

不変であった（Figure 5b，c）
．しかし今後このまま皮疹

●臨床経過（Figure 3）
：CT所見および皮膚病変と同生

が消退するまでPSLを継続することは，全身的副作用を

検の病理組織学的所見で非乾酪性類上皮細胞肉芽腫を認

考慮すると望ましくないと判断し，PSL 5 mgに漸減した

め，アンギオテンシン変換酵素（angiotensin-converting

後，2週間で投与終了とした．その後，酢酸ジフロラゾン

enzyme: ACE）も高値であり，サルコイドーシスと診断

軟膏外用のみを行ったが，皮疹はほぼ不変であった．な

した．内科では無治療で経過観察の方針となった．当科

お，胸部の画像検査については呼吸器内科に一任したが

で皮膚病変に対して酢酸ジフロラゾン軟膏外用，ミノサ

PSL内服開始後1年時に胸部CTを再検しているが上記の

イクリン

内服，タクロリムス軟膏外

所見と比して著変はなかった（それまでの間に胸部の画

用 3） を試みた．しかし局面は若干退色したが隆起や浸潤

像検査は行われておらず，PSL治療中の胸部画像所見の

の程度はほとんど不変であった．患者は皮疹が完全に消

詳細な経過は不明であった）．その後X+2年8月を最後に

退することを強く希望したため，プレドニゾロン（PSL）

当院に来院していない．

3）

やエナラプリル

4）

内服を， 副作用を説明した上で55 mg/日（0.5 mg/kg/
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a）
b）

Figure 1.

ａ）右上腕に小指頭大からコイン大の紅褐色局面を認める．
ｂ）A の局面より初診時（1回目）の生検を施行した。（（文献5）三井田 博.サルコイドーシスの皮膚病変－局面型
皮膚サルコイド．古江増隆総編集、岡本祐之専門編集 臨床アセット14 肉芽腫性皮膚疾患 中山書店，東京，
2013; 54-7の図1Bの写真と同一症例のため引用）

a）

b）

Figure 2.

当科初診時（1回目）の皮膚生検の病理組織学的所見
ａ）
（弱拡大像）真皮上層から脂肪織上層にかけて非乾酪性類上皮細胞肉芽腫がシート状に分布している．
ｂ）
（強拡大像）肉芽腫周囲のリンパ球浸潤は乏しく，いわゆるnaked granulomaである．

ミノサイクリン
酢酸ジフロラゾン軟膏
エナラプリル
タクロリムス軟膏
プレドニゾロン終了

プレドニゾロン
（mg/kg/ 日）
55
ACE（IU/L）

43.7

7

19

20 15

20.7
PSL 投与期間（日）0

初診後病日 0

45 35 25

222

237

12.5 10

7.5

33.4

35 57 85

5

41.8

114 141

197

316

371

427 441 455

328 363 398 420 448 477 504

560

679

734

790 804 818

1 回目生検

2 回目生検

3 回目生検

Figure 3. 治療経過表
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a）

b）

Figure 4.

2回目皮膚生検部の皮疹と病理組織学的所見（PSL 25 mg/日内服下）
ａ）
（局面Aに近接したBの局面より生検）初診時に比してやや退色し，平坦化している．
ｂ）
（弱拡大像）初診時生検所見に比して肉芽腫は著明に減少し，真皮上層から下層にかけて散在性に分布している．
ｃ）
（強拡大像）初診時生検所見に比して個々の肉芽腫の細胞密度が若干低下し、周囲にリンパ球浸潤が目立つ．

a）

Figure 5.

c）

b）

c）

3 回目の皮膚生検部の皮疹と病理組織学的所見（PSL 7.5 mg/日内服下）
ａ）
（Bの局面に近接したCの局面より生検）局面A，B含めて初診に比して退色している．
ｂ）
（弱拡大像）2回目生検所見に比して肉芽腫は若干減少したのみで，真皮上層から下層にかけて散在性に残存している．
ｃ）
（強拡大像）2回目生検所見に比して肉芽腫の細胞密度は若干低下しているがほぼ不変で，周囲のリンパ球浸潤は軽減している．

免疫組織化学染色所見
初回，2回目，3回目の各生検組織のCD4，CD8，CD68，
CD20，CD79αの発現について検討した．

CD68は肉芽腫を構成する細胞に強陽性であるが，2回目，
3回目となるにつれ陽性細胞の密度が低下していた．
CD20，CD79αについては肉芽腫内に陽性細胞は見ら

CD4は初回生検時には肉芽腫とその周囲ともに陰性で

れず，周囲に浸潤するリンパ球のほとんどが陰性であっ

あったが，2回目生検組織では肉芽腫内と肉芽腫周囲に陽

たが，CD20が2回目の生検組織の真皮下層の肉芽腫周囲

性細胞を認めた．3回目生検組織ではリンパ球数の減少を

リンパ球の一部に，CD79αが2回目，3回目各生検組織の

反映して陽性細胞は減少していたが肉芽腫内，周囲とも

真皮下層に位置する肉芽腫周囲のリンパ球の一部に陽性

に認められた．CD8は初回生検組織ではわずかに肉芽腫

であった．

周囲に浸潤しているリンパ球のごく一部に陽性細胞がみ
られたが2回目生検組織では肉芽腫内とその周囲に陽性
細胞が多数認められ，3回目生検組織でも， 陽性細胞は
減少していたものの，肉芽腫内，周囲ともに認められた．
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考察
サルコイドーシスの皮膚病変として特異的なものであ
る皮膚サルコイドには，結節型，局面型，皮下型，びま

皮膚病変のステロイド治療と病理組織の経時的変化
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ん浸潤型，その他の病型があり，これらはすべて臨床所

以上の経過より，皮膚病変の完全消退を目的としたステ

見に基づいて分類される 1）．局面型は結節型と並んで頻度

ロイド全身投与は慎重に適応すべきであると思われた．

が高い病型の一つである ．局面型は環状の形態を呈する
5）

医学中央雑誌で「サルコイドーシス」と「経時的変化」

場合と，斑状の病変を呈する場合がある 1）．いずれも結節

のキーワードで検索すると，気管支肺胞洗浄液中のリン

型に比してある程度広い面積を有しているが，隆起の程

パ球CD4/8比 10） や， 肺野病変の胸部CT所見 11）， 気管支

度は軽度であり，周囲の健常皮膚面とほぼ同高のものも

鏡所見 12, 13） についての報告がみられたが， 自験例のよ

含まれる 1）．病理組織学的所見では非乾酪性類上皮細胞肉

うに病理組織的所見の経時的変化について検討した報告

芽腫が主に真皮上層に分布する 6, 7）が，筆者が過去に調査

は な か っ た．PubMedで も「sarcoidosis」，「histology」
，

した報告では真皮上層にとどまらず，真皮下層，あるい

「change」， または「sarcoidosis」，「histological change」

は脂肪織上層までに分布しているものも13例中4例で認め

で検索したが同様に病理組織的所見の変化を検討したも

られた 7）．自験例の皮疹は臨床所見から局面型の皮膚サル

のはみられなかった．自験例により，ステロイド内服中

コイドであり，環状ではなく，斑状のものに該当するが，

の病理組織学的な経時的変化の一つのパターンを確認で

病理組織学的所見では非乾酪性類上皮細胞肉芽腫が真皮

きたと思われる． 一方， 小林らは胸部画像所見Ⅰ期で，

上層から脂肪織上層まで分布していた．

眼病変に対してステロイドが全身投与された2例におい

また，一般的にサルコイドーシスの肉芽腫周囲には通

て，合併した肺癌切除時の郭清リンパ節のほぼすべてに

常，リンパ球浸潤が乏しくnaked granulomaとも称され

サルコイドーシスとしての肉芽腫を認めたと報告してい

る 6） が，時にリンパ球浸潤を伴うことがあり 6–8），その一

る 14）．ステロイドの全身投与を長期に行っても病理組織

つの要因として，外的刺激が考えられている 6, 7）．今回の

学的に肉芽腫の完全消退は困難である可能性を示唆して

検討では，初回の生検では肉芽腫のほとんどが典型的な

いると思われ，自験例はそれを支持し，今回の病理組織

naked granulomaであったが， ステロイド内服後の残存

学的な経時的変化は他臓器病変においても同様のパター

した肉芽腫周囲には，比較的多数のリンパ球浸潤が認め

ンをとる可能性があると考えられる．それを仮定すれば，

られた．そして肉芽腫を構成する細胞の密度は低下して

生命予後を左右するような標的臓器に対してのステロイ

いた．このことについて免疫組織化学染色の結果に基づ

ド全身投与は，より長期間継続することが重要であると

いて考察すると推測の域はでないが，ステロイドの治療

思われた．自験例はPSLを5 mg/日に漸減後に中止とした

は，類上皮細胞から肉芽腫を存続させるために分泌され

が，その理由としては1年以上ステロイドを継続しても皮

る何らかのサイトカインの産生を抑制し，その結果CD4

疹は完全消退せず，標的臓器は皮膚のみであったことか

陽性T細胞，CD8陽性T細胞の両者が肉芽腫内とその周囲

らステロイドの全身的副作用を考慮したためである．し

に浸潤し始め，種々のサイトカインを分泌し，類上皮細

かし生命予後に関わる臓器が標的である場合にはステロ

胞をアポトーシスへ導き，肉芽腫の縮小，細胞密度の低

イドの漸減・中止は肉芽腫の残存と，それが標的臓器の

下を引き起こすのかもしれない．そのサイトカインの候

機能に何らかの影響を与える可能性を考慮して，慎重に

補の一つとしてはTh1型免疫反応を抑え肉芽腫消退に関

行われるべきあると考えられた．実際，心病変，脳脊髄

与し，マクロファージのアポトーシスの誘導作用もある

病変，高度な高カルシウム血症などに対しては，ステロ

IL-10

イドは高用量でかつ漸減しながらも4–5年以上継続する，

9）

などが推測される．また真皮下層の肉芽腫周囲の

リンパ球の一部にはB細胞のマーカーが陽性であった．こ

あるいは終了することが難しいなど，かなり長期に内服

れについての理由は不明と言わざるを得ないが，ごく一

するべきとされている 2）．今回の皮膚病変の経過や病理組

部の限られた肉芽腫への浸潤であるため，肉芽腫消退へ

織学的所見の経時的変化からも妥当な方針であると思わ

の関与は乏しいと思われる．

れた．

皮膚病変のステロイド全身投与の適応については，び

また標的臓器の治療効果の判定が，臨床所見や血液検

まん浸潤型（lupus pernio）か美容上問題となる皮膚病変

査，画像等では困難な場合や難治な症例などに対しては，

に対して行うとされている 2）．実際，そのような患者は限

治療効果を病理組織学的に評価するために生検を考慮し

られており，その治療効果に対するエビデンスも不明で

てよいのかもしれない．特に自験例のように生検しやす

あるため，皮膚病変のみに対してステロイド全身投与を

い皮膚が標的臓器である場合には，外用治療やステロイ

行うことは全身的副作用からも慎重にすべきである．自

ド以外の内服治療においても患者の同意が得られれば，

験例では，ステロイドの全身投与前に，ある一定の効果

その有効性を生検で評価することは有用であると考えら

があるとされて副作用も比較的少ない外用剤と内服薬を

れる．さらに前述の小林らの報告 14） のように他疾患での

試みたが，皮疹の軽快には至らなかった．しかし患者は

手術等でサルコイドーシスの罹患臓器の検体が得られた

皮疹の消退を強く希望したため，ステロイド全身投与の

際には，詳細な検討が望まれ症例の蓄積が重要と思われ

副作用を説明して患者の同意を得て，PSLを0.5 mg/kg/

る．

日の中等量で開始した．皮疹は徐々に退色し，浸潤も軽
減しつつあったが完全には消退せず，病理組織学的所見
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の経時的変化からも肉芽腫は著減したが残存していた．
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