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血球貪食症候群を併発し、悪性リンパ腫への進展をみた慢性活動性
Epstein-Barrvirus 感染症の剖検例
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剖検にて NK 細胞性悪性リンパ腫への進展が確認された慢性活動性 Epstein-Barr virus 感染症
（CAEBV）の一例を報告する。症例は 30 歳代後半男性で、発熱、咽頭痛にて発症し、骨髄穿刺にて
血球貪食症候群と考えられた。寛解、再燃を繰り返し、Epstein-Barr virus（EBV）抗体価等より、EBV
の持続感染が疑われ、末梢血単核球中の EBV-DNA コピー数等より CAEBV と診断された。末梢血に
は NK 細胞の増多を伴っていたが、リンパ節腫脹等は認めなかった。免疫抑制療法が施行されたが、
第 22 病日に死亡した。病理解剖所見では、肝臓、脾臓をはじめとした諸臓器に、EBV 陽性の多数の
異型リンパ球が浸潤し、免疫組織学的所見、遺伝子検査等より、NK 細胞性の悪性リンパ腫への進展
と考えられた。また骨髄、脾臓等に血球貪食組織球の増加を認めた。
Key Words：慢性活動性 EB ウイルス感染症（chronic active Epstein-Barr virus infection）
、血球貪
食症候群（hemophagocytic syndrome）
、悪性リンパ腫（malignant lymphoma）
、病理解剖（autopsy）

はじめに
Epstein-Barr virus（EBV）関連リンパ増殖性疾患の
中には、移植後や免疫不全状態等で発症する B 細胞
性腫瘍の他に、鼻型の節外性 NK/T 細胞リンパ腫など
で代表される NK/T 細胞性腫瘍があるが、これらの悪
性リンパ腫の範疇で分類される腫瘍性疾患の他に、前
腫瘍状態として、顆粒リンパ球増多症、慢性活動性
EBV 感染症（chronic active Epstein-Barr virus infection：
CAEBV）、蚊アレルギーに伴う NK/T 細胞増多症、種
痘様水疱症様病変が知られている。今回我々は、経過
中に血球貪食症候群を併発し、剖検にて NK/T 細胞性
腫瘍への進展が確認された CAEBV 一例を経験した。
CAEBV の形態学的所見を中心に記載した報告は少な
く、今回病理組織所見を中心に報告する。

症例
症例：30 歳代後半 男性
主訴：発熱 咽頭痛
既往歴・家族歴：特記すべきことなし
臨床経過：20XX 年７月下旬頃より 39˚C 台の発熱、
咽頭痛を認めた。一時解熱したが、8 月中旬より再び
発熱認められたため、近医受診。その際、白血球・血
小板減少および脾腫を指摘され、当センター血液内科
紹介受診、精査目的のため同日入院となった。入院時
の検査所見、骨髄穿刺所見より血球貪食症候群と考え
られた（図 1）。その後自然経過にて解熱し、CRP も
陰性化したが、約 1 週間後再び 39˚C 台の発熱がみら
れ、また末梢血中にいわゆる large granular lymphocyte
が出現し、リンパ球サブセットでは NK 細胞の増加が

図１ 入院時骨髄穿刺所見
胞体内に赤血球貪食像を伴った成熟組織球を認める

認められた。EBV の抗体価では、VCA IgG 高値、EA IgG
高値より EBV の再活性化が疑われ、血中ウイルス定
量を行ったところ、末梢血単核球中に、45,888 copy/µg
DNA が検出され、CAEBV が強く疑われた（表 1）。
また CD2、CD3 を用いて細胞をソーティングした後、
EBV-DNA を定量したところ、EBV 感染細胞は多くは
CD3（-）分画にある NK 細胞であり、一部 CD3（+）
分画の T 細胞と考えられた。また骨髄穿刺所見では

表1

入院時検査所見
血液検査
WBC
Band
Seg
Lym
Mon
Eos
Bas
At-ly
RBC
Hb
Ht
PLT

1,900/µl
49%
3%
38%
5%
0%
0%
5%
361 x 104/µl
10.2 g/dl
30.6%
2.3 x 104/µl

血球貪食症候群の再燃と考えられ、デキサメサゾン
（20
mg/day）、シクロスポリン（200 mg/day）による免疫
抑制療法が行われたが、その後黄疸、肝腫大が出現し、
呼吸状態の悪化を伴って第 22 病日に死亡した。
病理学的所見：肉眼的には、強い肝脾腫が認められ
たが（肝臓：2,405g、脾臓：1,300g）
、内部には結節性
病変は確認できなかった。ごく一部の肝門部リンパ節
が軽度に腫大しているほかには、リンパ節腫大も認め
なかった。組織学的には、腫大した肝門部リンパ節で
は、リンパ節の基本構造は消失し、核濃染し、核縁不
整な大小不同のリンパ球の増生で占められていた。組
織学的には悪性リンパ腫と考えられる所見であり、免
疫組織学的には、CD3ε（+）であったが、CD20（-）
、
CD4（-）
、CD8（-）であった。また in situ hybridization
法にて多数の EBER 陽性細胞を認めた（図 2）
。その
他 granzyme B（+）
、perforin（+）を示した。肝臓では、
グ鞘を中心に同様の異型リンパ球がびまん性に浸潤、
増生していた。肝臓の組織をもちいてサザンブロット
法による IgH、TCRCβ1、TCRγの遺伝子再構成を検索
したが、いずれも再構成バンドは検出できなかった。
サザンブロット法により EBV のモノクロナールな感
染様式が確認された（図 3）。以上より NK 細胞性の
悪性リンパ腫への進展と考えられた。同様の異型細胞
は、その他脾臓をはじめ、心臓、肺、回腸、副腎、腰
椎、骨、肝門部リンパ節、気管分岐部リンパ節に浸潤、
増生していた。一方血球貪食症候群を反映する所見と
して、骨髄、脾臓に赤血球貪食像を伴う組織球の著明
な増生を認め（図 4）、肝臓ではクッパー細胞が腫大
していた。

Epstein-Barr virus 抗体価
EB-EBNA
EB-VCAIgM
EB-VCAIgG
EB-EAIgG

x10
x10>
x640
x160

末梢血リンパ球表面形質
CD2
CD3
CD4
CD8
CD16
CD19
CD56

79.8%
33.7%
17.7%
28.7%
59.7%
0.7%
59.9%

（a）

（b）

考察
EBV の感染は、通常小児期に唾液を介して初感染
を受けるが、その多くは不顕性感染とされ、無症状で
経過することが多い。しかしながら思春期に初感染を
受けた場合、感染 B リンパ球の増加と共に、伝染性
単核球症を発症し、発熱、咽頭痛、肝脾腫等をきたす
が、EBV 特異的な細胞傷害性 T リンパ球（CTL）の
動員によりそれらの症状は早期に沈静化する 1)。とこ
ろが Purtilo らは致死的な伝染性単核球症を発症する
家 系 を 報 告 し 2) 、 以 後 X-linked lymphoproliferative
syndrome と称されている病態が知られている。本症
は、EBV 感染細胞に対する CTL 活性に異常があるた
め、EBV を排除できず、重症の伝染性単核球症とな

図２ 剖検時肝門部リンパ節
リンパ節基本構造は消失し、異型リンパ球で占められ、
悪性リンパ腫と考えられる（a）
、多数の EBER-1 陽性
細胞を認める（b）
（in situ hybridization 法）

図３ EBV-terminal repetitive sequence
M：サイズマーカー、1：陽性コントロール、2：陰性
コントロール、3：本例検体。単クローン性のバンド
が検出され、EBV 感染細胞の単クローン性の増殖が
考えられる

図 4 剖検時脾臓
脾内に血球貪食組織球が散見される（矢印）

り、死の転帰をとるが、ウイルス関連血球貪食症候群
を高率に合併する。ウイルス関連血球貪食症候群では、
何らかの免疫不全状態等があった場合 EBV をはじめ
としたウイルスを排除する際に T リンパ球を主体と
した細胞性免疫機構が正常に作用せず、活性化された
マクロファージが血球を貪食すると共に、種々の全身
症状をきたすとされている 3)。
EBV 感染にはこれらの急性症状を示す病態のほか
に、反復する伝染性単核球症様の症状を伴い慢性に経
過する症例が Rickinson により報告され 4) 、その後
Straus によって CAEBV として確立された 5)。その診
断基準によれば、以下の 3 項目を満たすことが必要と
されている。
① EBV 初感染に引き続いて 6 ヶ月以上重篤な全身症
状があり、抗 EBV 抗体が異常値を示す（VCAIgG x
5,120 以上、EAIgG x 640 以上あるいは抗 EBNA が x 2
以下）
② 主要臓器に組織学的に明確な侵襲がある（間質性
肺炎、脈絡膜炎、リンパ節炎、遷延性肝炎、脾腫など）
③ 侵襲を受けている臓器に EBV が量的に増加してい
る
しかしながら Kimura らの報告によれば、抗体価よ
りもむしろ、末梢血単核球中の DNA 中にウイルスコ
ピーが 102.5 copy/µg DNA 以上存在することが重要と
されている 6)。本例についても抗体価では Straus の基
準は満たさないが、ウイルス量では Kimura らの基準
を満たし、CAEBV と考えられた。CAEBV では感染
細胞より大きく T 細胞性と NK 細胞性とに分けられ
るが、それぞれについて、臨床症状等に差異があり、
T 細胞性では発熱や EBV 抗体価の上昇が目立つが、
NK 細胞性では蚊アレルギーの併発が多いとされてい
る 6)。また予後に関しても、T 細胞性の方が予後不良
とされ 6,7)、本例は、臨床症状の点からは T 細胞性に
類似していたが、EBV は主に NK 細胞に感染してお
り、同時に末梢血に NK 細胞増多が認められたこと、
肝臓に浸潤する細胞は免疫組織学的には CD3ε（+）
であったが、TCR の遺伝子再構成はみられなかった
ことなどより、NK 細胞性の CAEBV と考えられた。
また剖検所見では肝臓をはじめとした多臓器にわたっ
て、核異型を伴ったリンパ球が浸潤しており、それら
の異型リンパ球の EBV クローン解析では単クローン
性のバンドが検出され、NK 細胞性悪性リンパ腫への
進展と考えられた。
CAEBV の病理組織所見のまとまった報告は少ない
ものの、Ohshima らが 14 例の CAEBV の組織学的所
見を中心に報告している 8)。そこでは、リンパ節の病
理組織像は、大別すると、幼若化したリンパ球を伴う
傍濾胞領域の過形成をきたす hyperplastic type と壊死
や貪食組織球増多を伴う histiocytic type に分けられ、
それぞれほぼ同数に認められると報告している。
histiocytic type の 中 に は 、 EBV-terminal repetitive
sequence の解析結果が oligoclonal あるいは monoclonal
な症例が含まれており、組織学的に EBV 関連悪性リ
ンパ腫を発症したと考えられる症例では EBV-terminal
repetitive sequence は全例 monoclonal であり、EBV の
感 染 に よ り 、 polyclonal な リ ン パ 増 殖 性 疾 患 か ら
oligoclonal、さらに monoclonal な腫瘍への進展が確認
された症例も含まれている。本例においても、組織学
的には histiocytic type であり、EBV の単クローン性の

感染様式が確認されており、CAEBV の経過中に NK
細胞性の悪性リンパ腫に進展したものと考えられた。
CAEBV では本例のように比較的早期に悪性リンパ腫
に進展する例が少なからず存在しており、造血幹細胞
移植を含めた集約的治療が必要と思われる。
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