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遷延する鼻症状後に発症した好酸球性細気管支炎の 1 例
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要旨：症例は 57 歳，女性．十数年前から鼻汁と鼻閉を繰り返し，しだいに咳嗽も出現した．吸入ステロイ
ド薬等の治療を受けたが，改善せず呼吸不全を呈した．末梢血と気管支肺胞洗浄液で好酸球増多を伴い，胸
部 CT でびまん性の小葉中心性陰影を認めた．気管支鏡下肺生検では細気管支から肺胞にかけて好酸球浸潤
を認め，好酸球性細気管支炎と診断した．経口ステロイド薬治療で，呼吸不全，鼻症状ともにすみやかに改
善した．好酸球性細気管支炎が好酸球性気道疾患の一部分症状として存在する可能性を論じた報告もあり，
本例もそれを支持する貴重な症例と考え報告する．
キーワード：好酸球性細気管支炎，鼻炎，副鼻腔炎
Eosinophilic bronchiolitis, Rhinitis, Sinusitis

緒

なし，ペットは犬 1 匹．

言

職業歴：洋服の検品，住居は築 14 年木造住宅．

好酸球性細気管支炎は，末梢血，気管支肺胞洗浄液

現病歴：1999 年頃よりアレルギー性鼻炎として，近

（broncoalveolar lavage ﬂuid：BALF）中に好酸球増多

医耳鼻科で点鼻ステロイド薬などの処方を受けていた．

を認め，病理学的，
画像的に細気管支炎を呈する疾患 で，

2009年頃より咳嗽が多くなり，2010年には鼻漏も出現し，

2001 年に Takayanagi らが初めて報告2）した．喘息合併

近医耳鼻科で副鼻腔炎の合併を指摘された．抗ヒスタミ

1）

や，好酸球性副鼻腔炎や鼻炎などの鼻症状合併

ン薬，ロイコトリエン受容体拮抗薬，吸入ステロイド薬

例4）5）7）〜10）もあり，気道全体の好酸球性疾患の一部分症状

が処方されたが軽快，増悪を繰り返していた．2010 年 6

としての可能性を論じた報告 もある．今回，遷延する

月には湿性咳嗽も出現し，クラリスロマイシン（clar-

例

3）
〜7）

8）

副鼻腔炎とアレルギー性鼻炎後に発症した好酸球性細気

ithromycin）が追加された．しかし湿性咳嗽の改善はな

管支炎症例を経験したが，
本例も好酸球性細気管支炎が，

く，副鼻腔炎も軽快，増悪を繰り返していた．2011 年 3

好酸球性気道疾患の一部分症状として存在する可能性を

月近医を受診したが胸部 X 線写真では異常を認めず，

示唆する症例と思われた．

これまでの治療が継続された．2011 年 5 月頃から，湿

症

例

性咳嗽の増悪を認め，5 月 23 日長岡赤十字病院呼吸器
内科受診．胸部 X 線写真で両肺野にわずかにびまん性

患者：57 歳，女性．

の粒状影を認め，室内気下で SpO2 89％と呼吸不全を呈

主訴：湿性咳嗽，呼吸苦，鼻汁，鼻閉．

していたため精査加療目的に入院となった．

既往歴：アレルギー性鼻炎，副鼻腔炎．
家族歴：妹

気管支喘息．

生活歴：喫煙歴 10 本/日×32 年（20〜52 歳），飲酒歴

入院時現症：身長 163 cm，体重 57 kg，血圧 151/90
mmHg， 脈 拍 78 回/min， 体 温 36.6℃，SpO2 89％（ 室
内気下）
，意識清明，聴診では両肺で coarse crackles を
聴取した．皮疹はなく，
神経学的所見も異常はなかった．
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入院時検査所見：入院時検査成績（Table 1）は，血
液検査では白血球 6,900/μl，CRP 0.11 mg/dl で，末梢血
の 好 酸 球 分 画 が 23.2％（1,587/μl） と 増 加 し て い た．
IgE は 124 IU/ml と軽度上昇を認めた．動脈血ガス分析
では PaO2 65.0 Torr と低酸素血症を認めた．呼吸機能検
査は，咳嗽が強く十分な検査はできなかったが混合性の
換気障害を認めた．β2 刺激薬吸入による気道可逆性試
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Table 1 Laboratory data
Hematology
WBC
Neu
Lym
Bas
Eos
Mon
RBC
Hb
Ht
Plt

6,900 /μl
47.5％
25.1％
0.3％
23.2％
3.9％
528×104 /μl
13.3 g/dl
43％
20.2×104 /μl

Biochemistry
TP
ALB
BUN
Cr
Na
K
Cl
GOT
GPT
LDH
ALP

Blood gas analysis（room air）
pH
7.443
BALF
38 Torr
Recovery
PaCO2
65 Torr
Cell count
PaO2
25.6 mmol/L
Neu
HCO3−
BE
1.8 mmol/L
Eos
37.5 Torr
Lym
A-aDO2
Mφ
Pulmonary function test
CD4/CD8
VC
1.73 L
Cytology
％VC
64.5％
Culture
1.04 L
FEV1.0
68.87％
FEV1.0％
（β-stimulant test）
1.02 L
FEV1.0

7.9 g/dl
4.3 g/dl
4.5 g/dl
0.69 mg/dl
140 mEq/L
4.6 mEq/L
104 mEq/L
15 IU/L
11 IU/L
176 IU/L
327 IU/L

56％
31.0×105 /ml
1％
97％
2％
0％
1.1
no malignancy
negative

Serology
CRP
Ab
Cold agglutinin
RF
ANA
PR3-ANCA
MPO-ANCA
IgE RIST
IgE RAST

0.11 mg/dl
40×
32×
281 U/ml
＜40×
＜10 EU
＜10 EU
124 IU/ml
＜0.35
＜0.35
2＋
＜0.35
（−）
16.7 pg/ml
＞150 μg/L
（−）

Ceder
House dust
Ag
IL-5
ECP
Anti-HTLV-1 Ab

験では 1 秒量は吸入後さらに減少し可逆性は認めなかっ
た．胸部 CT 写真（Fig. 1）では，両肺に小葉中心性の
陰影と，一部にすりガラス影と気管支壁の肥厚も認めた．
前医の検査で鼻汁中に好酸球を多く認め，当院耳鼻科所
見では，鼻粘膜は蒼白しアレルギー性鼻炎と軽度の副鼻
腔炎を指摘されたが，鼻茸は認めなかった．下鼻甲介よ
り粘膜生検を行ったが明らかな好酸球浸潤は認めなかっ
た．
入院後経過：咳，鼻汁の改善はなく，呼吸不全も徐々
に悪化し，酸素 4 L カニューレの酸素吸入を必要とした．
入院第 2 病日目に施行した BALF では総細胞数が 31.0

Fig. 1 Chest CT scan shows centrilobular nodules,
thickening of the bronchi, and ground-glass opacities.

×105/ml と増加し，好酸球分画が 97％と著増していた．
第 8 病日目に経気管支鏡下肺生検を施行し，病理所見で

開始 1 週間後には 190/μl に低下した．内服開始 2 週間

は好酸球の浸潤を細気管支周囲に認め（Fig. 2A）
，さら

後に画像上も改善を認めたため PSL 35 mg/日に減量し

に中枢気道（Fig. 2B）や肺胞（Fig. 2C）にも好酸球の

た．以後漸減し現在 6 mg/日としている．一時的な鼻炎

浸潤を認めた．以上から，好酸球性細気管支炎と診断し

症状は認めるが，再発なく経過し呼吸機能検査も混合性

た．

換気障害の著明な改善を認めている．

吸入ステロイド薬は前医で無効であったため，プレド
ニゾロン（prednisolone：PSL）40 mg/日の内服を開始

考

察

した．内服後数日で咳は消失し，鼻汁，鼻閉もすみやか

好酸球性細気管支炎は末梢血，BALF 中に好酸球増

に改善した．呼吸不全もすみやかに改善し，内服 4 日目

多を認め，病理学的，画像的に細気管支炎を呈する疾患1）

に酸素吸入は不要となった．末梢血中の好酸球数も内服

で，2001 年に Takayanagi らが初めて報告2）し，以後，
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Fig. 2 Transbronchial lung biopsy and bronchial mucous membrane biopsy.（A）Eosinophil infiltration present in the bronchiolar epithelium.（B）Eosinophil infiltration present in the bronchial mucous membrane.（C）
Eosinophil infiltration present in the alveolar tissue.

我が国で数例の報告がある3）〜11）．これまでの報告では咳，
喘鳴，呼吸困難などの呼吸器症状で発症し，閉塞性換気
障害を伴うとされている．喘息との合併例の報告

も

3）
〜7）

診断した．
好酸球性細気管支炎の原因は現在のところ不明であり，
本例でも IgE の軽度上昇を認めたが IgE RAST ではハ

あるが，喘息との関連については結論が出ていない．経

ウスダスト，

口ステロイド薬が著効するが，ステロイド薬の減量で約

性であったが季節性の症状の変動を認めず，明らかな原

半数が再燃するとされており注意を要する．

因抗原は不明であった．好酸球性細気管支炎では末梢血

，

は陰性で，スギは陽

ま た， ① 末 梢 血 中 の 好 酸 球 数 が 1 G/L 以 上 ま た は

好酸球増多を伴うが，骨髄レベルでの好酸球の検討につ

BALF 中の好酸球の比率が 25％以上，②吸入ステロイ

いての報告はない．末梢血好酸球増多を伴う好酸球性肺

ド薬を使用しても閉塞性障害の改善がないこと，③病理

炎での骨髄所見についての報告13）14）では，骨髄での好酸

学的に細気管支への好酸球浸潤を認めることまたは

球産生が増加し，経口ステロイド薬治療後の症状改善時

high-resolution CT で細気管支炎の所見が認められるこ

期の骨髄像では好酸球産生が抑制されていたとのことで

と，という基準に合致したものを hypereosinophilic ob-

あった．さらに，経口ステロイド薬の治療効果として好

literative bronchiolitis（HOB）と提唱している報告12）も

酸球の直接的な破壊作用や体内での分布の変化による効

ある．

果よりも，好酸球産生が抑制されたことによる効果の可

本症例は明らかな喘鳴はなく，β2 刺激薬吸入後に 1 秒

能性について報告13）している．好酸球性細気管支炎で吸

量の改善を認めず，喘息の合併はないと判断した．CT

入ステロイド薬に反応せず，経口ステロイド薬が著効す

画像では，すりガラス陰影を一部に認めたが小葉中心性

る理由の一つとして同様な機序が働いている可能性があ

陰影が主体であり，好酸球性肺炎と合致しなかった．身

り，好酸球性細気管支炎でも骨髄レベルでの好酸球産生

体症状，血液検査，画像，病理所見からはアレルギー性

の亢進が考えられた．

肺アスペルギルス症やアレルギー性多発血管炎，びまん

呼吸不全に至った原因として，好酸球が細気管支から

性汎細気管支炎も否定的であり，好酸球性細気管支炎と

肺実質までびまん性に浸潤し，浮腫などを伴ったことが

長期の鼻症状後に発症した好酸球性細気管支炎の 1 例

考えられる．これまでの報告でも好酸球性細気管支炎の

に関して特に申告なし．

病変はびまん性の広がりを特徴としているが，その機序
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Abstract

A case of eosinophilic bronchiolitis with long-term nasal symptoms
Yoko Suwa a,*, Masachika Hayashi a, Hideyuki Kuriyama a, Yusuke Ebe a,
Takeaki Nishibori b and Kazuhiro Sato a
Department of Respiratory Medicine, Nagaoka Red Cross Hospital
b
Department of Infectious Disease, Nagaoka Red Cross Hospital
＊
Present addresss: Department of Internal Medicine, Tsubame Rosai Hospital
a

A 57-year-old woman, who for more than 10 years had suffered from rhinitis and nasal congestion, was admitted because of dyspnea and severe cough. A blood test revealed eosinophilia; a chest CT scan showed diffuse
centrilobular nodules; and bronchoalveolar lavage confirmed marked eosinophilia. We performed transbronchial
lung biopsy（TBLB）for definitive diagnosis. The specimens showed diffuse eosinophilic infiltration in the bronchiolar walls and eosinophil accumulation in some alveoli. Eosinophilic bronchiolitis was diagnosed based on these
findings. The symptoms and blood eosinophilic counts were markedly improved after peroral administration of
prednisolone, and CT findings also showed improvement. This case with eosinophilic bronchiolitis might be a categorized as having airway eosinophilic inflammation, reported previously.

