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緒　　言

高 IgM症候群は，免疫グロブリン遺伝子のクラスス
イッチの異常によって B細胞の IgG，IgA 産生能が低
下し免疫不全をきたす原発性の疾患である．免疫グロブ
リンの IgMから IgG，IgA へのクラススイッチが障害
され，血液中の免疫グロブリンが低値となり易感染状態
となる．今回我々は，気管支喘息を合併した高 IgM症
候群を経験した．高 IgM症候群について，また低 IgA
血症と気管支喘息との関連について文献的考察を加え報
告する．

症　　例

患者：29 歳，女性．
主訴：発熱，呼吸困難．
既往歴：2歳，免疫グロブリン製剤投与時にアナフィ
ラキシーショック．21 歳，妊娠時に抗リン脂質抗体陽
性を指摘された．アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎
の既往なし．鼻茸を指摘されたことなし．
家族歴：両親，兄弟に免疫不全なし．長女が幼少時に

原発性免疫不全症候群と診断されている．家族内に気管

支喘息なし．
喫煙歴：なし．
動物飼育歴：なし．
職歴：主婦．
現病歴：1歳時に肺炎，敗血症に罹患し，2歳時に原

発性免疫不全症候群と診断された．また幼少児から中耳
炎，副鼻腔炎，扁桃腺炎に繰り返し罹患し，小学生のこ
ろに慢性副鼻腔炎と診断された．15 歳時より気管支喘
息発作が出現するようになり，テオフィリン（theophyl-
line）製剤の定期内服が開始された．19 歳時より吸入ス
テロイド，ロイコトリエン受容体拮抗薬も併用していた
が年に数回は発作が起こり，その都度β2 刺激薬の吸入，
ステロイドの点滴もしくは内服で改善していた．22 歳
時に転居のため新潟市民病院を紹介受診，その後も小児
期同様に感染症に罹患しやすく年に 5回程度は急性気管
支炎や急性肺炎と診断され加療を受けている．23 歳時
の胸部 CTで気管支拡張像が認められ，また持続的な上
気道，下気道感染も認められたことから副鼻腔気管支症
候群と診断され，マクロライド少量持続投与が開始され
た．最終的な使用薬剤は，ブデソニド/ホルモテロール
（budesonide/formoterol）吸入薬［シムビコート®（Sym-
bicort®）］8吸入，プランルカスト（pranlukast）450 mg，
テオフィリン 300 mg，クラリスロマイシン（clarithro-
mycin）100 mg とステップ 4 の治療であり，発作は月
に数回であったことから重症持続型の気管支喘息であっ
た．今回，入院の 6日前より発熱，膿性痰が出現し 2日
前から呼吸困難も出現．胸部X線写真で左肺に浸潤影
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を認め，肺炎の加療目的に入院した．
身体所見：身長 156 cm，体重 69 kg，血圧 134/72 

mmHg，呼吸数 32 回/min，脈拍 120 回/min・整，体温
38.2℃，SpO2 97％（室内気），心雑音なし，両側全肺野
にwheeze 聴取，腹部平坦・軟，肝・脾触知しない，下
腿浮腫なし，リンパ節腫脹なし，ばち指なし．
検査所見（Table 1）：入院時の血液検査では好中球数

の増加が認められ，CRP も上昇していた．血液中リン
パ球数は正常であり，T細胞，B細胞数もほぼ正常であっ
た．血清蛋白のγグロブリン分画は正常範囲内であった
が，IgG，IgA値は低下し，IgM値は上昇していた．喀
痰培養では肺炎球菌が検出され，尿中肺炎球菌抗原も陽
性であった．
画像所見：入院時の胸部X線写真（Fig. 1）では，左
下肺野に浸潤影を認めた．入院時の胸部 CT（Fig. 2）
では右上葉優位に気管支拡張像を認め，左下葉は無気肺

となっていた．また左上葉に浸潤影を認めた．
経過：検査，画像所見より肺炎球菌による急性肺炎と
診断，A-DROP は 0 であったが呼吸がかなり促迫して
いたことから入院加療とし，メロペネム（meropenem）
の点滴静注を開始した．また両側全肺野にwheeze を聴
取したことから気管支喘息発作を併発していると考え，
β2 刺激薬の吸入を開始した．これらの治療により発熱
や痰などの自覚症状や炎症所見は速やかに改善，その後
もwheeze はしばらく聴取されたが数日後には改善し，

Fig. 1　Chest X-ray on admission showed consolidation 
in the left lower lung field.

Fig. 2　Computed tomography on admission showed 
bronchiectasis predominantly in the right upper lobe, 
consolidation in the left upper lobe, and lobar atelecta-
sis of the left lower lobe.

Table 1　Laboratory findings on admission

Hematology Biochemistry Serology
　WBC 14,700/μl 　TP 6.7 g/dl 　CRP 3.31 mg/dl
　　Neu 88.8％ 　　Alb 64.0％ 　IgG 640 mg/dl （825-1,852）
　　Lym 6.6％ 　　γ 13.5％ 　IgA 47 mg/dl （91-385）
　　Mon 2.8％ 　AST 10 IU/L 　IgM 420 mg/dl （11-185）
　　Eos 1.4％ 　ALT 5 IU/L 　IgE 66 IU/ml （0-173）
　　Bas 0.4％ 　LDH 129 IU/L 　C3 82 mg/dl （77-146）
　RBC 479×104/μl 　ALP 182 IU/L 　C4 14 mg/dl （13-34）
　Hb 13.1 g/dl 　BUN 9.7 mg/dl 　ANA ×40
　Ht 40.5％ 　Cr 0.5 mg/dl 　β-D-Glucan ＜1.2 pg/ml
　Plt 10.0×104/μl 　Na 136 mEq/L

　K 4 mEq/L Sputum culture
Lymphocyte population 　Cl 101 mEq/L 　S. pneumoniae 3＋
　T cell 76.3％ （66-89） 　CK 6 mg/dl
　B cell 15.9％ （4-13） Urinary antigen
　CD4/8 0.48（0.40-2.30） 　S. pneumoniae ＋
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第 6病日に退院した．過去の検査結果を振り返ると，当
院受診時からの 7年間で血清中の IgG が 430～640 mg/
dl，IgA が 43～63 mg/dl と常に低値であった．一方で
IgMは 280～420 mg/dl と比較的高値であり，幼少時よ
り感染症を繰り返していること，および血液中の B細
胞数が正常であることから，本症を高 IgM症候群と診
断した．肺炎球菌ワクチンの接種を行い，現在外来に定
期通院中である．

考　　察

高 IgM症候群は，血清中の IgG，IgA，IgE が低下す
る一方で IgMは高値または正常値を示す原発性免疫不
全症候群であり，免疫グロブリン遺伝子のクラススイッ
チの異常によって B細胞の IgG，IgA，IgE 産生能が低
下する，比較的まれな疾患である1）．必ずしも「高」
IgM血症ではないことから「クラススイッチ異常症」
という診断名に変更しようとする動きもある．高 IgM
症候群の基本病態は抗体産生不全による易感染性である．
これは，親和性が高く中和抗体やオプソニン抗体の多く
が属する IgG や，局所免疫に重要な IgA が十分に産生
されないと，IgMが正常ないし高値であっても生体の
感染防御がうまく機能できないためと考えられている2）．
そのため化膿菌感染の重症化がみられ，上気道，下気道
感染，中耳炎，化膿性リンパ節炎，敗血症などに反復罹
患する3）．本症例でも幼少時より中耳炎や副鼻腔炎を繰
り返し，慢性的な下気道感染症から気管支拡張もきたし
ており，免疫不全によるものと考えられた．
高 IgM症候群はその多くに遺伝子異常が見つかってお

り，原因遺伝子により1～5型に分類されている．最初に
発見された1型（hyper-IgM syndrome type 1：HIGM1）
は，活性化T細胞上に発現する CD40 リガンド異常症
である．そのほか同定された原因遺伝子には，HIGM2
の AID（activation induced cytidine deaminase）遺伝子
や，HIGM3の CD40 遺伝子，HIGM5の UNG（uracil-DNA 
glycosylase）遺伝子などがある4）．HIGM1およびHIGM3
はCD40リガンドおよびCD40遺伝子の異常であるため，
B細胞のみならずT細胞の機能不全も伴い，真菌，サイ
トメガロウイルス，結核などの感染もみられる5）6）．その
ため 25 歳での生存率は約 20％7）と予後不良の疾患群で
あり造血幹細胞移植の対象となるが，HIGM2，HIGM4，
HIGM5 では比較的予後は良好である．遺伝形式につい
ては，HIGM1 は伴性劣性遺伝であり6）8）9），患者はほとん
どが男性である．HIGM2～5については通常は常染色体
劣性遺伝であるが，AID遺伝子変異をもつHIMG2 の一
部にその dominant negative 効果により常染色体優性遺
伝形式をとるものがあることが金子と近藤10）によって報
告された．本症例では同意が得られず遺伝子的な検索は

行っていないが，女性であること，患者の長女も原発性
免疫不全症候群と診断されていることから，常染色体優
性遺伝形式をとる何らかの遺伝子異常が疾患に関与して
いることが示唆され，金子と近藤の報告するHIGM2 で
ある可能性もある．
また本症例は，以前より気管支喘息としての加療も受
けていた．感染改善後に外来で行った呼吸機能検査では
明らかな閉塞性障害を認めず，気管支拡張薬での可逆性
も認められなかった．しかしながら以前からの診療経過
で，明らかに気道感染と関連のない喘鳴発作も繰り返し
出現しており，β2 刺激薬吸入のみで一時的な改善が常
に得られていることから，臨床的に本症例には気管支喘
息の合併があると考えられた．今回のような発作の直接
的な誘因は気道感染とも推察されるが，気管支喘息の発
症については血清中の IgA 値が低いことが関連してい
る可能性がある．Pasquier ら11）は血清中 IgA の生理的
な役割としての抗炎症作用について述べている．マクロ
ファージや樹状細胞，Kupffer 細胞といった骨髄球系の
細胞表面には IgAの Fc部位と結合する受容体（FcαRI）
が発現しているが，彼らによれば FcαRI は免疫受容体
チロシン活性化モチーフ（immunoreceptor tyrosine-
based activation motif）を有しており，受容体からの刺
激により抑制性の蛋白である Src 相同 2（SH2）ドメイ
ン含有ホスファターゼ（SH2 domain-containing phos-
phatase：SHP-1）が動員される．つまり血中において
単量体の IgA が FcαRI に結合することにより，SHP-1
を介した抑制性のシグナル伝達が細胞内に起こるとして
おり，IgAによる受容体刺激が自己免疫性疾患などの炎
症性疾患に抑制的に働く可能性について述べている12）．
Jacob ら13）の報告によれば，IgA単独欠損症の患者群で
はアトピー性皮膚炎や気管支喘息といったアレルギー疾
患の合併率が 48％，慢性甲状腺炎や SLE などの自己免
疫性疾患が 19％と高く，本症例でも上記のような機序
により難治性の気管支喘息の病態がもたらされている可
能性も考えられる．健常者群に比べ，気管支喘息患者群
において血清中の IgA 値が有意に低かったとする報告
もあり14），IgA低値が喘息の悪化因子になっていること
も示唆された．また本症例ではIgGや IgAは低値であっ
たが，IgE は 66 IU/ml と正常範囲内であった．ハウス
ダスト，ダニ，カンジダ，アスペルギルスなどの IgE
（RAST）は class 0 ではあったが，総 IgE が低値となら
なかったのは本症例が IgE を産生するような何らかの
アトピー素因を有しているためである可能性があり，気
管支喘息がアトピー型である可能性も考えられた．
慢性気道感染症はしばしば遭遇する疾患だが，難治性
のものや若年時より気管支拡張をきたす症例の場合，免
疫不全症候群が基礎疾患として存在する可能性を念頭に
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置く必要がある．また本症例では免疫不全症と気管支喘
息とが合併していたが，それらはいずれも免疫異常症と
してとらえることもでき，両者の関連性についての考察
は今後の研究，治療の一助となると思われ報告した．
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Abstract

A case of hyper-IgM syndrome associated with bronchial asthma

Hiromi Cho, Takashi Shimizu, Takeshi Koizumi, Yuka Kimura,  
Takafumi Tetsuka, Kazuhiko Ito and Hiroki Tsukada

Department of Respiratory Medicine, Niigata City General Hospital

The hyper-IgM syndrome is a rare primary immunodeficiency disorder caused by genetic mutations. It is 
characterized by recurrent infections with decreased IgG and IgA levels, but normal or elevated IgM levels in 
the serum. We describe the case of a 29-year-old female with a history of recurrent bacterial infections since 
childhood. Laboratory findings showed abnormal serum immunoglobulins, IgG 640 mg/dl （reference range: 825-
1,852 mg/dl）; IgA 47 mg/dl （reference range: 91-385 mg/dl）; and IgM 420 mg/dl （reference range: 11-185 mg/
dl）. But blood B-cell count was normal. These findings were compatible with the diagnosis of hyper-IgM syn-
drome. Additionally, bronchial asthma was diagnosed at the age of 15 year; thereafter asthmatic attacks oc-
curred frequently. We describe the characterization of hyper-IgM syndrome and the association between low 
levels of serum IgA and bronchial asthma.
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