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免疫再構築症候群に対してステロイド治療が有効であった
高度気道狭窄合併カポジ肉腫症例
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序

カポジ肉腫（Kaposiʼs

文

現病歴：X−7 年から HIV 感染症を当院で加療して

sarcoma：KS）はヒトヘル

いた．テノホビル/エムトリシタビン（TDF/FTC）
，

ペスウイルス 8 型（HHV-8）の日和見感染により発

アタザナビル（ATV），リトナビル（RTV）による

症する肉腫であり，本邦 HIV 患者の 5〜10% に合併

ART で CD4 数は 500/μL 前後に維持され，ウイルス

１）

するとされている ．発症部位は皮膚や粘膜などの表

抑制も良好であったが，X−4 年以降通院を自己中断

在病変として発症することが多いが，肺病変も 10%

していた．X 年 7 月他県滞在中に発熱・咽頭痛を発症

１）

18

程度報告されている ．また全身の KS 病変は F-2-デ

し，近医耳鼻科にて内服抗菌薬およびステロイドを投

オキシ-2-フルオロ-D-グルコース使用ポジトロン断層

与されていたが，完治しなかった．同年 8 月下旬には

撮影（以下 FDG-PET）の集積巣として画像上同定で

嗄声・呼吸苦も出現し，同年 9 月 11 日急性喉頭蓋炎

２）

きることが示されてされている ．

として前医入院となった．同院でも静注抗菌薬および

今回我々は口腔および上気道および肺内にかけての

ステロイドにて加療されていたが，胸部 CT で両肺の

広範な病変で発症し，高度気道狭窄により集中治療室

多発結節陰影を認めたほか，詳細な問診で当院通院歴

における初期治療を要した KS 症例を経験し，救命す

のある HIV 患者と判明したため，精査加療目的に当

ることができた．入院後早期の気道確保および抗 HIV

院へ紹介転院となった．

療法（ART：antiretroviral therapy），リポソーマル

入院時現症：意識清明．体温 37.1℃，血圧 140/95

ドキソルビシン（PLD）の併用により一時病勢を制

mmHg，脈拍 90/分・整，SpO2 99％（room air）．上

御できたが，退院後の FDG-PET にて肺に新規集積巣

顎歯肉に暗紫色の腫瘤あり，左顎下に長径 2cm のリ

を認めた．これを短期間のステロイド投与で制御する

ンパ節腫脹を認めた．胸部聴診上右中から下肺野で

ことができたため，その経過を報告する．

rhonchi を聴取した．腹部は平坦，軟，圧痛なく，肝

本論文化にあたり当該患者からデータ使用について

脾腫も認めなかった．四肢に 1〜2cm 大の褐色皮疹が
多数散在していた．

文書同意を取得した．
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患者：30 代，男性．

入院時血液検査所見（Table 1）：血小板減少と軽度
の肝胆道系酵素の上昇を認めた．その他に特記すべき

主訴：繰り返す発熱・咽頭痛・嗄声．

異常所見なし．末梢血 CD4 陽性リンパ球数は 3/μL，

既往歴：腎盂腎炎，尖圭コンジローマ．

血清 HIV-RNA 量は 1.6×105 copies/mL であった．ま

感染経路：男性同性間性的接触（MSM）

た血中 HHV-8 DNA 定量は 2×102 copies/mL であっ

別刷請求先：（〒371―8511）群馬県前橋市昭和町 3―39―22
群馬大学大学院医学系研究科生体統御内科学
小川 孔幸
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た．
入院時喉頭鏡検査所見（Fig. 1）：喉頭蓋の腫脹（Fig.
1a），声門部（Fig. 1b）および声門下腫 瘤（Fig. 1c）
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Table 1
Complete Blood Count
Hb

哲也 他

Laboratory findings on admission

Biochemistry

Coagulation

TP

6.9 g/dL

Fib

Alb

3.6 g/dL

PT

125 %

1,800 /μL

T-bil

0.7 mg/dL

APTT

Neu

41.7 %

AST

29 IU/L

FDP

33.7 sec
3.8 μg/mL

Eos
Baso

3.3 %
2.2 %

ALT
LDH

47 IU/L
149 IU/L

Mono
Lym

25 %
27.8 %

ALP
BUN

384 IU/L
16 mg/dL

Cr

0.50 mg/dL

Na
K

131 mEq/L
4.2 mEq/L

Plt
WBC

CD4

14.0 g/dL
7.2×104 /μL

8 /μL

364 mg/dL

Virological
HIV-RNA PCR
geniQ-HHV8

Cl

103 mEq/L

CRP

0.11 mg/dL

1.6×105 copies/mL
2.0×102 copies/mL

Fig. 1 Laryngoscopic images
Findings indicated by the arrowhead are explained below. a) The epiglottis was markedly
swollen, b) A tumor was observed around the glottis. c) A subglottic tumor was also detected. d) The size of the tumor around the glottis had decreased at the 41st hospital day
(after PLD).

a

b

c

d

を認め，上気道の狭小化が著明であった．
入院時画像検査所見：胸部 CT では両側肺野に 5〜
10mm 大の結節が多数散在していた（Fig. 2a）．第 10
病日には FDG-PET を撮影し，肺結節（max standard-

の錘形細胞が密に増殖する所見を認め，腫瘍細胞は
CD31 陽性，CD34 陽性，D2-40 陽性であり，KS と診
断した（Fig. 4）．
入院後経過（Fig. 5）：約 4 年間の治療中断により，

ized uptake volume：SUV：7.1）および左顎下リン

HIV 感染症の病状が進行したことによる免疫不全か

パ節（max SUV 10.6），後腹膜リンパ節，咽頭〜喉頭

ら KS を発症したと診断した．入院翌日から喘鳴を認

（max SUV 8.3）に FDG の異常集積を認めた（Fig. 3

めていたが，徐々に酸素飽和度が低下し，喉頭鏡によ

a-c）．
病理所見：上顎歯肉腫瘤生検の病理所見は，内皮様

る観察で喉頭蓋の腫脹と声門部および声門下腫瘤を認
め，著明な上気道狭窄性病変が確認できた．気道緊急
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Fig. 2 Chest computed tomography scan
Multiple nodules were detected in both lungs; a) On admission, b) After PLD, c) Day 73 after admission (at the same day as Fig. 3d).

a

b

c

Fig. 3 FDG-PET images
On admission, a) systemic findings on FDG-PET, b) chest section image, and c) retroperitoneal lesion (indicated
by white arrowhead; same as in a. At day 73 after admission, d) recurrence of the lesion was observed in the
same site of the lung, however, e) the retroperitoneal lesion had disappeared.

a

b

c

状態と判断し，第 7 病日より気管内挿管による気道確

d

e

し，同時にカポジ肉腫に対する治療として PLD
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保と胃管留置を行い，集中治療室（ICU）管理とした．

mg/body（20mg/m ）を開始した．当初 ART 薬剤は

第 10 病日よりテノホビル，エムトリシタビン，ラル

胃管から投与した．治療中に Grade

テグラビル（TDF/FTC＋RAL）による ART を開始

発熱性好中球減少症（FN）併発のため投与間隔が空

平成29年 1 月20日

4 の血球減少と
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Fig. 4 Microscopic findings and immunohistochemical staining
The tumor cells were positive for CD 31, CD34, D2-40

CD31 (+)

CD34 (+)

D2-40 (+)

Fig. 5

Clinical course of this presenting patient.
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いたが，第 28 病日に 2 クール目を実施した．PLD 投

退院後，第 73 病日に外来で施行した FDG-PET/CT

与を 2 クール施行後の第 41 病日に施行した CT では

にて一度縮小していた肺野結節病変の再拡大傾向を認

肺陰影は著明に縮小し（Fig. 2b），喉頭鏡検査でも声

め（Fig. 2c），同部位に max SUV 2.4 の集積を認めた

門下腫瘤の縮小が確認できたため（Fig. 1d），抜管し

（Fig. 3d）．経過および部位から免疫再構築症候群（Im-

た．PLD 治療 2 クール目にも FN を合併したため，こ

mune reconstitution inflammatory syndrome：IRIS）

れ以上の PLD 投与は困難と判断した．全身状態も改

による KS 再燃（KS-IRIS）の可能性が第一に想定さ

善し，第 60 病日に退院した．

れた．また，同日の血液検査で白血球数 2,200/μL，好
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中球数 260/μL，血小板数 6.2 万/μL と顕著な血球減

いる．また第 10 病日の FDG-PET 集積度（SUV=7.1）

少を認め，かつ過去 2 コースの治療中にいずれも FN

に比較して第 73 病日の同部位の集積は比較的低く

を発症した経過からも PLD の再投与は困難と判断し

（SUV=2.4）
，腫瘍としての増殖と過剰炎症の差を反映

た．そこで，外来での頻回観察を前提としつつ，IRIS

している可能性があるが，その意義は不明である．

による過剰免疫を制御する目的で短期間の predniso-

この症例で PSL 投与を決断した理由は，同日の好

lone（PSL）投与による制御を試みることとした．具

中球数，血小板数から有害事象歴（FN 反復）のある

体的には 45mg/day（0.5mg/kg 相当）から開始し，1

PLD 再投与および気管支鏡・生検等の侵襲的な精査

週間後に速やかに 20mg に漸減し，計 19 日間で投与

は困難であったこと，また外来での内服投与にて過剰

を終了した．その結果，第 101 病日の CT にて肺病変

免疫を制御しうる手段であることから，頻回の観察下

は顕著に縮小し，効果を認めた．以降約 2 年間カポジ

に許容しうる手段と考えられたからである．Kato ら

肉腫および肺結節の再燃は認めず，寛解を維持してい

の国内既報では，喉頭の再腫脹を呈した KS-IRIS の

る．

制御において，まず PSL 20mg/body を投与するも無
考

効であり，結局 ART の一時中断と PLD の再投与を

察

カポジ肉腫は代表的な AIDS 指標悪性腫瘍であり，

要している８）．また KS 症例の治療に際して，ステロ

皮膚，粘膜病変で発症することが多い．局所病変のみ

イドの投与は病勢増悪の危険性から回避すべきとの報

であれば比較的予後は良好で，局所療法（放射線照射

告もあり９），頻回の経過観察で病変悪化が疑われた際

など）と ART による免疫の再構築によりコントロー

は直ちに PLD 再投与を含めた方針見直しを行う前提

３）

ルが可能である ．内臓病変を伴うこともあり，その

で，PSL を投与した．結果的には既報８）と異なり，PSL

場合は予後不良とされ，かつては多剤併用抗癌剤治療

投与後速やかに肺病変の改善が得られ，以降 2 年間に

が行われてきた４）．ART の確立後は，内臓病変を伴う

わたり再発なく良好な経過をたどっているため，今回

カポジ肉腫であっても治療成績が著しく改善し，さら

の我々の臨床判断は適切であったと考える．

に PLD がカポジ肉腫に適応となったことで，より高

以上から本症例の経過は，1）多彩かつ広範な気道

い治療効果が得られるようになった５）．しかしながら

病変を有する KS 症例においても，ART の併用下に

本症例のように，気道狭窄病変を有する症例は適切な

化学療法（PLD）を比較的短期間（2 クール程度）で

初期対応が求められる．本症例では喉頭鏡による観察

終了できる場合があること．2）化学療法の再開が困

で著明な気道狭窄を認め（Fig. 1），かつ FDG-PET に

難な状況で腫瘍の再増大ではなく，IRIS と判断し得

よって広範かつ高度な気道病変を把握できたことによ

る再増悪病変が生じた際には，従来 KS には禁忌と考

り，気道確保及び集中治療管理のもと，ART 導入と

えられていたステロイドを短期間併用することで病変

PLD 投与を早期に開始することができた．

が制御できる場合もあること，を示唆するものと考え

カポジ肉腫に対する PLD の投与回数に関して定
まった見解はないが，4〜6 コース施行することで良
６）

好な成績をおさめている報告が多い ．また PLD の
投与期間を第一寛解（CR）到達後 2 コースとして検
討している臨床試験では平 均 投 与 期 間 は 7 コ ー ス
（range 0〜33）となっているが，最終 CR 症例は 9%
に過ぎない７）．化学療法のみで CR を目指すのではな
く，病勢を抑え，ART による免疫回復の時間を確保
することが重要と考えられる．
また，ART 開始後にしばしば経験する問題として，
IRIS による原病の再燃・悪化が挙げられる．本症例
では PLD 最終投与から 45 日後（第 73 病日）の PET/
CT 所見で，一度縮小した肺病変が同一部位で再増大
傾向となったため，臨床経過および部位より KS-IRIS
が最も疑わしいと考えられた．再燃時の肺病変を質的
に診断できておらず，場合によっては非結核性抗酸菌
（MAC）等の IRIS が PSL で制御された経過を見てい
た可能性もあるが，確定は困難である．全経過中，抗
MAC 治療は一切行わずに肺病変は再度改善に転じて
平成29年 1 月20日

られる．これらは貴重な知見と考えられたため，経過
を報告した．
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Successful Treatment of Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome with Corticosteroid for Patient
with Kaposiʼs Sarcoma Extending into the Respiratory Tract and Both Lungs
Tetsuya ISHIKAWA１）２）, Kunio YANAGISAWA１）, Yoshiyuki OGAWA１）, Hideki UCHIUMI１）,
Fumito GOHDA３） & Hiroshi HANDA１）
1)

Department of Medicine and Clinical Science, Gunma University, Graduate School of Medicine,
2)
Department of Hematology, National Hospital Organization Shibukawa Medical Center,
3)
Department of General Medicine, National Hospital Organization Takasaki General Medical Center

An HIV-infected man in his 30s was transferred to our hospital after the discontinuation of antiretroviral therapy (ART) for 4 years. An intraoral tumor was identified, and a biopsy was performed. The diagnosis was Kaposiʼs sarcoma (KS) and disseminated lesions were detected in his respiratory tract and both
lungs on computed tomography (CT) and 2-[18F] fluoro-2-deoxy-D-glucose positron-emission tomography
(FDG/PET) imaging with increasing standardized uptake volume (SUV：max 7.4). On the 7th day, he was intubated to maintain his airway, then antiretroviral therapy and chemotherapy with pegylated liposomal doxorubicin were immediately initiated. After a period of remission, pulmonary lesions were detected again. We
regarded them as a manifestation of immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) and gave him
short term corticosteroids. The lesions were then successfully controlled without additional chemotherapy.
This case suggests that early induction of ART and intensive care can result in the survival of patients with
KS having serious stenosis of the respiratory tract. Furthermore, this presenting case suggested that the
use of corticosteroids could be a candidate to control IRIS even in patients with Kaposiʼs sarcoma.
〔J.J.A. Inf. D. 91：25〜30, 2017〕
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