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典型的な病変および経過をしめしたサルコイドーシス

1症例の臨床病理学的検討
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要　　　約

Sarcoidosisは多臓器に及ぶ全身性肉芽腫疾患であって予後はかならずしもわるいもので

はないが心臓,眼球,肺野等の病変により危険をともなうものもあり,厚生省特定疾患サ

ルコイドーシス調査研究班のプロジェクト研究として本症の成因,経過ならびに予後予測

因子,さらに薬剤による治療効果等を検討されつつある｡

今回,著者らは本症に典型的と思われる顕在性病変(胸廓内リンパ節腫張,肺野病変,

呼吸機能障害,表在性リンパ節腫張,限病変,肝病変)を皇し,免疫学的,病理組織学的,

および病態生理学的検査で本症の診断基準を充分にみたし得る1例を経験し,ステロイド

ホルモン服薬による治療効果を1年間観察し得たので,各検査成績をもとに文献的考察を

おこなった｡

Ⅰ　はじめに

本邦の内科領域にサルコイドーシス(以下｢サ症｣と略)が登場するようになったのは

1940年代に入ってからであり,肺門部リンパ節病変や多彩な肺野病変について報告がおこ
(1)(2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)

なわれている｡さらに,第4回全国サルコイドーシス調査成績によると多臓器に病変を有

する症例は外国例に比較してかなり少ないと言われている｡

著者らは最近,頭部リンパ節腫張に気づいて受診し病理組織学的および免疫学的検索等

で｢サ症｣に典型的と思われる異常をしめし,副腎皮質ホルモン療法(以下｢副ホ｣と略)

によく反応して1年間の経過を観察し得た｢サ症｣の1例に接したので報告し文献的考察

を試みた｡

Ⅱ　症　　　例

*　信州大学医療技術短期大学部看護学科

**　　　　　　ク　　　　　　衛生技術学科

***　信州大学医学部第二内科
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20才｡独身女性｡会社員｡

(i)家族歴

父が戦時中にマラリアに躍息したことがある｡その後,昭和35年頃に集団検診で肺結核

症の疑と云われたが治療を受けることなく放置しており,その後,胸部Ⅹ-P検査で異常

を指摘されたことはない｡

(ii)既往歴

特記すべきものはない｡ツベルクリン反応(以下｢ツ反｣と略)は小学校入学時にすで

に陽性で,これは中学3年生までは確実に持続していた｡ BCG接種歴はない｡

(iii)現病歴

生来健康で著病を知らない｡昭和51年11月におこなわれた会社の定期健康診断では胸部

Ⅹ線検査を含めて何等の異常も指摘されなかった｡昭和52年6月頃より,視力の低下はな

いが視野の周囲に線状のものが見えかくれするような異和感が持続するようになったが,

眼科医を受診することなく放置していた｡同じ頃から,起床時の乾性咳轍が軽度にみられ

るようになり,また,階段昇降時に軽い動博,息ざれを感じることもあった｡昭和52年8

月に入り,両側頭部リンパ節が栂指頭大あるいは小指頭大のものが融合状になって腫大し

ていることに気付いたが発熱,疫病,倦怠感などみられないため受診していない｡昭和

52年9月中旬にいたり両側頚部リンパ節の腫張増大し,咳轍も持続するため9月下旬に

飯山赤十字病院を受診した｡初診時の胸部Ⅹ線検査で両側肺門リンパ節の高度腫張(以下

｢BHL｣と略)をみとめ, ｢ツ反｣陰性,結核菌検査で結核菌をみとめられないこと等か

ら｢サ症｣の疑診をもったo　当病院は信州大学医学部第二内科の教育関連病院であるため

精査の目的で信州大学附属病院第二内科-入院した｡

(iv)入院時現症

身長15伽m｡体重45. 6kg｡脈樽は頻拍で92,不整脈はない｡体温36. 5oCo血圧102/62.

呼吸困難,職場,チアノーゼ等ほ認められない｡皮膚粘膜の貧血や責症は認められず,

皮疹や結節などもみられなかった｡

両側眼球の運動性は良好であるが,瞳孔は右側が正円孔状,左側は左外側の一部分に瞳

孔の散縮に応じて白色調を帯びたInflammatory Noduleが見えかくれする｡複視はなく,

対光反射および栢較反射は正常である｡甲状蛙,耳下腺および后桃源腫張はみられなかっ

た｡

表在性リンパ節腫張は頚部リンパ節が両側顎下および両側鎖骨上宿部から側頭部にかけ

て栂指頭大ないし小指頭大のもの4-5個づつ触知しており,硬度は弾性硬で基部との癒

着は軽度にあるが圧痛はない｡両側旅宿部のリンパ節腫張はないが両側そけい部リンパ節

はアズキ大～米粒大のものを数ヶ所に触知した｡

理学的胸部所見では心濁音界は正常で,心音は各弁口部位に雑音を聴取しない｡ Venous

Humは聴取されなかった｡

腹部所見では肝胆の腫大はない｡

神経系病変として｢サ症｣の好発部位である顔面神経の神経反射を検すると前額部およ
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図1去在性リンパ節および肺門部

リソパ節の蝿張部位

写真1　入院時の胸部Ⅹ線所見(1･2,3)

びl-lJ即日のしわJ杏せ′苦に異常なく,叫縮筋反射および角鹿反射とも正常であった｡
F

なお,筋肉病変をおもわせる結節や腫痛は本症例には忍められなかった｡

(V′)入院時枚丘所見

背Jl4位および斬屑フィルムでJ/-真1に示すように著明なl･瑚け肺門部リンパ節腫張(bila-

teral hilとIr lym1,1一之Idell()I);lthy-BHLと略),縦隔り/パ節腫脹をみとめ,両側肺紋理の増強

をともない網目状,線状陰影が混在:.しているJなお,四肢骨部のX線検査では特記すべき

異常をみとめなかった｡なお,これらX紙検査での1)ンパ節腫脹部位と表在性リンパ節触

知部位を,.'r成したものが図1である,

入院時から｢副ホ｣療法を聞出するまでの問におこなわれた各種の検査成績についての

べる0本症例は初診時より心棒数が多く,不整脈はみられないが心惇克進を自覚してい

る｡ ｢サ症｣が多臓Fll.ぜ侵襲する全身性肉芽腫性疾患であることから心臓もしばしば佼さ
(4)

れ,心サルコイドーシス(以下｢心サ症｣と略)は臨床紬こ5-13%に認められると云わ
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(5)

れており,とくに性分布の面では女性は男性の約3倍という報告もある｡この寸心サ症｣

の予後がわるいこと(fatalmy0位rdialsarcoidosis.以下FMSと略),診断がおくれること

などから早期発見が重要であり,その指標は心電図,心エコー図などが有力である｡本症

例におこなわれた心電図では正常の洞性調律で1分間115の頻樽である｡ Axis Deviation

+800,移行帯はVtの位置にある｡ PQ時間0.14秒, QRS時間0.08秒, QT時間0.32秒,

P波は第Ⅱ誘導で0. 08秒, SVl十RV5-21mm, S TおよびT波に特異な所見はなく心電図

上では洞性頻樽のみであった｡心エコー図では, ｢心サ症｣の場合にいわゆるうっ血性心
¢)

筋症のバク-ンを呈するといわれるが本症例の心エコー図では正常範囲内の数値を得た｡

いっぽう,眼に出現する｢サ症｣病変には軽度のものが多く,一挙に失明することはな

いが,この限症状が本症発見の動機となることが多いのでBHLに劣らぬ診断的意義を有
tT)

しており｢サ症｣の50%が眼症状に関連して発見されたという報告がある｡本症例でも受

診前3ケ月間に眼症状がみとめられており,本学附属病院眼科で精査の結果,両眼ともに

虹彩毛様体炎と脈結膜炎を起しておりⅥtreous Opacityが認められる｡
/

つぎに,ツベルクリン反応(以下｢ツ反｣と略1を再度にわたって検査した｡昭和52年

9月下旬の初診時における｢ツ反｣は一般用のもので4× 4mmと陰性を塁した｡その後

の再検査では一般用10×15mm,硬診用のもので16×13mmであり二重発赤形成や硬結を

つくらず判定は陽性であ-たo/虜液採取法による結核菌培養および酢附ンパ節からの結

核菌培養成績は1ケ月後轡儀結果が陰性であったo

血液学的検査成熟iFlに示すごとく軽度の低色素性貧血(血清鉄56pg/dl)でリンパ

′　　　　　　蓑1　入　院　時　検　査　値

血　色　素　g〃J

赤　血　球　×104

白　血　球/mm3

血　小　板　×104

-マトクリット%

M. C. Ⅴ　〃3

M. C. H FLFLg

M.C.H.C　%

好　塩　基　球

好　　酸　　球

P mg/ⅥJ

Ca mg/dJ

血　清　　鉄　FLg/dl

Na mEg/l

K     mEg/∫

血清臣ミラーゼSTUE7d'Ll

血清総ビリルビンmg/dl

G !O T KU

G　■　P T KU

L D H MIU

Al-Page KAU
∫

z T..　T KU

自　　g/ll

ロール　mg/dJ

セライドmg/dJ

4　　　　FLg/dl

凝　集　反　応
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尿化学検査

表2　腎　　機　　能　　検　　査

血液化学検査　　　　　　　P. S. P

Ca mEg〃

P m g/dJ

Ore a-N mg /dJ

Creatinin mg/dJ

Uric Acid mg/dJ

Na mEg〃

K mEg /∫

Cl mEg〃

Amylase S. U

尿1 7-OHCS mg/u ay

尿17-KS mg/day

8　0　0　0　1　9　1　9　0　3　4

2　4　6　4　2　3　4　3

4　　　　　　　　1　　　　　1　5

74　9　　　　7　8

Fischberg濃縮試験

(8)(9)

球の比較的減少を示した｡ ｢サ症｣では末梢血リンパ球は対照にくらべ減少しており,リ

ンパ球数は遅延型過敏性の障害の程度を示唆しているといわれている｡これらの点で本症

例はよく一致している｡赤沈は軽度促進し梅毒反応陰性, CRPl(+)である｡血清カルシ

ュウム量およびT4の測定値は正常域内にあった｡これに関連して,表2に示すごとく尿

化学検査では尿中カルシュウムは13,31mEq/i. 8.47mEq/lでありこれも正常域内であっ

て, ｢サ症｣にみられることがある高カルシュウム血症などほ本症例ではみられなかっ

た｡また,クレアチニソクリアランスをはじめ腎機能検査ではほぼ正常の結果を得ており
帥

｢サ症｣の場合の腎病変が比鮫的少ない頻度であることも理解し得る｡その他,ポ-ルパ

ンネル反応は56倍で陰性,抗核抗体も陰性であった｡表1の中で目立つ変化として,血清

アミラーゼ, LDH, ZTT, γ-グロブリン, IgG値の増加をあげることが出来る｡入院後,

数回にわたり再検査をおこなったが,いづれの場合も異常値を示した｡そこで表3に血清

アミラーゼおよびLDHのアイソザイムによる質的分析をおこなった0 LDHアイソザイ

ムはnormalpatternであり,アミラーゼアイソザイムは唾液腺アミラーゼの増加による

ものであった｡

免疫学的検査ではIgGの増加が認められ,初診時1730mg/dl,第2回2300mg/dlで

いづれも異常値をしめしている｡ ｢サ症｣における免疫をリンパ球擁能の異常の面から検

表3　血清アイソザイム検査

LDHアイソザイム結果　　　　　　　　　Amylaseアイソザイム



表4　リ　ン　パ　球　機　能

討すると表4に示すようにT一℃ell markerであるE-rosstteが9.8%と著明に減少してい

るo ｢サ症｣患者T) -/パ球のsubfX)pulationについてT-cellの減少は一般的に観察されて
tut

おり　Danieleらは急性および慢性活動期でリンパ球数と　T-cellの減少を認めている｡ま

たPHA (Phytohemaggulutinin)に対する反応でもBlastformationは低下している｡

HE x200

写真2　Kveim抗原接種部位の皮膚組織像
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さらに, 2-4 Dinitrochlorobenzen (DNCB)を右上肢部に貼布し2週間後の接触試験では

陰性の結果を得た｡

つぎに, Kveim抗原を皮内注射して4週後に同部の生検をおこない組織学的検査を行っ

た｡写真2は右前腕屈側部の皮膚組織像である｡この標本では巨細胞の出現を認めない

が,類上皮細胞がdeeper dermal layerに密集し境界のほぼ明瞭な類円形の類上皮細胞結

節をみとめてKveim反応は陽性であった｡

表5　MYELOGRAM 21/×77J
骨髄像では表5に示すように正常の

細胞分布を示している｡

いっはう, ｢サ症｣は胸郭内病変が

先行すると考えられるので呼吸棟能に

及ぼす影響は見逃がせないものであ

る｡表6はVitalorによる肺機能検査

成績であるo比努力性肺活量(%EVC)

72.%, 1秒率(FEY 1. 0%)82%で軽度

の拘束性障害をみとめる｡表7は動脈

血ガス分析(ASTRUP)値を示したも

のである｡表にあるごとく　HCoa~が

軽度に低下しており換気障害のあるこ

とをうらづけている｡

つぎに, 67Ga-{:itrateのScintigram

所見を図2に示したごとく,両側頚

部,縦隔,肺門リンパ節,肺野,上

ー協y1. +
･･虜轡.Ii:'禿･伊

ー‡　了

G7Ga-Scanning (31/× 77/)

図　2

腹部に明らかな異常集積像を認めたはか, Parailiac,
吻

右Femoral, Inguinalにも異常集

標が疑われた｡平賀はScintigramと臨床所見の関連をみた場合, ｢サ症｣病変が新しく出

現した活動性部位に一致して強い陽性　Scintigram　を示し本症の進展過程を示唆するとの



表6　入　院　時　検　査

肺駿能検査(Vitalorによる)18/×771

肺　　活　ii3:　　　　VC　(ml)

予測肺活ii Pred VC　(mI)

比　肺　括　丑　　　%VC　(%)

一　　秒　　丑　　FEV 1.0 (ml)

努力性肺括丑　　FVC　　(ml)

一　　秒　　率　　FEV 1.0%(%)

比努力性肺活硫　　%FVC　(%)

努力性呼出速度200-1200FEV

0　0　　　　　　　02　8　　　　　　　　730>　　　>

(∫/min)【>150

表7　動脈血ガス分析佑

I一一一h

PH

PaO:

PaCO2

HCO~3

B.E

Oe sat

T. coo

入　　院　　時

7.37

80.7　mmHg

30.5　nlmHg

17.6　mEg〃

-5.8

94.3　%

18. 5 mnlOJ/～

2　0　0　2　2　07　0　9　8　7　0

8　1　　　　　　　21　2

Predonil1

30mg/day

使用1ケ月後

7.43

81　mmHg

35.5　mmHg

23　　mEg/∫

0

95.4　%

24　mmoJ/∫

TTL-):).q性r't話:i-. ��jE'.=;i.' 

f比lJL.性即諾'- �� 冤ｸ枌�

言≡憲

図3　リンパ管造影

写賞a　脳　性　鋭　所　見

べている｡リンパ管;;iELfをおこなうと図3にみるようにI'J撒IlのInguinill-1㌔lrailiacにかけ

て腫大したリンパ節が数個あり,これらの内部にFillingsDefectが不規則に存在する｡

つぎに｢サ症｣においては肝の病変はきわめて高頻度に認められるものといわれており,
uコJ

立花らは胸部Ⅹ線像に｢サ症｣の病変を有するものの75%に肝病変を認めている｡また,
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このさい肝病変を考えさせる白他覚所見に欠くものが投も多い｡本症例にたいし,まず

99mTcによる肝Scintigramをおこなったが肝はほぼ正常で肝は13×7. 5とやや大と言える

ものであった｡また,適性鏡検査を施行したところ写真3に示すように,大きさは正常で

あるが肝辺縁はやや鈍で表面の色調は自赤褐色を皇している｡特徴的な所見として表面は

全般的に平滑であるが,散在性に白色調の小結節を認めた｡陥凹や被膜の肥厚はなく,再

生結節および血管の増生はないがリンパ管の増生怒張をみとめた｡梗さは弾性硬である｡

腹腔鏡的分篤では大白色肝といえよう｡なお,胆嚢は正常で碑はリ1/パ管の拡張をみとめ

る｡

その他, Colonの表面には結節等の所見を認めなかった｡腹睦鏡直視下肝生検による肝

組織像は写真4に示すようにダリソソ鞘の一部に明瞭な肉芽臆の形成が認められる｡肉芽

HE x200

写真　4
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通は多くのラ代型あるいは異物型巨細胞を混ずる机上比細胞の増伯からなっており,比較

的多数のリンパ球が内芽頂の外周に沿って浸潤している｡内芽雁には壊光は全くみられ

ず,巨細胞内にAsteroid body, SellZIumalln botlyなどは認められない｡

つぎに頚部リンパ節生検餌撒像を写真5-1, 5-2にしめす｡リンパ節の国有構造は

殆んど完全に失われ,リンパ節全体にわたり大′｣､の肉芽膿が多数形成されている｡肉芽臆

は肝と同様に,ラ氏型,多くは異物型巨細胞を混ずる類上皮細胞の増殖からなり,乾酪化

はもちろん壊死もまったく認められず,検索の範欄内では好配菌染色も陰性である｡巨細

胞内にはAsteroid body, Sehaumalln bo(lyと.FTL11､わ,1tるものは認めがたい｡肉芽肺周辺部

では線維化が比較的つよく,リンパ球浸潤は軽度あるいはごくtriTiかしか認められない｡
(lll

多臓'ul:Elr,こおよぶ｢サ症｣のうち冒ザルコイド-シスは本邦の某計でも17例をみるにすぎ

HE x200

写其　5-1
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写真　3-2
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ない｡いづれも胃Ⅹ線検査で胃小撃部の短縮,前庭部萎縮をみとめている0本症例には胃

部,食道部に異常をみとめないが十二指腸部の2nd prtionに粘膜下鵬を思わせるよう

な外部からの凹みがあ｡･同部を十二指腸ファイバ-スコープにて精査したが問題とおも

われる所見はみられなかったo

っぎに本症の場合,単純な感染症と異り,種々の要因がからみ合って発症することが想

定されるが,ウイルスの面からその要因-の関与を検討したのが表8であるo問題となっ

ているEB Virusの検討ができなかったが,その他のものには本症につよい関連性を示す

と考えられるものは認められなかったo

表8　ウイルス血清学的検査

イ　ン　フ　ルエ　ンザA

イ　ン　フ　ルエ　ソザB

ム　　　ソ　　　フ　　　ス

R S　ウ　イ　ル　ス

ア　デ　ノ　ウ　イ　ル　ス

ヘ　ル　ペ　ス(単純性)

ヘ　ル　ペ　ス(帯状性)

サ　イ　ト　メ　ガ　ロ

ポ　　　リ　　　オ　1

ポ　　　リ　　　オ　2

ポ　　　リ　　　オ　3

麻　　　　　　　疹

オ　　-　　ム　　病

パラインフルエソザ　1

パライソフルエソザ　2

パラインフルエソザ　3

風　　　　　　　　疹

コク　サ　ッ　キ　ー　A9

コク　サ　ッ　キ　ー　Bl

コク　サ　ッ　キ　ー　B3

エ　　　　コ　　　　ー　　　4

ェ　　　コ　　　ー　　　7

ェ　　　コ　　　-　　11

コク　サ　ッ　キ　ー　A4

〃　〃　〃　〃　〃4　4　4　4　4<くくく<

治療 杷ﾇVﾖWF�&�ｳ���T�G&��問�5��o"��
predonin30mg20mg10mg 

BHL 密Igｹx員ﾈ蔗�
頚部リンパ 節腫張 ��

_.- 視力低下 

%～%o) ��

咳噺 抱耳耳耳��ﾂﾒ�

418115昭ⅠⅠⅠmⅣVⅥⅦⅧⅨⅩ 竪萎篭/H右左義軍(月 Ⅹ経過 

図4 1年間の臨床経過観察
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(vi)臨床経過につい

本症例の発症を昭和52年5月頃と推定してみると本学附属病院入院に至るまですでに4

ケ月以上を経ているo図4は昭和52年9月28日の初診日以後,昭和53年10月までの1ケ年

間にわたる臨床経過観察をまとめたものである｡

限症状については,視野周辺にみられていた線状の陰影を初発症状として認めていたが,

いわゆる｢眼前霧視｣という程度にいたらなかったo附属病院入院以級,本の活字が読み

づらくなったことを訴えるようになったo限病変としてほ虹彩毛様体衣+脈結膜炎があり

Glaucoma attackの可能性をともなった活動性限病変のためステロイドおよびアトロピン

の点眼薬による局所療法を開始したoこれによりアトロピン作用としての遠方視傾向が起

るため近向視は困難となったが矯正視力の変化はつよくなく,また視力の持続的低下傾向

もなかった0 11月中旬に至っても眼圧上昇傾向はなかったo内服によるステロイド療法

(プレドニン30mg/日)との併用を昭和52年12月1日より開始したが,内服2遇後の視力

はVD-1･2(n･C)･ VS-1･o(n･C)で回復しており･前房の虹彩炎の所見も改善され自覚

的にも軽快傾向がうかがわれたo内服と点眼によるステロイド療法を持続し,昭和53年3

月頃には初発症状であった視野異常を認めなくなり昭和53年10月までつづいている｡

つぎに｢心サ症｣の存在を疑わせる所見として持続的な頻脈が当初よりみられたが自覚

的には心惇克進等はなかったo入院以来,心持数はつねに90-loo回/分であった｡検査で

は房室ブロック,右脚プロソクなどみられず洞性頻脈のみの所見である｡本症の心病変に

対するステロイド治療の効果については末だ確立されたものはないが,本症例の場合はス

テロイドの内服開始7日日より脈縛数は減少しはじめ, 80印分前後になり昭和53年10月

までこの状態が持続している｡

早朝時あるいは体位変動時にみられた軽い乾性咳蜘ま入院後に一過性の増強をみたが,

この症状もステロイド内服により軽快し,昭和53年3月頃にはまったく消失して昭和53年

10月まで持続しているoこの呼吸器症状に関連して,昭和52年12月下旬の退院直前におこ

なったVitalorによる呼吸機能検査では1秒率87% (82%-76%-87%), %FVC (72%

-68%-83%)となり表9に示すごとく拘束性障害の消失改善をみて正常となった｡

換気障害も同様で表7の右欄に示すようにHCo3-値も正常に復している｡この血液ガ

蓑9　肺　機　能　検　査

(Predonin 30mg/day服用3W後) 13/× ll 77′

C　　　　正Ⅴ編　　PEi A

l% I% 常 兔(ﾜy�ｸ��･�� ��8�ﾒ�

■混合性障害 �� ��

拘束偉 ���･��

FEVl.0%　55% 70%　87%
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ス分析値および呼吸機能検査成績ともに昭和53年8月の検査でも正常値を示した｡ ｢サ症｣
誕監

の肺機能異常についてMarshallは拡散障害が特徴的であることを強調しており本症例の

臨床的推移をよく裏附けている｡

もっとも著明な変化を認めたのはBHLおよび頭部リンパ節腫張の縮少,消失である｡
Llti'

｢サ症｣研究協議会のステロイド治療効果に関する二重盲検法の集計をみるとBHLの改

善率は2, 4, 8遇でステロイド使用群がコントロール群より有意に高いことを認めてお

り,本症例でもステロイド内服開始後の2週目にはBHLは縮少傾向をみせ,肺部の線状,

スリガラス陰影も消失しつつあった｡写真6は治療開始5ケ月後および12ケ月後の胸部Ⅹ

線所見である｡このように治療開始以後6ケ月の時点でBHLおよび頚部リl/パ節腫張は

ともに消失して昭和53年10月までこの状態は持続している｡

5ケ月後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10ケ月後

写真6　治療により経過観察中の胸部Ⅹ線所見
/

なお,内服によるステロイド療法は開始より3ケ月間30mg/日,その後の2ケ月間は20

mg/日で5日服薬2日休薬とし,それ以後は10mg/日5日服薬2日休薬をつづけて昭和53

年10月末で休薬し経過観察にきりかえている｡

昭和53年9月におこなった｢ツ反｣は確診用で16×14mm,二重発赤や硬結はなく判定

は陽性であった｡

免疫グロブリンについては治療開始前にIgGの高値をみとめたが,昭和53年3月, 6

月, 9月の検査値では1600-170CImg/dlで正常域の上限値を持続している｡

Ⅲ　考　　　接

HutchinsonがSarcoidosisの皮膚病変を記載して以来,病理狙織学的には壊死をともな

わない頬上皮紳胸肉芽腫(Sarcoid)病変であり,全身のリンパ節,少くとも2つ以上の臓
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器にそれを証明され,臨床的に特有な胸部Ⅹ線所見を呈することなど次々に知見が加えら
n71

れたので本症の概念について1975年,ニューヨークにおける国際会議において本症のDe一

点nitionの改訂がおこなわれている｡いっぽう本邦における｢サ症｣の実態に関して全国規

模の調査が5回にわたって実施され,厚生省特定疾患として調査研究がすすめられてい

る｡

本症の病因をめく中って結核説,非結核説など幾多の論争が展開されてきたが臨床医にと

ってその鑑別がもっとも重大である｡病理組織学的には煩上皮細胞肉芽腫形成について両
胸

者の相違する点を岩井は結核病変の場合,局所に浸潤したPrecurser cellから抗原刺激に

よって類上皮細胞-のTransformationが起り,抗原あるいは乾酪壊死を中心に配列する

とし, ｢サ症｣の場合は1個の類上皮細胞から出発し周囲組織を圧排性に増殖発育して,

ある大きさに到達すると増殖を停止すると考えており,そのさいの類上皮細胞に対する

TransfomationはPrecurser cellのDNAに何らかの変化がおこった結果とおもわれ,こ

のDNAを変化させるものとして当然Virusがあげられるが癌などのザルコイド反応を考

えると生化学的あるいは免疫学的横序の関与が大きいとしている｡したがって本症がいく

つかの病因による症候群であるとも考えられるところである｡

また, ｢サ症｣における免疫異常として｢ツ反｣がしばしば陰性化することが細胞性免
胸

疫の異常として観察され病態の推移とともに再び陽性化することが明らかにされた｡この
鮒

遅延型過敏性低下はDNCBによる感作でも健康人と比べて成立しにくい｡本症患者の未
(9)

梢血リンパ球数の平均値は減少しており遅延型過敏性の障害程度を示唆するとも云われる｡

このリンパ球のT-tellとBぺellの数や割合については種々の報告はあるがT-ヾellの

減少は共通して観察されており,急性活動期や慢性活動期にはリンパ球数, T一℃ell数とも
也)

減少し病態の時期と相関するといわれる｡体液性免疫異常を示唆するものとして本症で
伽

IgGの有意の増加を指摘されているが研究者により成績の差異もあり,病態の推移により
亡∋

正常に復するともいわれる｡

血清抗体産生能は本症の場合,異常はないといわれており病因を考えるに役立つ｡ EB.

帯状-ルペス,サイトメガロ,パラインフルエンザ,風疹等のVirusに対し高い抗体価を
鍋

有する割合が多いという報告もあるが,これも報告者によりかなりの差異がみられる｡本

症例ではEBは測定できなかったがその他のものとの間に特に高抗体価をみることが出来

なかった｡
糾

つぎに全身性病変としての臨床像,とくに疫学的事項についてみると年令分布で20才代

をピークとする一陣性の曲線をしめし,有病率は人口10万にたいし3,新発生率1-2と

推定されている｡このうち, 30才以前は男性に多く30才以後はむしろ女性に多いとも云わ

れるが一般的に性別差はないようである｡地域分布では本症の発生に地域差があり,欧米

の寒冷地に多く本邦でもcold zoneに比較的高率である｡本症例の居住地域では長野県北

部の飯山地方で千曲川に沿った全国有数の豪雪地帯であること,さらに本症例につづいて

本例ほど典型的ではないにせよ｢サ症｣と診断した2例(いづれも30才以上の女性)を見

つけ飯山赤十字病院より信州大附属病院第二内科-精査のため入院させていることを考え
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あわせて興味深い地域といえよう｡

胸郭内リンパ節病変は本症の第-の特徴的所見であり,これがあれば他に二,三の特徴
餌

的症状が有るか,あるいは無症状でも本症と診断出来て,生検は不要ともいわれている占

この病変と肺野影との関連について,著明なBHLを呈するものには粒状の陰影とくに

微細なスリガラス様陰影の時期に一致するものが多いとされ,線状影の加わる時期には
餌

BHLがあまり著明でないといわれる｡

限症状が本症発見の動機となり得ることから,眼が本症の窓的存在という認識を深め,

すくない率とはいえ失明もしくはそれに近い状態になり得ることを考えれば限病変は胸部
e7)(7)

Ⅹ線におとらない診断的意義をもつといわれ,岩田は｢サ症｣の50%が限症状に関連して

発見されたという｡本症例も限症状が先行しておこり頚部リンパ節腫張は数ヶ月遅れて気

附いていることに留意したい｡
(4)

｢心サ症｣は臨床的に5-13%にみられるといわるが本邦の｢サ症｣剖検例の74%に心
(5)

サルコイド病変がみられ,女性は男性の約3倍多いという｡ ｢心サ症｣の予後はわるく,

心症状がmanifestになると治療もむつかしくなるので早期発見が重要である｡本症の経
鰯鋤

過中に心電図上の異常所見の出現について,本邦では荻原らの集計成績があり　Porterら

の成績とほぼ一致して完全房室ブロックがもっとも多く,ついで右脚ブロック,発作性頻

拍等である｡本症例では洞性頻脈の他は著明な変化をみることが出来なかったが,この頻

脈はステロイド療法にたいしよく反応して正常脈拍数に減じている｡心病変に対するステ

ロイド療法の効果判定はまだ推測の域を出ておらず今後の課題である0

｢サ症｣における全身性病変のうち肝病変のように潜在性病変として高頻度しかも著明
odd:む

にみられるものがあり適当な検査により明らかにされるものが多い｡立花らほ肝病変のう

ち肝機能正常の本症患者の腹腔鏡,肝生検陽性率79%と報告しており胸廓部病変との関連

をみた場合, BHLのみでは74%, BHL+肺野病変90%とのべている｡肝病変の推移につ

いては,明らかに胸廓内病変その他があって肝病変を思わせる自他覚的所見に欠けるが腹

腔鏡,肝生検で肝病変を認める症例では,その進展は多くはゆるやかであるか,あるいは

自然改善するものが多く他の全身性病変と同様の型をとるものがおおいと言われる｡

また,牌,腎,中枢神経系,筋肉などの潜在性病変のほかに,本症例では唾液腺由来の

高アミラーゼ血症が持続しており唾液腺病変を疑わせた｡両側性の涙腺および唾液腺腫張

はみられなかったが｢サ症｣がMikulicz病あるいはMikulicz症候群に属する1つの疾患

として理解できる｡
川

本症の予後についての成績は小須田らが十分に情報を得た775例につき平均観察期間5･ 5

年にわたって調査した｡この成績によれば初診後2年の累積消失率はBHL 75%,肺野病

変67%,限病変71%,全病変59%であって,病変が多臓器にわたる場合に経過遷延の傾向

がみられ,予後良好の要因として初診時に限病変なし,年令29才以下,健康診断時の発見

例などであり, BHLが6ケ月以内に消失する場合は他の病変も2年以内に消失すること

が期待された｡

本症が一般に良好な経過をたどるとはいえ無治療による死亡,肺線維化あるいは失明な
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ど問題が大きい｡本症の治療を考えるとき胸廓内病変が重要な位置を占め,肺病変の改善

とともに他臓器病変に目を転じるといった臓器分離性ともいえる場合があり治療上の特徴

的な面ともいえる｡本症にたいするステロイド療法は対症的とはいえやはり主力であり,
qt?cO

その活動病変に対して有効であることは認められている.その適応病態は蔚在性,潜在性

病変すべての持続的機能障害があげられるが,とくに胸廓内病変に対してほBHL +肺野

病変に加えて肺機能障害をもつものはステロイド剤治療の対象としており, BHLのみで

肺機能障害のないもの,あるいはBHL +肺野病変で肝機能障害をわづかにもつもの等は

12ケ月間の観察をするとされている｡

以上のごとく本症例におこなった諸検査成績および文献的考察をあわせみると,病変部

臓器は確実な部位として(1)両側眼球(2)両側鎖骨上宿部,上縦隔部,肺門部,そけい部の各

リンパ節(3)肺野(4)肝,牌などがあげられ,可能性のある部位として(1)唾液陳(2)心臓(3)腸間

膜リンパ節などをあげることが出来る｡このように多臓器を侵襲する全身性肉芽腫性疾患

のため,ステロイド療法によく反応したとはいえ不顧性にその活動性の芽を持続すること

は充分考慮しておかねはならず本症の終駕の時期,治療の完全終了時期などに問題を残す

ものである｡

Ⅳ　結　　　語

BHL+肺野病変があり呼吸機能障害をともない,表在リンパ節腫張,肝,限等に典型的

病変を皇し,その他の多臓器にも変化を推考させた20才の女性について生物学的,病態生

理学的検査をおこない,疫学的考察をし,臨床経過を観察して本症の治療と予後につき検

討した｡
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