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えのき栽培従事者に発症した培地が原因と考えられた
過敏性肺臓炎の１例
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A Case of Hypersensitivity Pneumonitis Caused
by Culture Medium of
Mushrooms
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We report a case of hypersensitivity pneumonitis in a worker cultivating enoki mushrooms.The patient
developed symptoms of cough, sputum, and dyspnea after changing the culture medium of the enoki mushrooms. Radiographic ﬁndings showed small nodules and ground glass opacity in both lung ﬁelds. Bronchoalveolar lavage revealed a marked increase in lymphocytes.Lymphocyte stimulation test in both blood and
bronchoalveolar lavage were positive for the culture medium but not for enoki mushrooms. Based on the
results, a diagnosis of hypersensitivity pneumonitis caused by the culture medium of enoki mushrooms was
conﬁrmed. We should consider that the culture medium is a possible antigen leading to hypersensitivity
pneumonitis. Shinshu Med J 53 : 73 ―75, 2005
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はじめに

症

過敏性肺臓炎は真菌胞子，細菌，鳥類の排泄物，イ

例

症例：37歳，男性。

ソシアネートなどの有機・無機塵埃を反復吸入するう

主訴：咳嗽，呼吸困難。

ちに感作されて生じるアレルギー性肺臓炎である。我

既往歴・家族歴：特記事項なし。

が国では夏型過敏性肺臓炎や農夫肺が主なものである

職歴：農業（水田，果樹，えのき栽培）
。

がしいたけ，なめこ，ブタシメジなどきのこ栽培者に

ペット：ペルシャネコ，りす。

きのこの胞子により発症するものもある

嗜好品：喫煙５本/日，機会飲酒。

。この長

野県ではきのこ栽培が盛んであることから，きのこ栽

現病歴：10年ほど前より毎年８月頃から翌年の３月

培従事者における本症をしばしば経験し，当教室でも

頃までえのき栽培に携わっている。平成12年からえの

その臨床像を報告してきた 。今回我々はえのき栽培

き栽培用の培地を変更した。平成13年１月，咽頭痛が

従事者が，えのき栽培用の培地を変更してから呼吸器

出現し近医を受診するも感冒と診断された。その後同

症状が出現し，リンパ球刺激試験（lymphocyte stim-

症状は軽快せず咳嗽・呼吸困難を認めるようになった

ulation test：LST）でその培地に対して陽性を示し

ため再度受診した。胸部レントゲン写真にて両側下肺

た１症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報

野にスリガラス影を指摘された。さらに食欲不振，全

告する。

身倦怠感を認めるようになり，３月１日某病院に入院
知展
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両側肺野の濃度上昇と多発小粒状陰影が認められた。
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した。同病院にて撮影された胸部 CT 検査所見では，
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図１

発症時（前医入院時）の胸部 CT 検査所見

気管支分岐部レベル⒜および両側下葉レベル⒝ともに両側びまん性に小粒状陰影が認められる。

以上と異常高値で，また室内気動脈血酸素分圧（Po ）

検査では，肺気量分画および拡散能（DLco）を含め

61torr と低酸素血症を認めた。気管支鏡検査が施行

て正常であった。前医での発症時（図１）の胸部 CT

され，気管支肺胞洗浄（bronchoalveolarlavage：BAL）液

検査所見を示す。両側びまん性に肺野の濃度上昇と多

にてリンパ球84.4％，マクロファージ7.2％，好酸球

発小粒状陰影が認められた。これらの所見は当科入院

4.8％，好塩基球3.6％であり，リンパ球の CD４/CD

時の CT 検査では，認められなかった。

８比は2.0であった。本患者の職歴とこの結果から，

入院後経過：９月５日（第11病日）
，気管支鏡を施

過敏性肺臓炎と診断され，Prednisolone 40mg の内

行した。内腔所見では全体的に粘膜は浮腫様で易出血

服が開始された。平成13年４月には Prednisolone 30

性，白色粘調の痰が認められた。右Ｂ5ｂより BAL

mg と減量されその後外来にて漸減され，平成14年４

を施行した。細胞数7.1×10 /ml と正常であったが，

月には Prednisolone の内服は中止となった。この間

リンパ球63.0％，マクロファージ36.2％，好中球0.8

もえのき栽培には従事していた。自覚症状は認めない

％，好酸球および好塩基球0.0％でリンパ球比率の増

ものの，平成14年７月12日に胸部 CT 検査を施行した

加が認められた。なお，詳細な問診をしたところ，２

ところ両側下肺野にスリガラス陰影の残存を指摘され

年前よりえのき栽培用の培地を変更していることが本

た。８月よりえのき栽培に再度携わることになるため，

症の発症と関連している可能性が疑われた。よって血

Prednisolone ５mg の内服が開始された。画像上スリ

液中および BAL 液中のリンパ球に対して LST 検査

ガラス陰影が残存していることおよび本人家族が病状

を施行した。培地はまったく新規のものを用いて検査

に対して不安となり，second opinion と精査を目的

を行った。血液および BAL 液中でも，えのき菌体に

に平成14年８月12日当科外来を受診。８月26日当科入

対しては陰性，培地に対しては陽性であった（表１）
。

院となった。

その後，培地を扱う業務を控えさせるよう指導し，無

入院時現症：身長186cm，体重112kg，血圧137/97

治療で経過観察を行っている。平成16年10月に時点で，

mmHg，脈拍65/min，眼瞼結膜貧血なし，眼球結膜

自覚症状および胸部 CT 検査（図２）上も異常所見を

黄疸なし，リンパ節腫大なし。胸部では，呼吸音にラ

認めていない。なお，夏型過敏性肺臓炎の原因とされ

音聴取せず。心音は 音・

音清で心雑音を聴取しな

るトリコスポロン抗体は血液検査上陰性であった。ま

い。肝・腎・脾を触知せず，腸雑音正常，四肢に浮腫

たペットの飼育歴と本症の発症との因果関係は不明で

なし。神経学的にも異常所見を認めない。

あった。

検査所見：入院時検査所見では，血算および生化学
では特記すべき異常を認めなかった。炎症反応も陰性

考

察

で，前医で異常高値を示した KL‑6は，761IU/ml と

本邦における過敏性肺臓炎は，夏型過敏性肺臓炎や

低下していた。室内気 Po 84.4torr で，心電図および

農夫肺が主なものであるが，いずれも抗原が細気管支

胸部レントゲンでは異常を認めなかった。精密肺機能

を中心に沈着し， 型・ 型アレルギーの機序で惹起
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えのき栽培用培地による過敏性肺臓炎
表１ 培地およびえのきに対する血液中，気管支
肺胞洗浄液中のリンパ球刺激試験結果

エノキ
気管支肺
胞洗浄液

血

液

培

地

測定値

S I％

判

定

961

134

陰

性

1460

204

陽

性

コントロール

715

エノキ

776

118

陰

性

1721

263

陽

性

培

地

コントロール

653

＊：3Ｈ標識チミジン取り込み（cpm）
S I：Stimulation Index（200％以上が陽性）

される。真菌，細菌，鳥類などの蛋白，イソシアネー
トなどが抗原となる本症も知られている が，しいた
図２ 改善時（当科入院時）の胸部 CT 検査所見
陰影の改善が認められる。

け ，しめじ ，ブナシメジ 等のきのこの栽培者にも
その胞子により発症することも注目されている

。

一般にきのこによる過敏性肺臓炎では，咳嗽・呼吸困

本症において LST 試験は，必ずしも陽性率が高率で

難といった自覚症状，特徴的な画像所見および BAL

はない。よってきのこ従事者の中で，本症に典型的な

所見，そしてきのこの胞子に対する血液ないしはBAL

画像および BAL 所見を呈しても，LST 陰性例の中

液中のリンパ球の LST 試験陽性が診断として重要で

に，培地が原因となっている可能性を考慮すべきと考

ある。

えられる。今後，きのこによる過敏性肺臓炎の診断に

本症例ではえのき栽培者に発症した過敏性肺臓炎で

は，きのこ胞子と培地に注目して LST 試験を検討す

あったが培地を変更してから発症していること，LST

るべきと考えられた。一般にきのこによる過敏性肺臓

でえのきに対して陰性で新規の培地に対して陽性とい

炎は，栽培に従事してから５ 年 以 上 で の 報 告 が 多

う結果が出ていることからその培地が原因であると考

い

えた。培地はとうもろこしが主成分の輸入物であると

で発症している。この点が，きのこ胞子と培地による

のことだが詳細な成分については調べることはできな

感作から発症までの臨床的背景の違いに関連するかは

かった。きのこ自体の胞子による過敏性肺臓炎の報告

今後の課題である。

。その意味づけは不明であるが，本例は約２年

は多数あるが，本例では培地が原因で生じた稀な症例

最後に，えのき栽培従事者で培地が原因と考えられ

と考えられた。問診上，このような培地に感作され発

た過敏性肺臓炎の１例を報告した。過敏性肺臓炎の原

症する過敏性肺臓炎の存在を考慮すべきと考えられた。

因を同定していく上で教訓的な症例と考え報告した。
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