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要 旨

症例 は70歳,女性.2005年に関節リウマチを発症し,プレドニゾロン,メトトレキサ-トに

よる治療を受けたが症状コントロ-ル国難であった.2006年 10月からタクロリムスを追加さ

れ 関節症状の改善を認めた.2007年2月未から咳轍,噂疾,呼吸困難軌 全身倦怠感が出現し,

画像上両側肺野にgroundglassopaeityを認めたため,メトトレキサー ト肺臓炎,ニューモシス

チス肺炎を疑い,メトトレキサー トとタクロリムスを中lLL,メチルプレドニゾロン･)りレス

療法とTrimethoprim-sulfamethoxazole投与を行った.気管支肺胞洗浄液からニュ-モシスチ

スの嚢子が検班されニュ…モシスチス肺炎と診断した.

関節リウマチに対してメトトレキサ- 卜,タクロリムスを使用する症例が近年増加しており,

u利見感染のリスクが高まると考えられる.さらにメトトレキサ- トによる肺臓炎とニュ-モ

シスチス肺炎の鑑別も重要である.

キーワード:関節リウマチ,タクロリムス,メトトレキサ-ト,ニュ-モシスチス肺炎,ST合剤

緒 言

関 節 リウマチ (Rheumatoidarthritis:RA)に対

して,タクロリムスの有効性が示 され 2005年に

保険適用となってから,他の抗 リウマチ薬を使用

し効果が不 卜分だった症例に用いられるようにな

ってきている1).単独使用以外にもメ トトレキサ

- ト (Methotorexate:MTX)との併用で優れた効

果が報告 されてきている2)が,その一一万で,感染

症の リスクが懸念されている.今回,MTXとタク

ロ リ ム ス併 用 後 に ニ ュ - モ シ ス チ ス肺 炎

(Pneumocystisjiroveeipneumonia:Pep)を合併

した症例 を経験 した.RA患者の PCP予防には明

確な基準がなく,今後の対処について検討すべき

と思われたため報告する.

症 例

症例 :70歳,女性.

主訴 :呼吸困難,全身倦怠感.

既往歴 :63歳からシェーグレン症候群.

家族歴 :母が胃癌,兄が糖尿病.

現病歴 :2005年 5月にRAと診断 され,外来経

過観察 されていた.関節症状 が増悪 したため,

2006年 1月からプレ ドニゾロン (Prednisolone:

PSL)long/目を内服開始 した.効果不定で同年

4月か らは MTX2mg/週が追加 された,しか し,

症状が改善 しないため,MTXを8mg/過 まで増

鼠 さらに同年 10月からタクロリムス 1mg葎1

が追加 されたことで症状は改落した.2007年 1月

からPSL9mg/目に減量 された.同年 2月から咳

轍,噂疾,呼吸困難,全身倦怠感が出現 したため,

3月 6日,当科外来を受診 した.外来受診時の胸

部 Ⅹ線写翼では,両側下肺野にスリガラス影を認

め,薬剤性肺炎を疑われ,MTXおよびタクロリム

スを中止の と,総合感冒薬,経口抗菌薬を処方 さ

れ帰宅 した,翌 7H朝から,呼吸困難感が増悪 し,

当科外来を受診,胸部X線写卓 上,スリガラス影

の増強を認めたため,同日緊急入院した.

入院時現症 :体温 36.9℃,血圧120/84mmHg,

脈拍 80/分整,呼 吸数 26/育,眼険結膜貧血な

し ･眼球結膜黄痘なし,表在 リンパ節触知せず,

心雑音なし,全肺野に茄necrackleを聴取 した.

入院時検査所見 (表 1日 末梢血白血球数は

6朗0//_11で,リンパ球は 217//ll(3.6%)と低値

であった CRP2.1mg/dH二炎症反応の克進を認

め,LDH395IU/P,KL-6605U/mlと高値であ

った.動脈血ガス分析は室内気で PaO241,7mmHg,

PaCO235.8mmHgと著しい低酸素血症を認めた.

画像検査 :入院時胸部 Ⅹ線写蕪 (図 1)では,
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褒 l 入院時検査所見

(末梢血検査)
WBC 6040
Neu 89.4

Lym 3･6
Eo 1,2

88 0.7

Mo 5.1

RBC 407＼10･1

Hb ll.4

Ht 36.2

Plt 17.1＼loll

(動脈血ガス分析)
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pH 7.445

P〔O_, 41･7 mmHg

POL. 3 5 ･B mmHg

HC0, ~由LZ .hmol/l
BE 4.2 mmol/l

Sa〇二 68･8 %

A-aD0.- 6三･2 ∩川1Hg

(生化学検査)

TP 6･7 g/dl

Nb 3･O g/dl

BUN 18 mg/dl

〔ドE O･7 mg/dl

Na 140 mEq/J

K 3･G mEqハ

C1 98 1¶Eqハ

AST 61 1∪/L

ALT 29 lU/L
LDH 395

ALP 170 ル/L
TB O･4 nlg/dl

CRP 2･1 ._･.mg/ql
幅G 863 mg/dl

fgA 280 nlg/dl

lgM 63 mg/dl

CH50 4S u/nll

C3 120 mg/dl

C4 30･9 mg/dl

CMV抗原 ト)
0/0

KL16 605 U/ml

sp-D 167 ng/ml

BNP 62 Pg/ml

LBALF 3月8日施行1
Rt.B5aより

回収車 46/100=46%

細胞故 3.3X105/ml

分画

AM 30.0 %

Lym 57.6 0,:.
Neu 9.2 LJyL.

Eo 0 o/i,

Ba 3.2 %

両側肺野にびまん性のスリガラス影を認め,胸部

CT(図2)で両側肺野に地図上に分布するground

glassopacity 匿GO)を認めた.

入院後経過 :Pep,MTX肺炎を疑い,入院当

日よりステロイドパルス療法 (メチルプレドニゾロ

ンIg冗S冒閉)とTrimethoprim-sulfamethox-

azole(以下 ST合剤)9g/日を開始 した.細菌感

染の合併も否定できなかったため,MEPM lg/冒

も併用した.入院翌日に気管支肺胞洗浄を施行 し

た.細胞数の増加とリンパ球比率が上昇し,好中

球が出現 していたが,好酸球は認めず,リンパ球

の智明な増加を認めた (表 l).肺胞洗浄液中には

グ ロコ ､ソト染色で染色 され る Pneumocystis

jirovcciの嚢子を認め,PCPと確定診断 した.その

後血中lラーDグルカン値が 120pg/ml以 上と高値

であることも判明 LPCPに矛盾 しない所見が得

られた.画像上の改善が乏 しく,低酸素血症も持

続 したためステロイ ドの併用を行ったところ,画

像所私 血液ガス所見ともに改善した.経過中に

皮 疹 が 出 現 した た め ST合 剤 を 中 止 し,

Penthamidine150mg/目の点滴を開始した.さらに

Penthamidimeによる低血糖が出現 したため継続

国難となり,全治療経過 21日で治療を終了とし

た.その後 再燃 を認 めず PCPの二次 予防 は

Penthamidine300mg/囲 ･月1回の吸入を行 う方

針で4月17日退院 した.

RAのコン トロールに関 しては,PSLを減量 し

サラゾスルプアピリジンを開始 して経過をみてい

たが,コン トロ-ル不良のため 2008年 7月から

生物学的製剤であるエタネルセプ トを開始 した

エ タネルセプ ト開始後 もPenthamidineによる

PCPの二次 予防は継続 してお り,現在の ところ

PCPの再燃は認めていない.

考 察

PCPは日和見感染症で,HⅣ 感染症以外では悪

性疾患,臓器移植患者および膠原病などで車等量

以上のステロイ ド使用症例での危険性が指摘 され

ている4ト 6).本症例は投をステロイド鼠は 10mg

前後だったが,MTX,タクロリムスの2割の免疫

抑制薬を併用していた.

MTX投与中に発症 したPCP20例をまとめた文

献 7)によると,併用ステロイ ド屋はいずれ も低

容 疑-併用なしであり,MTXによる免疫抑制が

高度であることが推察 される.

また,タクロリムスは,コン トロ-ル不良例や

高齢者 で も有効性 および安全性 が示 され 8欄 ,

2005年にRAに対 して保険適応 となり,使用例が

増 えている 10).しかし,市販後調査ではPCP倉
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併 例 が ま0例報告 されている.本症例のように

MrrXとタクロリムスを併用 した場合,より高度

な免疫抑制状態になり,PCPの発症 リスクが高ま

ると考えられる.

図 1 入院時胸部 レン トゲン写褒

両側肺野にびまん性のスリガラス影 を認める

図 2 入院時胸部 CT

両側肺野に地図 上に分布する

Groundglassopacity(GGO)を認める

表 2 臨床経過

2007/ヨ/7 3/10 3/13 3/16 3/23

入
院
BAL

mpSLmPSL
lg/dayO･5g/day
JllHipsL

皮
疹
出
現

Pcnthamidine150mg/day

W8Ct/mm3)6040

Lymt/mmiI217

CRP(mE/dり 2.1

LDH(ル/I) 395

β-Dグルカン

(pg/mり >120

くBGA>

10300 5620 5720 7390

732 1049

1.4 0,8 1.7 1.2

265 285 226 254

55.1

0‥(し/rnin) r.air 5 3 2 r.air r.air

PCO,(mmHgI41･7 3912361437･03519 3313

PO..(mmHgJ35･892･298･386･672･1 7816

52.6
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PCPの予防内服 については,長坂 らは,MTX

内服中の RA愚者で,末梢血 リンパ球 500//11にな

った場合に ST合剤の予防内服 を行い,有効性 を

示 している 11).橋本 らは,免疫疾患 に合併す る

PCPの予防基準を提唱,一次 予防基準は,50歳以

上で① PSL換算で 1.2mg/kg用 以上使用,② pst

0.8mg/kg/目以上 と免疫抑制剤使用,③免疫抑制

剤使用中末梢血 リンパ球数が安定 して 500存1以

千,としている 12).また,斉藤 らも,曙療病患者

を対象 と して一次予防指標 を策定 し,｢PSL換

算 ≧1mg/kg使用,または PSL換算≧0.5mg/kg

かつ免疫抑制剤併用で,かつ,リンパ球≦400存 1

または短G≦700mg/dlを満たす症例｣としてい

る13).しか し,この予防指標に該当しない場合で

も PCP発症 が 5例 に認 め られてお り,それ ら

PCP発症患者すべてが RA患者であった.RAの

コン トロール不良例において MTXに加 えて免疫

抑制剤や生物学的製剤を併用することが多いこと

によると考えられている 13)

ST合剤の予防内服については,MTXとの併用

で骨髄抑制の問題が指摘 されており,RA患 者の

経過観察においては現在のところ明確な基準はな

い.しかし,RAコントロ-ル不良例に対して MTX

とタクロリムスの併用症例が増えている現在の状

況では,発症 リスクを考慮 しながら,症例 ごとに

検討 していくことが必要であると考えられる.

また,MTXの呼吸器合併症 として薬剤性の肺

障害 もみ られることがあり,呼吸器症状の出現に

対 しては常に注意深 く経過を観察 していくことが

重要である.
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