
鑑別診断： 

　発熱は炎症性腸疾患によって起こりうる。慢性炎症、感染（免疫抑制療法中の日和見感染も含め）、腹腔

内膿瘍や蜂窩織炎など。また、腹痛と下痢の症状はC.difficileの治療によって改善している。 

　炎症性腸疾患の患者において、肺の結節病変は一般的にはみられない。鑑別は感染、リウマチ性疾患、血

管炎、悪性腫瘍、血栓塞栓症、炎症性腸疾患に関連した肺病変など。この患者の病歴からは、感染と悪性腫

瘍の播種が最も考えられた。 

　また、この患者はウイルス感染で9ヶ月前にも受診しており、その時の肺機能検査は正常(Fig.2)、胸写も

正常であった。しかし今回の再検査では、肺機能は拘束性肺障害の所見であり、著名なDLCOの低下を認め

た。明らかな症状なく肺機能が低下していることからは、慢性の経過であると考えられた。 

＊感染 

　免疫抑制療法中の炎症性腸疾患の患者では日和見感染が起こりうるが、この患者はそのような治療をこの

8ヶ月間行っていない。また、真菌症や風土病が流行っている地域には行っていない。抗酸菌感染の大きな

リスクもない。画像からは敗血症性の塞栓が最も疑わしいが、他にそれを示唆する症状はない。 

子供の肺感染症を考える上での３つの要因 

1.宿主因子 

　小児期の肺炎の微生物学的特徴は、年齢と、免疫抑制状態にある患者では免疫系のどこが影響を受けてい

るのかによって予測できる。アザチオプリンはリンパ球の接着、活性化、抗原認識、細胞性免疫に干渉し、

白血球減少期の感染と関連している。この患者ではアザチオプリンは8ヶ月近く前に中止されており、臨床

所見からも明らかな免疫抑制状態は続いていないと思われる。 

2.環境暴露 

　旅行歴、動物接触歴、他患者との接触歴はない。 

3.画像 

　肺結節を生じうるのは、細菌、真菌、抗酸菌、寄生虫など。 

◎細菌 

　誤嚥、あるいは、心内膜炎、内頸静脈の血栓性静脈炎、血管内の感染巣からの敗血症性塞栓によって起こ

りうる。この患者で誤嚥のリスクはなく、比較的全身状態が良いことから敗血症も考えにくい。亜急性の心

内膜炎は無痛性であることがあり、白血球数正常であることは合致するが、炎症マーカーが正常または低下

傾向である患者では否定的。ノカルジア症では結節が生じうるが、通常は症候性であり免疫不全と関連して

いる。 
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◎真菌 

　風土性の真菌症、アスペルギルス症、クリプトコッカス症などが挙げられる。 

風土性の真菌症（ヒストプラスマ症、ブラストミセス症、コクシジオイデス症）は特定の地域に限定的であ

る。この患者はこれらの疾患が存在する海外への渡航歴や接触歴はない。血管浸潤性のアスペルギルス症は

重度の免疫不全患者のみに起こる。アスペルギルスは慢性肉芽腫症と関連しているが、この患者では慢性肉

芽腫症でみられるような感染の反復はなく、多くの場合5歳までに診断される。クリプトコッカスは免疫正

常の患者では無症候性であるが、ふつう結節は1個か少数である。 

◎抗酸菌 

　この患者に結核暴露のリスクはなく、ツベルクリン試験は陰性、CTで肺門部リンパ節腫大もなく否定的。

非定型抗酸菌による播種性病変は、免疫正常の子供では非常に稀である。 

◎寄生虫 

　肺吸虫、イヌ糸状虫症、トキソカラ症は肺結節を生じうる。肺吸虫はアメリカでは稀であり、多くの場合

は他国からの輸入感染症である。イヌ糸状虫症による結節は1つか少数であり、トキソカラ症は末梢血の好

酸球数上昇を伴う。 

＊悪性腫瘍 

　子供における肺悪性腫瘍は、リンパ腫の播種や固形臓器腫瘍からの転移であることが多い。炎症性腸疾患

の患者でリンパ腫の発生率が高いということはないが、6-メルカプトプリンあるいはアザチオプリンによる

治療はリンパ腫のリスクを増加させると示した論文がある。治療を中止したあとも高リスク状態が続くのか

は定かではない。しかしこの患者にリンパ節腫大はなく、末梢血に悪性細胞が存在する所見もなく、FDG-

PETで肺結節以外での取り込み増加もなかったため、癌は否定的である。さらに、呼吸器症状が出現したあ

とのCTで縮小している結節があることからも、悪性腫瘍は考えにくい。 

＊炎症性腸疾患に関連した肺病変 

　炎症性腸疾患をもつ患者における不顕性の肺障害は、多くて50％程度に存在する可能性がある。原因は、

肺胞マクロファージから産生されるスーパーオキシドアニオン、あるいは、活動期の腸疾患によって腸粘膜

に感作されたリンパ球が肺の炎症を引き起こすことによる。 

　本例では、もし9ヶ月前の肺機能がわかっていなかったならば、二次性の炎症性肺結節に伴う潜在性の肺

機能障害と診断されたかもしれない。しかし今回の肺機能低下の程度からは否定的である。肺胞容量で補正

したDLCOは実質的には低下しておらず、肺機能低下が継続する一方で腸の炎症が改善していることからも、

活動期の腸疾患に伴う二次性肺炎は否定的である。 
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　また、この患者は現在はクローン病に対しての投薬はなく、薬剤性肺炎に伴う末梢血の好酸球増加もない

ことから、薬剤性肺炎は否定的である。 

＊肺クローン病 

　クローン病において肺病変の併発は、他の腸外病変ほど一般的ではないが報告はある。太い気道が冒され

ることが多いが、器質化肺炎や間質性疾患、類壊死性結節といった実質性疾患が報告されている。この患者

のCTでは、浸潤巣や間質性病変はみられていないが、類壊死性結節の存在が示された。 

＊その他 

　多発血管炎性肉芽腫症(GPA；Wegener肉芽腫症)では肺結節がみられるが、本例でC-ANCAは陰性であ

り、腎障害はなく、抗生物質の開始により炎症マーカーが低下したことからも考えにくい。 

　血栓塞栓症を示唆するものはなく、サルコイドーシスについてもACEは陰性、リンパ節腫大がないことか

ら考えにくい。 

　CVID（分類不能型免疫不全症）における胃腸炎はクローン病と似ている。この患者にはクローン病の家

族集積があるため、常染色体優性CVIDなどの免疫異常を考える必要があるが、検査では免疫グロブリンの

値は正常である。 

経過： 

　胸腔鏡下肺生検が行われ、検体には直径1cmの結節が1つ含まれていた。結節には中心部壊死巣があり、

周囲を紡錘形の組織球が柵状に取り囲んでいた。サルコイドあるいは類結核の肉芽腫はなかったが、散在性

あるいは密集性の多核組織球が見られた。柵状配列の肉芽腫は多発血管炎性肉芽腫症(GPA)の特徴である。

散在する好中球と多数の好酸球による微小膿瘍も、多発血管炎性肉芽腫症を示唆する所見であった。活動性

の血管炎は存在していなかった。 

　肺クローン病の特徴は、間質性肺炎、器質化肺炎に伴う閉塞性細気管支炎、肉芽腫性炎症、類壊死性結節

など、GPAの特徴に似ているものがある。この患者は、腸管まで波及しているGPAである可能性もあるが、

腸疾患と今回の生検結果との時間的関係や、C-ANCA陰性、GPAに関連する特徴が肺に限局していることか

ら考えにくい。また、肺の肉芽腫性炎症というのはGPAよりも薬剤性に起こることが多い。免疫抑制剤が肺

の肉芽腫性炎症を起こすことはあるが、この症例で見られるような広範囲の壊死を起こすことは稀であり、

さらにこの患者は最近クローン病に対する治療を行っていない。クローン病とGPAが同時に存在していたと

いう可能性もあるが、この症例の肺病変はクローン病に起因するものであると考えるのが妥当である。 

診断：肺クローン病 
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　肺症状に対する治療法について臨床試験は行われておらず、自然と軽快していくという報告はあるものの、

この患者の症状は進行しており治療が必要であった。ステロイドが治療の中心であり、難治性の症例ではア

ミノサリチル酸やインフリキシマブが用いられている。 

　この患者はプレドニゾン40mgを1ヶ月使用し、その後漸減していった。治療の1ヶ月後、症状はなくなり

肺機能も改善したが、まだ正常化はしていなかった。その後、消化器症状のコントロールを確実にするため

にアザチオプリンが投与され、同時に経口グルココルチコイドを漸減した。4ヶ月後、彼女の肺機能はほぼ

回復した。プレドニゾンは5ヶ月後までには漸減中止された。 

　しかしその後症状の再燃がみられた。呼吸困難と胸痛の出現、肺機能の悪化、CTでは肺結節の増加およ

び増大が生じていた。最初の診断からおよそ10ヶ月後、インフリキシマブによる治療が開始された。症状

は改善し、肺機能も改善、さらに半年後のMRIでは1cm以上の結節はみられなかった。診断から2年が経過

した現在まで、患者は元気である。 
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 Infection
Opportunistic infections can occur in patients with 
inflammatory bowel disease who are receiving im-
munosuppressive therapy, but this patient had not 
been receiving such therapy for 8 months. She had 

not traveled to a geographic area where common 
mycoses are endemic. She had no major risk fac-
tors for mycobacterial infection, although it re-
mained in the differential diagnosis. The radio-
graphic findings were most consistent with septic 

Figure 1. Imaging Studies.

A reconstructed coronal image from a CT scan of the abdomen and pelvis (Panel A), obtained on the second hospi-
tal day, after the administration of intravenous contrast material, shows mild thickening of the wall of the ascending 
colon (arrowhead) and incidental nodules at the lung bases (arrows). Axial images of the bases of the right lower 
and left lower lobes (Panels B and C, respectively) show nodules that have central hypoattenuation (arrows), a fea-
ture consistent with central necrosis. A frontal maximum-intensity-projection image from an 18F-fluorodeoxyglu-
cose–positron-emission tomography–CT (FDG-PET–CT) scan (Panel D) shows avid FDG uptake in the lung nod-
ules, including the largest lung nodule, in the lingula (arrow). There is no other abnormal FDG uptake suggestive of 
an extrathoracic malignant tumor. An axial image from a CT scan of the chest, obtained 4 weeks after discharge, af-
ter the administration of intravenous contrast material, shows the large lingular nodule (Panel E, arrow). Several of 
the other nodules have increased in size while others have shrunk, a finding that is not consistent with a malignant 
process.
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emboli from a distant source, but the patient had 
no other signs or symptoms that were consistent 
with this diagnosis.

Malignant Tumor
In children, pulmonary malignant tumors are 
most commonly caused by disseminated lym-
phoma or metastasis from a solid-organ tumor. 
Among persons with inflammatory bowel disease, 
the incidence of lymphoma is low, but treatment 
with 6-mercaptopurine or azathioprine increases 
the risk of lymphoma by a factor of 3 or 4.1 It is 
unclear whether the increased risk persists after 
therapy is discontinued, which would be relevant 
in this case. The patient had no lymphadenopathy 
on examination, no evidence of malignant cells in 
her peripheral blood, and no apparent distant foci 
of uptake on the FDG-PET–CT studies, and can-
cer was thus an unlikely diagnosis. In addition, 
CT that was performed after the respiratory symp-

toms developed revealed that some nodules had 
decreased in size, which also suggested that a 
malignant tumor was unlikely.

Pulmonary Disease Associated with Inflammatory 
Bowel Disease
Inflammatory bowel disease can be associated 
with medication-induced pulmonary infiltrates 
and necrobiotic lung nodules. This patient was not 
currently taking any medications for inflamma-
tory bowel disease and did not have the peripheral 
eosinophilia that often accompanies medication-
induced lung disease. Although necrobiotic lung 
nodules are quite rare, they are thought to be an 
extraintestinal manifestation of inflammatory 
bowel disease and were most consistent with this 
patient’s clinical presentation and radiographic 
findings.2

Infectious Diseases Perspective
Dr. Chadi M. El Saleeby: From the infectious diseases 
perspective, the salient points to consider were the 
patient’s known Crohn’s disease, the relatively 
remote history of immunosuppressive therapy with 
azathioprine, the clinical and biochemical find-
ings on presentation, and the nodular appearance 
of the lung infiltrates. At the time of our consul-
tation, the patient was not ill, had no history of 
respiratory symptoms, and had had no fevers 
for 2 days. Her white-cell count and erythrocyte 
sedimentation rate were normal, and her C-reac-
tive protein level was declining with treatment for 
C. difficile infection.

There are three major factors to consider in 
evaluating a child with a possible lung infection. 
First, one must consider host factors, including the 
age and immune status of the patient. Both vari-
ables may offer clues; the microbiologic features of 
childhood pneumonia can be predicted according 
to age3 and, in patients with an immunodeficiency, 
according to which part of the immune system 
is affected. Azathioprine is an immunosuppres-
sive antimetabolite, which may interfere with lym-
phocyte adhesion and activation, antigen recog-
nition, and cell-mediated immunity. It has been 
linked to infections that generally occur during 
periods of azathioprine-induced leukopenia.4 Aza-
thioprine had been discontinued in this patient 
nearly 8 months before the current presenta-
tion, and clinically significant immunosuppres-
sion would have been unlikely to persist.

Figure 2. Results of Pulmonary-Function Testing.

Nine months before admission, the patient had normal results of pulmo-
nary-function testing. On admission, testing revealed a mild restrictive pat-
tern, with decreased diffusion. Pulmonary function improved 1 month after 
the initiation of prednisone therapy and was almost back to the patient’s 
baseline level 4 months after the initiation of therapy. Pulmonary function 
declined after prednisone was discontinued, but it improved again after the 
initiation of infliximab therapy. Twelve months after the initiation of inflix-
imab therapy, the patient was asymptomatic but results of pulmonary-func-
tion testing were below her baseline level. DLCO denotes carbon monoxide 
diffusing capacity, FEV1 forced expiratory volume in 1 second, and TLC to-
tal lung capacity.
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coidal or tuberculoid granulomas were present, 
but scattered single and grouped multinucleated 
histiocytes were observed (Fig. 3C). The palisad-
ing granuloma is characteristic of granulomato-
sis with polyangiitis. The presence of microab-
scesses with scattered neutrophils and numerous 
eosinophils was also suggestive of that diagno-
sis (Fig. 3D). No active vasculitis was present.

Several features of pulmonary Crohn’s disease 
resemble features of granulomatosis with poly-
angiitis, including interstitial pneumonitis, bron-
chiolitis obliterans with organizing pneumonia, 
granulomatous inflammation, and necrobiotic 
nodules.2,15-21 There are four possible ways to ex-
plain the presence of these features in this case. 
First, the patient could have granulomatosis with 
polyangiitis involving the intestinal tract, which 
has been reported on occasion.22 This diagnosis 
seems very unlikely because of the clinical course 

(including the temporal relationship of the intes-
tinal disease and the biopsy), as well as the nega-
tive c-ANCA test, a feature that might be associ-
ated with granulomatosis with polyangiitis that 
is localized in the lung but would be extremely 
unlikely to be associated with a disseminated 
disease. Second, the granulomatous inflamma-
tion in the lung could be caused by a drug reac-
tion rather than by granulomatosis with polyan-
giitis. An immunosuppressive agent may cause 
granulomatous inflammation in the lung but 
would be unlikely to cause necrosis of the extent 
seen in this case, and furthermore, the patient 
had not received treatment for Crohn’s disease 
recently. A third possibility is that Crohn’s dis-
ease and granulomatosis with polyangiitis share 
a common cause. A fourth possibility is that the 
patient has both diseases but that they are inde-
pendent, which has been reported.17 In a series 

Figure 3. Lung-Biopsy Specimen.

A whole-mount image of a nodule (Panel A) shows extensive central necrosis (N) abutting slightly thickened and fi-
brotic visceral pleurae (arrows). Palisading histiocytes (Panel B, arrows) abut an area of central necrosis (N). Multi-
nucleated histiocytes are present (Panel C) amid the lymphohistiocytic inflammation. A microabscess containing 
eosinophils is present (Panel D, oval) amid the lymphohistiocytic inflammation, adjacent to an area of necrosis (N).
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多発血管炎性肉芽腫症(GPA；Wegener肉芽腫症)について 

＊診断基準 

1.主要症状 
(1) 上気道(E)の症状 
　　鼻(膿性鼻漏,出血,鞍鼻),眼(眼痛,視力低下,眼球突出),耳(中耳炎),口腔・咽頭痛(潰瘍,嗄声, 気道閉塞) 
(2) 肺(L)の症状 

　　　　血痰, 咳嗽, 呼吸困難 
(3) 腎(K)の症状 
　　血尿,蛋白尿,急速に進行する腎不全,浮腫,高血圧 

　　(4) 血管炎による症状 
　　　　1 全身症状:発熱(38°C以上,2 週間以上),体重減少(6 カ月以内に6 kg以上) 
　　　　2 臓器症状:紫斑,多関節炎(痛),上強膜炎,多発性神経炎,虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞), 
　　　　　消化管出血(吐血・下血),胸膜炎 

2.主要組織所見 
1 E,L,Kの巨細胞を伴う壊死性肉芽腫性炎 
2 免疫グロブリン沈着を伴わない壊死性半月体形成腎炎 
3 小細動脈の壊死性肉芽腫性血管炎 

3.主要検査所見 
Proteinase 3-ANCA(PR3-ANCA)(蛍光抗体法でcytoplasmic pattern,C-ANCA)が高率に陽性を示す。 

4.判定 
(1) 確実(definite) 

　　　　(a) 上気道(E),肺(L),腎(K)のそれぞれ1臓器症状を含め主要症状の3項目以上を示す例 
　　　　(b) 上気道(E),肺(L),腎(K),血管炎による主要症状の2項目以上及び,組織所見1,2,3の1項目以上を示す例 
　　　　(c) 上気道(E),肺(L),腎(K),血管炎による主要症状の1項目以上と組織所見1,2,3の1項目以上 
　　　　　  及びC(PR-3) ANCA 陽性の例 
(2) 疑い(probable) 

　　　　(a) 上気道(E),肺(L),腎(K),血管炎による主要症状のうち2項目以上の症状を示す例 
　　　　(b) 上気道(E),肺(L),腎(K),血管炎による主要症状のいずれか1項目及び,組織所見1,2,3の1項目を示す例 
　　　　(c) 上気道(E),肺(L),腎(K),血管炎による主要症状のいずれか1項目とC(PR-3)ANCA 陽性を示す例 

5.参考となる検査所見 
1 白血球,CRPの上昇 
2 BUN, 血清クレアチニンの上昇 

6.識別診断 
1 E,Lの他の原因による肉芽腫性疾患(サルコイドーシスなど) 
2 他の血管炎症候群 
 (顕微鏡的多発血管炎,好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(Churg-Strauss症候群)、結節性多発動脈炎など) 

＊治療 
　副腎皮質ステロイドとシクロホスファミドの併用で寛解導入治療を開始する。上気道症状の強い例には、ST合剤を併
用することもある。寛解達成後には寛解維持療法として、シクロホスファ ミドをアザチオプリンかメトトレキサートに
変更し、低用量の副腎皮質ステロイドとの併用を行うことが望ましい。再燃した場合は、疾患活動性に応じた再寛解導
入治療を行う。難治例に対する治療薬として、抗 CD20モノク ローナル抗体であるリツキシマブが用いられる。 
また上気道、肺に二次感染症を起こしやすいので、細菌感染症・日和見感染症対策を十分に行う。 

（厚生労働省ホームページより） 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Crohn病について 

＊疫学 
　10歳代～20歳代の若年者に好発する。発症年齢は男性で20～24歳、女性で15～19歳が最も多い。男女比は約2：1。 
　世界的にみると、先進国に多く北米やヨーロッパで高い発症率を示す。衛生環境や食生活が大きく影響し、動物性脂
肪、タンパク質を多く摂取し、生活水準が高いほどクローン病にかかりやすいと考えられている。本邦でも近年毎年10
％程度増加している。［本邦での有病率は人口10万人対約24人（2010年）］ 

  

＊遺伝 
　クローン病は遺伝病ではないが、人種や地域によって発症する頻度が異なり、また家系内発症もみとめられることか
ら、遺伝的な因子の関与が考えられている。クローン病を引き起こす可能性の高い遺伝子がいくつか報告されているが、
現在のところ、単一の遺伝子と関連して発症するのではなく、いくつかの遺伝子と環境因子などが複雑に絡み合って発
症していると考えられている 

＊合併症 
　関節炎（強直性脊椎炎）、結節性紅斑、アフタ性口内炎、虹彩炎、膵炎、胆管炎、血栓性静脈炎 

＊治療 
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（引用：難病情報センター、year note 2015） 

＊C.difficileとの関連 
　 
　C.difficile感染腸炎を合併した炎症性腸疾患（IBD：潰瘍性大腸炎とクローン病）患者は、合併していない患者と比べ
て入院中の死亡率が４倍だったという研究結果をUSAの研究グループが発表している。  

Excess hospitalisation burden associated with Clostridium difficile in patients with inflammatory bowel disease 
Ashwin N Ananthakrishnan, Emily L McGinley, David G Binion 
Gut 2007;0:1‒6. doi: 10.1136/gut.2007.128231 

　USAの“Nationwide Inpatient Sample (2003)“「全国規模入院患者サンプル2003年度版」というデータベースか
ら必要なデータを抽出して解析した。公が管理するこのデータベースには37州の994病院の3800万人分のデータが
集められている。 
　C.difficile腸炎とIBDの両方であると診断された患者2804人、C.Difficile腸炎のみであると診断された患者44400
人、ＩＢＤのみであると診断された患者77366人のデータを解析したところ、 

入院中の死亡率は 
C.difficile腸炎とIBDの両方を持つ患者では4.2％、 
C.difficile腸炎のみを持つ患者では3.7％ 
IBDのみを持つ患者では0.5％ 
と、C.difficile腸炎を発症している患者で高かった。 

C.difficile腸炎とIBDの両方を持つ患者は、 
IBDのみを持つ患者と比べて死亡のリスクが4.7倍、 
C.Difficile腸炎のみを持つ患者と比べて死亡のリスクが2.2倍であった。 

※今回の研究においてはIBDの重症度によるデータ補正をしていない。 

　　また、C.difficile腸炎を合併する率はクローン病患者より潰瘍性大腸炎患者のほうが高く、約３倍である。 
C.difficile腸炎を合併しているIBD患者の割合が増えてきており、IBD患者は一般人と比べてC.difficile腸炎にかかり
やすいようである。 

（引用：http://ibdhotnews.exblog.jp/6231627/）
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