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血清 IgG4 高値と限局性肉芽腫性血管炎を合併し診断に苦慮した
炎症性縦隔腫瘤の 1 例
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要旨：症例は 67 歳，男性．呼吸困難と嗄声を主訴に来院．胸部単純および造影 CT で上縦隔に腫瘤を認め
た．診断目的の縦隔腫瘤生検では，IgG4 陽性形質細胞浸潤と細静脈を侵す縦隔炎・隣接する肺の壊死性肉芽
腫性血管炎を認めた．血清 IgG4 の上昇があり，IgG4 関連縦隔炎の疑いでステロイド治療を開始し，臨床症
状および画像所見の著明な改善を得た．IgG4 関連縦隔炎は線維性縦隔炎や多発血管炎性肉芽腫症との鑑別が
重要で，これらの疾患においても IgG4 陽性細胞の浸潤が報告されている．本症例は病理学的にも鑑別に苦
慮した貴重な症例と考えた．
キーワード：線維性縦隔炎，多発血管炎性肉芽腫症，IgG4 関連疾患
Fibrous mediastinitis, Granulomatosis with polyangiitis, IgG4-related disease

緒

言

線維性縦隔炎や多発血管炎性肉芽腫症（granulomato-

既往歴：慢性閉塞性肺疾患，慢性副鼻腔炎．
生活歴：喫煙 40 本/日×45 年．2 年前に禁煙．
職業：62 歳まで建築資材を扱う会社員
（吸引曝露歴なし）
．

sis with polyangitis：GPA）の原因はいまだ明らかでな

現病歴：2ヶ月前から進行する歩行時の呼吸困難と嗄

いが，近年 IgG4 関連疾患との異同，鑑別の重要性が指

声を主訴に来院．先行する感冒症状なし．体重減少なし．

摘されている1）〜3）．今回我々は，血清 IgG4 高値と限局性

来院時現症：身長 167 cm，体重 57.8 kg，体温 36.4℃，

の肺肉芽腫性血管炎を合併した炎症性縦隔腫瘤で，ステ

脈拍 94 回/min，血圧 132/78 mmHg，呼吸数 18 回/min，

ロイド治療が著効した症例を経験した．IgG4 関連縦隔炎

経皮的動脈血酸素飽和度（SpO2）97％（室内気）．

は既知の線維性縦隔炎および GPA との鑑別が重要であ

頸静脈怒張なし．胸部聴診異常なし．

るが，これらの疾患においても IgG4 陽性細胞の浸潤が

胸部 X 線所見：縦隔の拡大あり．

報告されており，臨床経過などを含めた包括的な診断が

胸部単純および造影 CT 所見：上縦隔に，気管の左方

求められる．しかしながら，本症例では肺・縦隔に病変

偏位を伴い上大静脈・腕頭動脈・右鎖骨下動脈を取り囲

が限局しており，病理学的な鑑別にも苦慮したため，文

む内部低吸収領域を伴う腫瘤性病変を認めた（図 1）
．
F-ﬂuorodeoxyglucose positron emission tomography

献的考察を加えて報告する．
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患者：67 歳，男性．
主訴：呼吸困難，嗄声．

（FDG-PET）所見：右肺尖部から鎖骨上窩にかけて連続
する maximum standardized uptake value（SUVmax）
10.6 の不整な腫瘤あり（図 2）．
検査所見（表 1）
：血算では好酸球分画が 10.8％で血小
板数高値．生化学では CRP が高値．血清学的検査では
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IgG，IgG4 の高値を認めた．
臨床経過：悪性リンパ腫などの悪性疾患や，線維性縦
隔炎などの炎症性腫瘤を鑑別にあげ，診断目的に胸腔鏡
下縦隔腫瘤生検術を施行した．肉眼所見では肺と縦隔が
癒着しており，同部位を用手的に剥離し，硬く肥厚した
臓側胸膜と縦隔組織を採取した．病理組織は一部に硬い
縦隔病変も採取されていたが，癒着していた肺組織が主
体であった．胸膜と肺組織はリンパ球，形質細胞，好酸
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図 1 胸部造影 CT 縦隔条件（A）
・肺野条件（B）．上縦隔に上大静脈の狭窄を伴い，気管を
左方に圧排する内部低吸収領域を伴う腫瘤性病変が認められ，右肺尖部の浸潤影と一塊に
なっていた．

表 1 血液・尿検査

図 2 FDG-PET 所見．右肺尖部から鎖骨上窩にかけて
連続する SUVmax 10.6 の不整な腫瘤あり．そのほか
の臓器には明らかな集積はみられなかった．

血算
WBC
Neu
Lym
Mono
Eosi
RBC
Hb
Ht
Plt
生化学
TP
Alb
T-Bil
AST
ALT
LDH
BUN
Cr
Na
K
Cl
Ca

9,740/μl
71.3％
10.6％
5.1％
10.8％
424×104/μl
12.9 g/dl
36.4％
47.5×104/μl
7.2 g/dl
3.4 g/dl
0.26 mg/dl
21 IU/L
30 IU/L
149 IU/L
21 mg/dl
0.73 mg/dl
138 mmol/L
4 mmol/L
101 mmol/L
8.8 mg/dl

血清学的検査
CRP
IgG
IgG4
IgM
IgE
ACE
sIL-2R
IL-6
CEA
CYFRA
Pro-GRP
NSE
MPO-ANCA
PR-3ANCA
β-D-glucan
凝固検査
PT-INR
APTT
D-dimer
尿検査
尿蛋白
尿潜血

3.93 mg/dl
1,400 mg/dl
159 mg/dl
142 mg/dl
825 IU/ml
5.8 IU/L
472 IU/ml
3.2 pg/ml
0.6 ng/ml
＜1 ng/ml
21.7 pg/ml
7.9 ng/ml
−
−
13.9 pg/ml
1 μg/ml
42.6 s
＜1 μg/ml
−
−

球や組織球の浸潤，花むしろ状とも呼べる線維化と辺縁

たが，病理の所見から IgG4 関連疾患や線維性縦隔炎，限

の気腔内器質化を伴う炎症性病変であり，その内部に複

局性の GPA が鑑別されており，胸腔への炎症の波及に

数の地図状の壊死像がみられた．壊死病変および周囲に

伴う胸水も疑われた．副鼻腔炎の既往があり，耳鼻科を

明らかな palisading は認めなかったが，ラングハンス型

受診したが，壊疽や肉芽腫はみられなかった．プレドニ

の多核巨細胞がみられた．壊死周囲の炎症性病変内には

ゾロン（prednisolone：PSL）1 mg/kg/日での投与を開

細動脈の肉芽腫性血管炎が確認された．IgG4 陽性細胞数

始した．治療開始 2 週間で胸水および縦隔病変はほぼ消

は 70 cell/high power ﬁeld（HPF）で，IgG4 陽性細胞/

失し，自覚症状も軽快した．治療開始 2ヶ月で胸部 CT

IgG 陽性細胞は約 40％であった．縦隔組織にも炎症細胞

上陰影は消失した（図 4）
．15ヶ月の経過で PSL 投与は

浸潤を認め，閉塞性静脈炎および花むしろ状の構築を含

漸減終了し，再発なく経過している．

む線維化がみられたが，壊死性変化は得られた検体にお
いて確認できなかった．また，真菌感染や結核感染，寄

考

察

生虫感染を示唆する所見はなかった（図 3）
．術後 10 日

ステロイド反応性良好の縦隔腫瘤をきたした症例を経

目に呼吸困難感が増悪し，胸部単純 CT で右胸水の貯留

験した．血清 IgG4 の上昇および病理組織学的に形質細

がみられ，自然軽快しなかった．胸水は採取されなかっ

胞浸潤，IgG4 陽性細胞浸潤と線維性変化がみられたが，
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図 3 病理組織所見．肺および縦隔には多発する壊死巣がみられ，単球・組織球・多核巨細胞・形質細胞・好酸球が多量に
浸潤していた．（A）肺組織では，壊死巣（※）
・多核巨細胞浸潤（←）を伴う肉芽腫性の炎症性変化および肉芽腫性の血
管炎（★）を認めた．（B）縦隔組織では，閉塞性静脈炎（←）および花むしろ状（丸ワク）の構築を含む線維化を認め
た．（C）IgG4 陽性形質細胞浸潤がみられた．

antibody：ANCA）陰性の GPA を第一に考えた．上下
気道に限局した GPA は，腎で半月体形成性腎炎をきた
す全身型と異なり，比較的予後良好な一群として報告さ
れている4）．また，一般的に GPA において臓器病変の広
がりと PR3-ANCA 陽性率・力価が相関するとされるも
のの，限局型では陽性率が低いと報告されており5），
ANCA 陰性であっても GPA の診断を否定できない．し
図 4 治療 2ヶ月後の胸部造影 CT（縦隔条件）．縦隔の
腫瘤性病変はほぼ消失した．

かし，反応性の縦隔リンパ節腫脹は報告があるものの縦
隔病変が主体となるのはまれであり6），ステロイドのみ
の治療で反応が非常に良好であった経過は GPA の典型
例と一致しなかった．

肺組織で壊死性肉芽腫があり，診断に苦慮した症例で
あった．

次に画像所見で縦隔病変を主体とし肉芽腫や線維性の
炎症性変化をきたす疾患として線維性縦隔炎をあげた．

本症例では胸腔鏡下生検による病理組織にて地図状壊

線維性縦隔炎は，ヒストプラズマ症・真菌・結核などの

死と細動脈の肉芽腫性血管炎を認めたため，肺縦隔に限

感染や特発性に過剰な免疫応答を起こして線維化が進行

局した抗好中球細胞質抗体（antineutrophil cytoplasmic

し，気道や血管などの縦隔内臓器の圧排や機能不全をき
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たす7）〜10）．感染初期の免疫応答にて mediastinal granuloma と定義される肉芽腫性の限局性の縦隔腫瘤を形成
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し，進行すると線維性縦隔炎の病態を呈すると考える説
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Abstract

Inflammatory mediastinal mass accompanied with a high serum
IgG4 level and a limited granulomatous vasculitis

a
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A 67-year-old man was presented with dyspnea and hoarseness. Chest CT showed a right upper mediastinal
mass at the level of the aortic arch. Pathological findings obtained from the surgical biopsy revealed necrotizing
granulomatous inflammation without caseation, inflammatory cellular infiltration of histiocyte and multinucleated
giant cell, and vasculitis of middle and small arteries in his lung. There was an infiltration of IgG4-positive plasma
cells accompanied by elevation of serum IgG4 level. His symptoms and the mediastinal mass successfully improved after prednisolone therapy. This is an important case in which to consider the overlap or differential diagnosis of IgG4-related disease, fibrosing mediastinitis, and granulomatosis with polyangiitis.

