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緒　　言

肺ヒストプラズマ症は Histoplasma capsulatumの胞子
を吸入することによって肺に病変を引き起こす深在性真
菌症である．その縦隔合併症として縦隔リンパ節炎
（mediastinal lymphadenitis），縦隔肉芽腫（mediastinal 
granuloma：MG），縦隔線維症（mediastinal fibrosis）
の三つが知られている1）2）．我が国におけるヒストプラズ
マ感染症の報告は近年増加傾向にあり，肺ヒストプラズ
マ症はこれまでに 31 例が報告されているが，MGを合
併した報告はない．これまで我が国ではMGの原因と
して結核が多かったが，今回われわれは，MGを合併し
た肺ヒストプラズマ症の 1例を経験したので報告する．

症　　例

患者：49 歳男性．
主訴：胸部異常陰影（自覚症状なし）．
現病歴：2001 年まで毎年健康診断を受けていたが，

胸部異常陰影を指摘されたことはなかった．2002 年か
ら仕事で米国インディアナ州に在住した．その間に洞窟
に入ったことはなかったが，自宅の庭に鳥の巣箱があり
常に数十種類の野鳥が飛来していた．2005 年に帰国し，
健康診断の胸部X線にて左肺野結節影を指摘されたが
放置していた．2006 年の健康診断で同結節および左肺
門陰影の腫大を指摘され，埼玉県立循環器・呼吸器病セ
ンターを紹介受診した．胸部 CT（computed tomogra-
phy）検査にて左肺の結節影と，左肺門・縦隔リンパ節
腫脹を認めたため精査目的で入院した．
既往歴，家族歴：特記すべきことなし．小児期に

BCGワクチンの接種歴あり .
生活歴：喫煙歴　23 歳から 20 本/日（現喫煙者），飲

酒歴　ビール 350 ml/日（週 7日）を 30 年間（19～49 歳）
入院時現症：身長 162 cm，体重 64 kg，血圧 120/80 

mmHg，呼吸数 16回/min，脈拍 76回/min．体温 36.2℃．
皮疹はなく表在リンパ節は触知しなかった．心音は純，整，
肺音は清で副雑音は聴取しなかった．下肢に浮腫はなく，
腹部・神経学的所見に異常はなかった．
入院時検査所見：血液検査はWBC 8,500/mm3（好中

球 77.6％，好酸球 0.4％，単球 4.1％，リンパ球 17.5％），
赤血球沈降速度18 mm/h，総蛋白8.0 g/dl，アルブミン4.5 
g/dl，C 反応性蛋白 0.1 mg/dl であり，腫瘍マーカー
［KL-6，癌胎児性抗原，neuron specific enolase（NSE），
サイトケラチン 19 フラグメント，扁平上皮癌関連抗原
（SCC抗原）］の上昇を認めなかった．β -Dグルカンは1.0 
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pg/ml，アスペルギルス抗原，クリプトコッカス抗原，
HIV に対する血清抗体は陰性であった．ツベルクリン
反応検査は発赤 29×23 mm，硬結 26×20 mm，二重発
赤 54×46 mm，壊死，水疱形成はみられなかった．クォ
ンティフェロン® TB-2 G は施行しなかった．
胸部X線写真：2005 年の X線写真（Fig. 1a）と比較

して肺門陰影の増強を認め（Fig. 1b），左下肺野には 1 
cm大の結節影を認めた．
胸部 CT検査：左 S8 に 13×8 mm大の結節を認めた

（Fig. 2a）．周囲に散布影，石灰化は認めなかった．9×8 
mm大の左肺門リンパ節と，40×28 mm 大に腫大した
縦隔リンパ節を認め，縦隔リンパ節の内部には低吸収域

Fig. 1　Chest X-ray. （a） A chest X-ray on the patient’s return to Japan showed a small nod-
ule in the left lower lung field （arrow）. （b） A chest X-ray on admission showed unremark-
able change of the nodule, but a left-sided hilar lymphadenopathy had developed （arrows）.

a
b
c

Fig. 2　（a） A chest computed tomography scan showed a small nodule in the left lower lobe. 
（b, c） Contrast-enhanced computed tomography showed left hilar （c） and subcarinal （b） 
lymphadenopathy.
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を伴っていた（Fig. 2b，c）．リンパ節に石灰化は認めな
かった．
入院後の経過：肺野結節影と拡大する肺門・縦隔リン

パ節の腫脹から肺癌（T1aN2M0）や抗酸菌症，真菌症
などを疑い気管支鏡検査を行った．結節の気管支擦過と
気管支洗浄，および気管分岐部リンパ節の針穿刺吸引に
て得た検体からは，悪性細胞，抗酸菌，真菌は検出され
なかった．2006 年 6 月中旬に，診断目的で左下葉の結
節影に対して胸腔鏡下左肺部分切除術を行った．結節の
マクロ標本では径 1 cm の境界明瞭な乾酪壊死病変がみ
られ（Fig. 3），ヘマトキシリン・エオジン染色では，中
心に好酸性の凝固壊死がみられた（Fig. 4a）．壊死周囲
には炎症性の被膜を認め，弾性線維染色では，壊死の内
側は滲出性反応後の壊死（Fig. 4b，矢印），壊死の外側
は増殖性反応後の壊死（Fig. 4b，矢頭の右側）を示した．

Fig. 4　Histological features of the pulmonary specimen resected via thoracoscopy. （a） Nodular lesion in-
cluded eosinophilic and coagulative necrosis. Layers of inflammatory cells, fibrosis, and lymphoid follicles 
were found surrounding the nodules （hematoxylin and eosin staining, ×2）. （b） Elastica van Gieson stain 
of the specimen compatible with that shown in the box in A showed necrosis following exudative reaction 
with preserved alveolar tissue structure （arrow） at the inner area and necrosis following productive reac-
tion at the outer area （right side of arrowhead; Elastica van Gieson staining）. Inset: Multiple yeastlike fun-
gi were found in the central portion of the necrosis following exudative reaction. These fungi were homo-
geneously small in size, which was approximately 2-4 μm, when compared with the size of Cryptococcus 
（Grocott’s stain, ×40）. （c） The granuloma consisted of mature epithelioid cells or Langerhans’ giant cells 
（arrows; hematoxylin and eosin staining）. （d） Granulomas were found along with pulmonary arteries, and 
the medial layer of the pulmonary arteries was destroyed by granulomas （arrows; Elastica van Gieson 
staining）.

Fig. 3　Pulmonary specimen resected via thoracosco-
py. Confluent caseous necrotic lesions of about 1 cm 
were found.
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さらにグロコット染色では滲出性反応後の壊死部にのみ
多数の酵母様真菌がみられ，これらはクリプトコッカス
（4～6 μm）に比べてやや小型（2～4 μm）で大小不同に
乏しかった（Fig. 4b 挿入，囲み部分）．ムチカルミン染
色やアルシアンブルー染色は施行せず，チールネールゼ
ン染色にて抗酸菌は認めなかった．また，肺動脈周囲結
合織に肉芽腫と線維化がみられ，成熟した類上皮細胞や
ランゲルハンス巨細胞からなる肉芽腫（Fig. 4c）により
肺動脈中膜は破壊されていた（Fig. 4d）．
胸部 CT所見，海外渡航歴，病理所見からヒストプラ

ズマ症を疑い，千葉大学真菌医学研究センターに血清を
送付したところ血清抗ヒストプラズマ抗体（免疫拡散法）
が陽性であった．また，摘出した肺検体を用いて poly-
merase chain reaction 法を行ったところ，H. capsulatum

株の塩基配列と 100％一致した．以上から本症例を肺ヒ
ストプラズマ症と診断し，縦隔病変は経過と画像所見よ
りMGと診断した．診断翌日からフルコナゾール（fluco-
nazole：FLCZ）400 mg/日の経静脈投与を 1ヶ月間行い，
退院後も同剤 400 mg/日の経口投与を継続した．2ヶ月
後の外来で行った胸部CT検査では縦隔リンパ節の縮小
を認めた．その後も当センターで経過観察し，6ヶ月で
治療を終了した．2006 年 8 月の胸部 CT検査では縦隔，
肺門リンパ節腫大を認めず，それ以後は通院していない．

考　　察

現在米国におけるヒストプラズマ感染症の新規発生患
者数は，年間 50 万人と言われ，一般的な真菌感染症と
して知られる3）．H.capsulatumの流行地はアメリカ中央
部のミシシッピー川流域や中南米，オーストラリアなど
世界中にみられる．海外旅行が一般化した現在，我が国
でも近年発生の報告は急速に増加している4）．しかし，
我が国からの報告例の約 20％には渡航歴がなく，国内
での感染が疑われる症例もある5）～7）．H. capsulatumは，
自然環境では菌糸形，感染した宿主内では酵母形として
発育する二形性真菌で，湿潤な土壌に分布し，鳥やコウ
モリの糞により土壌が汚染されると発育が促進される2）．
本症例は帰国後に初めて陰影を指摘されたこと，H. cap-

sulatumの流行地に 3年間在住し，現地の自宅庭に野鳥
が頻繁に飛来していたことから，米国で H. capsulatum

に感染したと考えられた．
本症例では，血清学的および遺伝子学的に肺ヒストプ

ラズマ症と診断した．肺ヒストプラズマ症の診断方法と
しては，それ以外に分離培養（同定）法，病理組織学的
診断，抗原検出法などが用いられている．ただし，分離
培養（同定）法は検査中の感染事故の危険を伴い，専門
施設において施行することが推奨されているので注意が
必要である．

肺ヒストプラズマ症は急性，慢性，播種性に分けられ
る1）．急性は多くの場合，無症状か軽い感冒様の症状を
呈し，1ヶ月以内に軽快する．慢性は結核に類似した空
洞を形成することや，初感染の治癒過程でヒストプラズ
マ腫と呼ばれる肉芽腫を形成することがある1）2）．播種型
は後天性免疫不全症候群など細胞性免疫の低下する疾患
や乳幼児，高齢者にみられる．本症例の肺病変は，慢性
的な経過，画像および病理所見よりヒストプラズマ腫と
考えた．
ヒストプラズマ症の縦隔病変としては縦隔リンパ節炎，

MG，縦隔線維症が知られている1）．縦隔リンパ節炎は
急性肺ヒストプラズマ症に伴って縦隔リンパ節が炎症性
に腫大する病態を指す．一方，MGと縦隔線維症は慢性
ヒストプラズマ症の合併症である．MGは肉芽腫性炎症
により縦隔リンパ節が腫大した病態であり，Garrett ら8）

によればヒストプラズマ症 94 例中 19 例に認めたと報告
されている．また，縦隔線維症は縦隔に広範な線維増生
をきたす病態である2）．MGの一部が縦隔線維症へ進展
するとの仮説9）があるが，両者の成因はそれぞれ別の病
態との考え10）もある．MGは，過去には縦隔鏡や胸腔鏡
によって得られた組織所見に基づいて診断されていたが，
近年は胸部 CT検査所見による診断も可能とされ11），内
部に低吸収域と造影効果のある隔壁を認めることが特徴
的な所見と報告されている12）．本症例では縦隔リンパ節
の生検を行わなかったが，CT検査では気管分岐部リン
パ節が内部に低吸収域を呈して径 40 mm大に腫大し，
MGに矛盾しない所見と考えた．Parish ら11）は縦隔病変
に関して，肉芽腫が主体の場合に抗真菌薬の有効性が期
待できると述べており，FLCZ を投与した 2ヶ月後に縦
隔リンパ節の縮小を認めた点もMGに矛盾しないと考
えた．
我々が検索できた，我が国でのヒストプラズマ症の報
告 33 例（会議録を除く）のうち，肺病変を有する症例
は 27 例（急性肺ヒストプラズマ症 11 例，播種性ヒスト
プラズマ症 8例，ヒストプラズマ腫 7例，慢性空洞性ヒ
ストプラズマ症 1例）であった．石灰化や娘結節の存在
がヒストプラズマ腫と肺癌との鑑別に有用な画像所見で
あるとの指摘もある2）が，我が国のヒストプラズマ腫 7
例の CT検査所見では，石灰化 1例，周囲の娘結節 1例
とその頻度は低い．一方で血管の集束や胸膜陥入像を 5
例に，増大傾向を 2例に認め，いずれの症例も肺癌が否
定できないため手術を施行されていた．本症例も石灰化
や娘結節を認めず，肺癌との鑑別は困難であった．
我が国からの報告 33 例のうち，縦隔病変の記載があっ

たものは 4例であった．それらの記載は「ソラ豆大～示
指頭大のリンパ節腫大」1例7），詳細なサイズは不明だ
が低吸収域を内部に含むリンパ節腫大1例13），「軽度腫大」
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1 例14），「リンパ節腫大あり」1例15）であり，石灰化は 1
例も認めなかった．4例の病型は，2例が播種性ヒスト
プラズマ症，別の 2例は慢性肺ヒストプラズマ症（慢性
空洞性ヒストプラズマ症 1例，ヒストプラズマ腫 1例）
であった．
本症例では，胸部X線写真で肺野病変（ヒストプラ

ズマ腫）が確認された 1 年後，肺門陰影が増大した．
CT検査では縦隔リンパ節腫大が明らかであり，肺門お
よび縦隔リンパ節が 1年の間に増大したと考えられる．
切除された肺の組織所見では乾酪壊死の内側が滲出性反
応後の壊死を示し，外側は増殖性反応後の壊死を示した．
つまり，滲出性反応後の壊死を特徴とする初感染病変が
形成された後，何らかの原因で内因性再燃が起こり，同
心円状に被包部位に壊死が出現したと考えられた．また，
血管周囲結合織に肉芽腫がみられたことより，菌体を貪
食したマクロファージがリンパ路で肉芽腫を形成したこ
とを示していた．肺に初感染病巣と内因性再燃像を認め
たこと，リンパ行性進展を認めたこと，肺病変が認めら
れた 1年後に肺門および縦隔リンパ節の増大が確認され
たことを総合すると，リンパ節も何らかの原因で起こっ
たヒストプラズマ症の内因性再燃により腫大したと考え
た．
MG，縦隔線維症では，増大・進展時に縦隔内臓器の
圧迫・閉塞が臨床上問題となる．MGが好発するリンパ
節は右気管傍リンパ節と気管分岐部リンパ節であり16），
前者では上大静脈と奇静脈の閉塞が起こりうる一方，後
者では肺動静脈や食道，主気管支の圧迫・閉塞が問題と
なる．本症例は 1年以内に進行したリンパ節の増大を無
症状のうちに発見した．周囲への圧迫・閉塞所見は認め
なかった．
治療は症状，病型により異なるが，一般にヒストプラ

ズマ腫では治療を必要としない1）．MGについても治療
は推奨されていないが，周囲臓器への圧迫・閉塞を認め
る場合にはイトラコナゾール（ITCZ）を 6～12 週間投
与することが推奨されている1）．本症例では縦隔病変が
拡大傾向を示しており，周囲組織への圧排も懸念された
ため抗真菌薬の投与を行った．一方，本症例の診断時に
は安定した血中濃度が得られにくい ITCZ カプセルしか
我が国にはなかったため，FLCZ の投与を行った．その
結果，肺門・縦隔リンパ節はともに縮小し，その後は陰
影の悪化を認めていない．FLCZ が有効であった症例は
過去にも報告されている17）が，現在は FLCZ に比して
ITCZ の抗菌力が優れていると考えられている1）ため，
ITCZ 内用液が市販されている現在は，同薬を第一選択
にするべきであろう．
MGを合併した肺ヒストプラズマ症（ヒストプラズマ
腫）の 1例を経験した．肺ヒストプラズマ症は我が国で

も近年増加傾向にあり，今後縦隔病変を伴った報告も増
えてくるであろう．画像上肺癌との鑑別を要する場合も
あるが，本症を考慮に入れ渡航歴の聴取や血清，組織学
的検査を行うことが診断の鍵になると思われる．また
MGを合併した場合，抗真菌薬による治療が必要か，今
後症例を集積する必要がある．
本稿の内容は，第 81 回日本感染症学会総会（2007 年，東京）

で発表した．本稿の画像の一部は日本臨牀社の掲載許可を得
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Abstract

A case of pulmonary histoplasmosis with mediastinal granuloma

Takashi Ishiguro a, Noboru Takayanagi a, Yutaka Tsuchiya a, Yutaka Sugita a, 
Yoshinori Kawabata b and Katsuhiko Kamei c 

a Department of Respiratory Medicine, Saitama Cardiovascular and Respiratory Center
b Department of Pathological Diagnosis, Saitama Cardiovascular and Respiratory Center

c Medical Mycology Research Center, Chiba University

A 42-year-old man presented to our hospital for hilar lymphadenopathy and a nodule in the left lower lung 
field with no symptoms. The nodule had been noted in a medical exam performed 1 year earlier, just after the pa-
tient had returned to Japan from the United States. Chest computed tomography showed a left-sided pulmonary 
nodule and hilar and mediastinal lymphadenopathy. A lung specimen obtained via thoracoscopy showed yeastlike 
fungi, and serum antibody against Histoplasma capsulatum was positive. The results of polymerase chain reaction 
analysis of the resected pulmonary specimen were compatible with H. capsulatum. Mediastinal lesion was regard-
ed as a mediastinal granuloma on the basis of the clinical course and radiological findings. Fluconazole was admin-
istered, which shrunk the mediastinal lesion. We report this case because in Japan there have been no previous re-
ports of pulmonary histoplasmosis developing a mediastinal granuloma.
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