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《臨床報告》

バセドウ病を合併し，肺出血の診断に51Cr標識赤血球肺シンチゲラフィが

　　　　　　　　有用であったGoodpasture症候群の1症例

池窪勝治＊　森田陸司＊
森　　徹＊＊鳥塚莞爾＊

伊　藤　春　海＊

Table　1　甲状腺検査成績
緒　言

　Goodpasture症候群とは肺出血と糸球体腎炎を

主徴とするきわめて予後不良の疾患であり，1958

年Stantonら1）が最初の報告者2）の名にちなんで

命名したものである．本症においては肺と腎に共

通の免疫学的機序が働いている3）と考えられてい

るが，その病因はまだ不明であり，本症の報告例

は外国では100例以上4）・5）・6）に及ぶが，本邦では

10数例7）’8）・9）にすぎない．

　著者らは，最近，23歳の女子で，バゼドウ病の

経過中に本症候群を呈し，肺内出血の診断に51Cr

標識赤血球による肺シンチグラフィがきわめて有

用であ？た1例を経験した．本症例は著明な肺と

腎の出血に対して，副腎皮質ホルモンが劇的な効

果を示し，発症後2年8ヵ月を経過し，小康状態

を保っている．本症例の臨床経過に若干の考察を

加えて報告する．

症　例

1311Uptake

Scintigram

BMR
T3RSU
T4

TSH

（％）

幼

②

（

　　　　（μg／100mの

　　　　　（μU／mの

抗サイログロブリン抗体

抗マイクロゾーム抗体

Needle　Biopsy

　　1　9　7　2

April　　May　July

　　3°24°

　56．2　　67．5

normal　position

large，　diffuse

十34．5

44．7

21．4

（一）

10×210

Struma　Base－
dowiana

46．5　　　37．2

17・4i10・8

　　　＜1．6

　患者：23歳，女子，事務員．

　既往歴，家族歴：特記すべきものなし．

　現病歴：約6年前から甲状腺腫があり，漸次，

機能充進症状を来すようになり，1972年4月．本

院を受診した．初診時，びまん性・軟の大甲状腺

＊京都大学医学部　放射線科
＊＊神戸中央市民病院　内科

　受付：50年9月8日
　採用：50年12月4日

　別刷請求先：京都市左京区聖護院川原町（〒606）

　　　　　　　京都大学医学部付属病院　放射線科

　　　　　　　　　　　　　　　池　窪　勝　治

腫を有し，検査成績ではTable　1に示すごとく，

機能充進状態を示した．また甲状腺針生検による

組織検査では典型的なバセドウ病の組織像を呈

し，メルカゾール治療を行って，7月には甲状腺

腫も縮少し，機能もTable　1のごとく正常化した．

ところが同年8月，咽頭痛，咳噺および発熱など

の感冒症状に続いて著明な貧血を来すようにな

り，10月，某病院に救急入院した．1600　mlの輸

血を受け，メルカゾールによる造血障害が疑われ

メルカゾールの投与が中止された．胸部X線写真

では右肺に点状陰影が認められ，気管支炎と診断

された．　しかしながら貧血の原因は不明のまま，

11月本院に第1回入院した．

　入院時，胸部陰影は消失しており，肉眼的血尿

があり，血尿を中心に種々の検索を行ったが，そ

の原因は不明であった．入院中，機能充進症状が

強くなり，ふたたび咳漱，発熱とともに貧血が増
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Table　2

尿 蛋 白 （十） CoR　　　　　　　　　　　　4

糖 （一） CdR　　　　　　　　　　　10

ウロビリノーゲン　　　　正　　常 TTT　　　　　　　　　　　lU

沈 渣 赤血球100／1視野 ZTT　　　　　　　　　　　lOU

赤血球円柱1／全視野 FBS　　　　　　　　　　　78mg／dZ

白血球2／1視野 血清蛋白T．R　　　　　7．49／dZ

結核菌培養 （一） Alb．　　　　　　　　　　48．4％

便 潜血反応 （一）
glb．α1　　　　　　　　　　　　　　3．7％

虫 卵 （一）
α2　　　　　　　　10．2％

β1　　　　　　　8．4％
赤　沈 1 1時間 102mm β2　　　　　　　　4．9％

ツベルクリン反応 1　　　（＋） γ　　　　　　　　　24．4％

ワッセルマシ反応 1　　　（一）
A／G　　　　　　　　　O．94

βリポ　　　　　　　　　　　4．3mm

末　梢 血 液 RBC　　　　　　　225×104 BUN　　　　　　　　　　17mg／dZ

Hb　　　　　　　6．99／dZ 血清クレアチニン　　　　1．27mg／dZ

Ht　　　　　　21％ 血清β2マイクロブロブリン5mg／L

WBC　　　　　　7900 尿酸　　　　　　　　　　4．9mg／dZ

Ly　　　　　　　11％ P　　　　　　　　　　　　　4．8　〃

Mo　　　　　　3％ Ca　　　　　　　　　　　　8．9　〃

Bas　　　　　　1％ Na　　　　　　　　　　　136mEq／L

St　　　　　　　ll％ K　　　　　　　　　　　　4．2　〃

Seg　　　　　　74％ Cl　　　　　　　　　　　　102　〃

血清鉄　　　　　　　　75μg／dZ
血　液 培 養

一般細菌　　　　　（一）
鉄結合能　　　　　　　　565〃

不飽和鉄結合能　　　　　490〃

骨髄像 有核細胞 9．2×104Normocellular　mar．
出血性 出血時間　　　　　　　　2’

rOW 赤血球系の軽度過形成と白血球系の
素　困 凝固時間　　　　　　　　9’30”

核左方推移，好酸球，形質細胞，細網細
シリコン凝固時間　　　　19’30”

胞及び巨核球の増加
毛細血管抵抗　　　　　　一100mmHg

生化学的検査 総ビリルビン　　　　0．6mg／dZ プロトロンビン時間　　　14．7”

直接型　　　　　　　0．3mg／dJ 血餅退縮　　　　　　　74％

総コレステロール　　208mg／dZ 部分的トロンボプラスチン　52．6”

S’GOT　　　　　　　58mU／m1 トロンボプラスチンスク

S－GPT　　　　　　　17K．　U． リーニング試験　　　　4’…8．8”

血清アミラーゼ　　　189U フィブリノーゲソ　　　　266mg／dZ

S・AZP　　　　　　　76mU／mZ カルシウム再加時間　　　2’22”

ユーグロビン溶解　　　　5°以上

血液型　　　　　　0型Rh（十）

赤血球抵抗　　　　患者　　　正常者

最小抵抗　　　　0．42％　　　0．42％

最大抵抗　　　　0．36　　　0．35

抵抗幅　　　　0．06　　　　0．04
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Table　3

内分泌機能

喀 疾

呼吸機能

血液ガス

T3

T4

T3RSU

TSH
尿中　17－KS

尿中　17－OHCS

90ng／dt

9．OPtg／dl

25．O％

7．2μU／ml

4．8mg／day

5．8mg／day

結核菌

担鉄細胞

）
）
）

　
一
什

（
（
（

抹
養

塗

培

VC
MBC
1秒量

1秒率

1840ml（59％）

41〃min（37％）

1660ml

90％

pH　　　　　　　　　7．40

PCo2　　　　　　　34．5mmHg
Po2　　　　　　　　　　　66．0　　〃

plasma〔HCO3〕－　　20．3plasma　Eq／L

Cco2　　　　　　　　45．49　Vol％

Co2　　　　　　　　10．26　Vol％

SaO2　　　　　　　　　　　92．1％

肺エアゾールスキャン〔胸部X線改善時〕

　　inhalation　両側上・中肺野僅に減少

　　perfusion　　　　　　　　　　　〃

腎機能 IVP
PSP

正　常

15／　　13％

30’　　18％

60’　31％

免疫学的

検査

その他

　　　　　　　　　　120’　44％

クレアチニンクリアランス　　31．6％

濃縮試験　　　　　　　　　　1014

CRP
ASLO
RAT
クームステスト

抗核抗体

LE細胞
IgG

IgA

IgM
CH50
寒冷凝集反応

パウルバンネル

抗サイログロブリン抗体

抗マイクロゾーム抗体

％T・cell

甲状腺抗原に対するMIFテスト

（十）

166T．U．

（一）

（一）

（一）

（一）

1640mg／dl

388　〃

134　〃

54．2

32×

56×

（一）

（一）

33％

　　　（一）

血漿鉄消失率T1／2

血漿交替率

赤血球59Fe利用率

59Fe利用T1／2

赤血球鉄交替率

眼底

耳鼻科的検査

心電図

27min

1．58mg／kg／day

100％

2．5day

1．58mg／kg／day

正常

正常

正常範囲

強し，重篤な状態を来した．胸部X線写真では全

肺野にびまん性陰影が認められ，バセドウ病がメ

ルカゾール中止と貧血のため増悪し，心不全を呈

したものと考え，また甲状腺クリーゼが懸念され，

輸血，チウラジールおよび強心剤による加療とと

もにリンデロンの投与を行い，比較的すみやかに

諸症状は改善した．甲状腺機能は正常化し，顕微

鏡的血尿を残すのみで，1973年3月退院した．同

年7月，リンデロン中止後，甲状腺亜全別手術を

受け，バセドウ病は治癒状態となった．腎に関し

ては顕微鏡的血尿および軽度蛋白尿は持続した

が，血圧および血中尿素窒素値の異常は認められ

なかった．ところが1974年3月ふたたび突然，咳1漱，

発熱および肉眼的血尿を来し，再入院した．

　第2回入院時所見：体格中等，栄養良好．皮膚

は蒼白であるが，チアノーゼ，紫斑および発疹は

認めず．脈拍84／分整，血圧110／70，呼吸数20／分，

眼球突出認めず．眼険結膜貧血性，眼球結膜には

黄疸を認めず，舌，咽頭正常．頸部には手術はん

痕を認めるが，リソパ節腫脹は認めず．心濁音界

正常，心音純．肺呼吸音は両側で増強し，小水泡

音を聴取する．肝，脾触れず，浮腫は認められず，

神経学的にも異常は認められず，またやもり指も

認められない．

　検査所見：一般検査成績をTable　2，3に示す．

血尿および低色素性貧血があり，またリンパ球減
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Fig．1　Roentgenogram　of　the　chest　showing　a　finely

　　　　　　diffuse　granurate　infiltrate　in　both　　lungs，

　　　　　　more　marked　on　the　right．
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Fig．3　Erythrocyte　survival　study　by　5’Cr－labelled

　　　　　　erythr㏄yte　and　body　distribution　of　51Cr．

13巻1号（1976）
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Fig．4　Body　distribution

　　　　　　　lnjectlon．

　　　　　　10　　　　　　　　　15

　　　D・y…ft・・i・1・Cti。n　5gF，

of　5gFe　after　intravenous

少症が認められた．骨髄像は鉄欠乏性貧血の像を

呈し，免疫学的検査では著変は認められず，出血
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性素因検査ならびに赤血球抵抗には異常は認めら

れなかった．喀疾検査では担鉄細胞が多数認めら

れた．呼吸機能検査では拘束性障害と拡散機能の

低ドがうかがわれた．腎臓に関しては，排泄性腎

孟撮影ては異常は認められないが，PSP，濃縮試

験，クレアチニン・クリアランス試験ではいずれ

も腎機能低ドがみられた．　RIレノグラムでは左

右差はなく，RPF　345　ml／分，　GFR　42　ml／分，　FF

O．12といすれも著明に低下していた．以上の検査

成績より失血性貧血と糸球体腎炎が考えられた．

　胸部x線像はFig．1に示すごとく，両肺野に淡

いびまん性の小結節状および斑状陰影が認めら

れ，ことに右肺に著明であった．第2回の入院時に

急性貧血の臨床経過，喀疾内担鉄細胞および血尿

のあることからGoodpasture症候群を疑い，肺へ

の出血を明らかにする目的で51Cr標識赤血球に

よる肺シンチグラフィを試みた．51Cr標識赤血球

500μCiの静注投与3日後にFig．2のごとく，両

肺ことに右肺に著明な51Crの集積が認められた．

またFig．3のごとく，51Crによる赤血球寿命の測

定ではT1／2が7．8日と著明に短縮し，同時に行っ

た体表外計測では肺における放射活性の上昇が認

められた．一方これとは別に臨床症状改善時にお

ける5gFeによるferrokineticsでは失血性貧血の

パターンを示し，各種臓器表層での59Fe放射能

量の経時的観察ではFig．4に示すごとく，肺での
59Fe摂取は正常者においては肝と並行するのに比

較し，明らかに高い摂取を示し，sgFe投与後5日

目で最大を示し，以後は減少した．以上の諸成績

から肺出血と診断された．

　経過：初診から現在までの経過をFig．5に示

す．1972年4月からバセドウ病の加療中に著明な

貧血を来し，10月には大量の輸血を必要とした．

この時，肺部X線写真では右肺に一過性の異状陰

影が認められ，続いて血尿が認められた．11月，

第1回入院時，機能充進症状の増強とともにふた

たび貧血が進行し，胸部X線写真では全肺野にび

まん性陰影が認められた．リンデロンなどの加療

にて軽快し，1973年3月退院した．同年7月の甲

状腺手術後は甲状腺は治癒状態にあった．1974年

3月，肉眼的血尿を来し，再入院した．胸部X線写

真では全肺野にびまん性陰影が認められ，51Cr標

識赤血球による肺シンチグラフィにより肺出血で

あることが確認された．輸血は一過性の効果がみ

られたのみで貧血は進行性であり，きわめて重篤

な状態を呈した．　しかしながらリンデロン（3．O

mg／日）の投与が著効を示し，小康状態を保つに

至った．1974年7月退院，以後は0．5mg／日のリ
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ンデロン投与で経過観察中であるが，1975年6月

現在全身状態はきわめて良好であり，血圧および

血中尿素窒素の上昇はない．しかしながら血尿，

蛋白尿は依然として持続しており，　RIレノグラ

ムではRPFが215　ml／分と著明な低下が認めら

れている．呼吸機能は正常に保たれている．

考　案

　本症例は結節性動脈周囲炎，SLEおよびSh6n・

lein－Henoch紫斑病などの全身的疾患の所見をま

ったく欠いており，肺と腎に特異的に病変を認

め，しかも出血という点で関連性をもち，再三増

悪を繰り返した臨床経過からGoodpasture症候群

と診断された．

　本症例において，特記すべきことは51Cr標識

赤血球による肺シンチグラフィが肺出血の診断に

有用であったことである．すなわち，臨床上まっ

たく心不全症状を欠く第2回入院時の急性肺出血

の発作に際して，51Cr放射活性は肺野に広く出現

し，しかもそれは進行しつつある肺出血の部位，

広がりを胸部X線検査より明確に示すものと思わ

れた．肺出血の確定診断は肺生検が行われている

が，肺生検は必ずしも安全な検査法ではない．そ

れに比して本法は全身状態の悪い患者にも危険な

く実施できてしかも出血部位が適確に診断できる

有力な一診断法と考えられる．ferrokineticsの検

索では，リンデロン投与により臨床症状が改善し

た時期においても59Feの肺内への移行を認め，急

性期の後でも，なお持続的な肺への出血が続いて

いることが示された．59Fe投与後5日以後では肺

の放射活性は減少し，51Crとは異なった態度を示

した．Azen1°）もGoodpasture症候群の1例で5gFe

の肺内移行を認めているが，59Feは長期間肺内に

とどまり，著者らの成績とは異なる．著者らの症

例では肺内59Feの再吸収の可能性も考えられる

が，その詳細は不明である．

　本症例の特徴は第1に血疾症状がほとんどな

く，このことが肺出血の診断を遅らせた理由の1

つでもあった．第2回入院時にも微量の血線混入

喀疾が1～2回認められたのみである．従来の報

告では初発症状として血疾が最も多い症状の1つ

である4）・6’・7）が，血疾を欠く症例1’・5’・11）も報告さ

れており，この点には注意が必要てある．第2に

はバセドウ病の合併である．臨床上，両者間には

明瞭な関連性を認めず，ことにバセドウ病治癒期

にも肺腎出血を来しており，偶然の合併が考えら

れる．しかしながら，両者が自己免疫疾患である

点，この合併には興味があるが，著者らが調べた

限りでは両疾患の合併の報告をみていない．

　治療に関しては副腎皮質ホルモンの有効例1°）・

12）’13）・14） ，無効例1’・15），16’・17）・18），19）の両者が報告さ

れているが，予後は一般に不良とされており4）・5）・

6） ，本邦では3年以上の生存は15例中2例であり，

4年5ヵ月の生存例2°）が最も長い．本症例におい

ては出血に対してリンデロンの効果は著明であ

り，腎機能に関しても著明な悪化を認めず，小康

を保っている．永久治癒例21）・22’も報告されてい

ることから，本疾患の早期診断およひ早期の治療

開始が重要と考えられる．

　本症例の免疫学的検査ては第1回入院時にγグ

ロプリンの高値と抗核抗体が認められたが，リン

デロン投与後は異常がみられていない．ことに糸

球体毛細管基底膜およひ肺胞壁基底膜に関する免

疫学的検索は十分行っておらず免疫学的異常によ

る疾患と考えられる検査成績を得ることがてきな

かった．本症の誘因としてウイルス感染を唱える

人23）があるが，本症例の肺腎出血も上気道感染を

前徴としており，ウイノレス感染か関与している印

象を受けた．

結　論

　23歳の女子，　バセドウ病を合併したGoodpas－

ture症候群の1例を報告した．　SiCr標識赤血球に

よる肺シンチグラフィにより肺内出血を確認し，

本法がこのような症例の肺出血の診断に有用と考

えられた．本症例には副腎皮質ホルモンが著効を

示し，発病後2年8ヵ月を経過し小康状態を保っ

ている．
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