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抗 PAB 抗体陽性を示した結節型サルコイドーシスの 2 例
○二島 駿一 1）、野中 水 1）、笹谷 悠惟果 1）、重政 理恵 1）、矢﨑 海 1）、吉田 和史 1）、兵頭 健太郎 1）、
根本 健司 1）、三浦 由記子 1）、高久 多希朗 1）、大石 修司 1）、林原 賢治 1）、薄井 真悟 2）、島内 正起 2）、
南 優子 3）、斎藤 武文 1）
1 ）国立病院機構茨城東病院 胸部疾患・療育医療センター 内科診療部呼吸器内科、
2 ）国立病院機構茨城東病院 胸部疾患・療育医療センター 呼吸器外科、
3 ）国立病院機構茨城東病院 胸部疾患・療育医療センター 病理診断科

結節型サルコイドーシスは稀な病型であり、画像上も悪性腫瘍
との鑑別を要し、診断に苦慮する場合が少なくない。

【 症例 2 】53 歳女性。両肺に多発粒状影、小結節影、軽度縦隔リ
ンパ節腫大を指摘され近医受診。経過観察中に CT 上軽度増大を

【 症例 1 】80 歳女性。胸部異常影で受診。右 S6 に気管支血管側に

認め、当院に紹介。BFS で BALF Ly21%, CD4/8 9.37 と上昇

沿うすりガラス影および左 S1+2 に気管支血管周囲に拡がる浸潤

を認めたが、確定診断に至らず、VATs 肺生検を施行し、非乾

影、両肺に小結節の散在を認めた。その他の検査で有意な所見を

酪性類上皮性肉芽腫、多核巨細胞を認め、結節型サルコイドーシ

認めず、右下葉切除術 + 右上葉部分切除術を施行した。リンパ路

スと診断した。抗 PAB 抗体陽性所見を認め、診断を裏付けるも

性の類上皮細胞肉芽腫を認め、病理学的に結節型サルコイドーシ

のと考えた。

スに合致する所見であり、さらに肉芽腫内に

抗 PAB 抗体陽性所見を認めた結節型サルコイドーシスと考え

抗体（抗 PAB 抗体）陽性所見を認め、診断を支持する所見
と考えた。
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られた 2 例を呈示し、

とサルコイドー

シスの関連の現状について考察を加える。

気腫合併肺線維症におけるハト IgG 抗体の有用性の検討
○丸毛 聡、高島 怜奈、網本 久敬、白石 祐介、山城 春華、小谷 アヤ、島 寛、白田 全弘、河島 暁、
北島 尚昌、井上 大生、片山 優子、糸谷 涼、櫻本 稔、福井 基成
公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 呼吸器センター

【 背景 】気腫合併肺線維症（CPFE）は胸部 CT にて上肺野気腫性
変化・下肺野間質性肺炎を呈する疾患群である。治療法は確立さ

討した。
【 結果 】解析対象は 72 例。男性 68 例、平均 73 歳、全例現喫煙ま

れておらず予後不良である。定義上 2 次性の間質性肺炎を除くが、

たは過去喫煙者であった。ハト抗体価は平均 20.1 ㎍/mL（2.1‑

過敏性肺炎などが含まれうる。近年、鳥関連過敏性肺炎（BRHP）

74.7）
。72 例中 8 例が経過中急性増悪を来たした。カプランマイ

でのハト抗体測定の有用性が報告された。本研究では CPFE に

ヤー曲線ではハト抗体高値群（＞ 22.1 ㎍/mL）では有意に初回増

おいてハト抗体価の意義を検討した。

悪までの期間が短かった（p=0.0006）
。Cox 回帰分析ではハト抗

【 方法 】デザインは単施設での後ろ向きコホート研究。対象は当

体高値は有意な増悪リスク因子と判明した。

院で 2014 年 5 月から 2015 年 6 月までに間質性肺炎でハト抗体が

【 結語 】CPFE 患者においてハト抗体高値は増悪リスク因子であ

測定された 265 例の患者のうち、胸部 CT で CPFE の基準を満

る。このことは CPFE と診断されうる患者に潜在的に BRHP が

たす者。対象患者でハト抗体価と初回増悪までの期間の関係を検

含まれる可能性を示唆する。
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顕微鏡的多発血管炎に合併した間質性肺炎の臨床画像学的特徴と予後
― 特発性肺線維症との比較 ―
○杉野 圭史 1）、鈴木 亜衣香 1）、臼井 優介 1）2）、松本 敬子 2）、澁谷 和俊 3）、植草 利公 4）、本間 栄 1）
1 ）東邦大学医療センター大森病院呼吸器内科、2 ）東邦大学医療センター大森病院放射線診断科、
3 ）東邦大学医療センター大森病院病理科、4 ）独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院臨床検査科病理

【 目的 】MPA 合併間質性肺炎の臨床画像的特徴と予後を明らか

肺野末梢がスペアされ、中枢側にまで広く分布する傾向にあった。
また、嚢胞状の細気管支拡張、すりガラス病変は有意に多かった。

にする。
【 方法 】2003 年 4 月から 2013 年 3 月までの間で、当院に受診され

死因は、肺炎やびまん性肺胞出血が有意に多かったが、両群間の

た MPA 合併間質性肺炎（MPA/UIP：15 例、MPA/CPFE：5

予後に差は認められなかった（生存期間中央値：43.2 ヶ月 vs.

例）患者 20 例と特発性肺線維症（IPF：78 例、IPF/CPFE：54

38.3 ヶ月）
。また、気腫合併（CPFE）の有無別で 4 群間（MPA/

例）患者 132 例を比較検討した。

UIP, MPA/CPFE, IPF, IPF/CPFE）で予後を比較したところ、

【 結果 】MPA/UIP 患者は、IPF 患者に比べて有意に非喫煙者の
女性に多かった。肺病変先行型は 8 例で、IPF 患者 140 例の 5.7%
に認められ、初診から MPA 発症までの中央値は 3.5 年（1.4 〜 18
年）であった。胸部 HRCT 所見では、IPF の蜂巣肺に比べて、

有意差はないものの IPF/CPFE および MPA/CPFE が予後不良
の傾向にあった。
【 結語 】MPA 合併間質性肺炎は IPF に比べて予後に差はなく不
良で、気腫を合併するとさらに予後不良であることが示唆された。
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