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　症例は 57 歳男性。糖尿病で近医通院中、白血球増加を指摘されたが放置していた。発熱、咳、倦
怠感出現にて再度近医を受診したところ、汎血球減少が認められ、当院紹介入院となった。骨髄検査

では有毛細胞の増加が見られ、その表面マーカー解析では CD19、CD20、CD11c、CD25 陽性、また
酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ染色陽性であったことより、本症例を hairy cell leukemia（HCL）と
診断した。入院時、肺炎を合併、喀痰培養では Mycobacterium avium complex が検出されたこと、お
よび骨髄生検にて類上皮細胞肉芽腫病変が認められたことより、播種性非定型抗酸菌症と診断、

rifampicin、ethanbutol、clarithromycin の 3 剤併用療法を開始した。HCL に対し interferon-α投与予定し
ていたが投与当日に自殺未遂おこしたため投与を断念、2’-deoxycoformycin による治療を行ったが、
経過中に真菌性肺炎を併発し、永眠された。HCL は免疫不全による日和見感染症を合併しやすく、
感染症合併時の HCLに対する治療は注意を要する。

Key Words：有毛細胞性白血病（hairy cell leukemia）、非定型抗酸菌症（atypical mycobacterial
infection）、2’-deoxycoformycin、真菌性肺炎（fungous pneumonia）

はじめに
　hairy cell leukemia（HCL）は毛状突起のある腫瘍細
胞が増殖する特殊な疾患である。HCL は免疫力低下
を伴い、様々な日和見感染症を合併することでも知ら

れている。今回、我々は非定型抗酸菌症を合併した

HCL に対して 2’-deoxycoformycin（dCF）による治療
を行ったが真菌性肺炎を合併、死亡した症例を経験し

たので報告する。

症例
患者：57歳、男性
主訴：発熱、倦怠感

家族歴：父、喉頭癌　母、子宮癌

既往歴：47歳時、唾液腺結石で手術
現病歴：糖尿病にて近医通院中、平成 16 年 9 月 18
日の血液検査でWBC 23700 /µl、異常リンパ球 56%を
指摘されたが放置していた。平成 17年 3 月より 39度
台の発熱を間欠的に認め、全身倦怠感増悪、食欲不振

が極度になったため、4 月 12 日に近医受診。検血に
てWBC 3500 /µl、Hb 6.1 g/dl、PLT 5.3万/µlと汎血球
減少が認められたため、精査加療目的に当院紹介入院

となった。

入院時現：身長 159 cm、体重 72 kg、体温 37.7˚C、血
圧 106/62 mmHg。脈拍 90/分・整、SaO2 93%（room air）。
意識清明、眼瞼結膜は貧血状、眼球結膜に黄染なし。

胸部にラ音聴取せず、心収縮期雑音聴取。腹部平坦・

軟。右季肋下に脾を 3 横指触知。表在リンパ節触知せ
ず。両下腿浮腫あり。点状出血、紫斑なし。1 cm 程
度の褐色色素沈着を両下肢に認める。神経学的所見認

めず。

入院時検査所見：入院時の血液検査ではWBC 4800 /µl、
分類では豊富な細胞質を有し、辺縁不整、核円形の異

常細胞を 86.5%に認めた（図 1A）。また Hb 6.5 g/dl、
PLT 4.6 万/µl と貧血および血小板減少がみられた。血
清・生化学検査では低 Na 血症（129 mEq/l）、低アル
ブミン血症（Alb 2.9 g/dl）、高血糖（BS 298 mg/dl、HbA1C
9.8%）、LDH上昇（389 U/l）、及び CRP上昇（9.6 mg/dl）、
sIL-2R 上昇（38600 U/ml）が認められた。胸部レン
トゲンでは右上肺野に浸潤影を認め（図 2）、胸部 CT
では両側浸潤影と右胸水をみとめた。腹部 CT では著
明な脾腫が認められた。

入院後経過：骨髄穿刺はほぼ dry tap であったが、少
量採取された骨髄血では細胞膜表面に突起を有する細

胞が認められた。細胞表面形質分析では、これらの細

胞は CD19、CD20 陽性、CD5 陰性であった。HCL が
強く疑われたため、通常の風乾末梢血塗抹標本とは別

に自然乾燥末梢血塗抹標本を作成したところ、表面に

棘状突起を有する細胞が認められ（図 1B）、位相差顕
微鏡でも毛様突起を有する細胞が認められた。末梢血

にて追加で行った細胞表面形質分析では CD11c、CD25
陽性、また酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ染色弱陽

性であった。以上より我々は本症例を HCL（欧米型）



　（A）                                       　（B）

 図 1　腫瘍細胞
（A）風乾標本でみられた腫瘍細胞、（B）自然乾燥標本でみられた腫瘍細胞

図 2　入院時胸部レントゲン像

と診断した。

　骨髄生検では腫瘍細胞の著明な増加および、ランゲ

ルハンス巨細胞および壊死を伴う肉芽腫像（類上皮細

胞肉芽腫）を認めたが、抗酸菌染色は陰性であった。

し か し な が ら 喀 痰 培 養 で は 非 定 型 抗 酸 菌

Mycobacterium avium complex（MAC）が検出された

ため、播種性非定型抗酸菌症と診断した。5 月 3 日よ
り rifampicin、ethanbutol、clarithromycin 内服および好
中球減少に対して 5 月 4 日より lenograstim の投与開
始した。HCL に対しては感染症合併みられたことを
考慮し、5 月 6 日より interferon-α（IFN-α）にて治療
開始予定であったが、当日早朝に自殺未遂をおこし



IFN-α投与を断念した。第二選択薬として dCF を 5 月
21 日に投与した。治療開始後より高熱あり、CRP 上
昇、肺炎の進行、DIC の合併みとめ、抗生剤、γ-グロ
ブリンおよびメシル酸ガベキサートの投与を行った。

5月 25日、β-Dグルカン 75.9 pg/mlと上昇がみられた
ため（入院時、β-D グルカン < 1.2 pg/ml）、真菌性肺
炎合併と診断し、amphotericin Bの点滴を開始した（ア
スペルギルス抗原弱陽性、カンジダ抗原陰性）。これ

らの治療によって DIC は改善、肺炎もまた改善傾向
がみられたため 6 月 4 日に 2 回目の dCF 投与を行っ
た。しかしながら肺炎の再増悪がみられ、呼吸状態が

悪化、7 月 1 日に永眠された。喀痰培養上、MAC は
陰性となったが、β-D グルカンは 506 pg/ml と高値を
示した。HCL については CT 上、脾腫の縮小、血液
検査にて sIL-2R は 10800 U/ml（7 月 1 日）と低下が
みられ、dCF は効果を示していたと考えられたが、末
梢血の HCL 細胞比率は dCF 2 回投与後も治療前と変
化はなかった。

考察
　HCL は毛状突起のある腫瘍細胞が増殖する低悪性
度 B 細胞性リンパ増殖性疾患であり、本邦では稀な
疾患である。診断は位相差顕微鏡などによる細長い細

胞突起を有する HCL 細胞の同定、細胞化学染色によ
る酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ染色陽性所見、細

胞表面形質分析による類似疾患との鑑別である。典型

HCLでは CD19、20、22、sIg陽性の他、CD11c、CD25、
CD103、HC-2、FMC7 陽性で CD5、CD10、CD23 は
陰性である 1)。欧米に多い典型 HCL は汎血球減少や
骨髄 dry tap、脾腫を特徴とし、酒石酸抵抗性酸フォ
スファターゼ染色強陽性、CD25 陽性であるが、本邦
例の多くは白血球増加を呈し酒石酸抵抗性酸フォス

ファターゼ染色弱陽性、CD25陰性であり、欧米で HCL
の 10%にみられる HCL-variant に類似した病態を示す
（HCL-Japanese variant）2,3)。また風乾塗抹標本では毛

状突起の観察が困難であり、表面形質分析等により

HCL が疑われた場合には自然乾燥塗抹標本の観察に
よって HCL の診断がつくことが報告されている 4)。

本症例においても風乾塗抹標本を観察することにより

毛状突起が観察され、HCL 診断に至った。本症例は
平成 16 年 9 月の段階では白血球増加みられており
variant 型の病態と類似していた。しかし、7 ヵ月後に
当院で検査した時点では汎血球減少、骨髄 dry tap、
脾腫を認め、細胞表面形質分析では CD25 が陽性を示
していた事より典型 HCL（欧米型）と診断した。
　治 療 の 第 一 選 択 は プ リ ン ア ナ ロ グ で 2-
chlorodeoxyadenosine（2-CdA）での効果は CR約 90%、
PR約 10%、dCF では CR約 70%、PR約 15%と高い寛
解率を示す 5,6)が、治療後に長期に細胞性免疫不全が

持続する 7,8)。また HCL においては好中球減少、単球
減少、好中球・単球、NK 細胞あるいは T 細胞の機能
異常により易感染性を示し、通常の細菌性感染の他、

非定型抗酸菌症、カリニ肺炎、真菌症等様々な感染症

を発症する。特に非定型抗酸菌症はリンパ腫全体での

発症は 0.9%であるのに対し、HCL では 9~18%と高
率である 9)。従って HCL 治療前に生じた非定型抗酸
菌症等の感染症を治癒させるには HCL のコントロー
ルが同時に必要であり、本症例は入院後に非定型抗酸

菌症の治療と平行して 2-CdA よりも骨髄抑制が弱い

dCF による HCL 治療を行ったが、末梢血上、明らか
な効果が認められず、真菌性肺炎の合併が見られた。

Dearden らは IFN-α投与後に dCF の投与した症例は
dCF 単独投与より感染症の合併が少なかったと報告 7)

しているが、本症例においては精神神経学的に問題が

あり IFN-α投与が困難であった。感染症、特に非定型
抗酸菌症、真菌感染症等を合併した HCL に対する治
療については INF-αあるいは dCF の選択および投与
のタイミングが重要であるものと考えられた。
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