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緒　　言

家族性間質性肺炎（familial interstitial pneumonia：
FIP）は，2005 年までに世界で 108 家系 181 人の報告が
ある1）．特発性間質性肺炎患者中 0.5～2％に発症し2），若
年発症例が多く3），長期予後が比較的良好などの特徴が
あるとされている．

【症例 1】
患者：78 歳，女性．
主訴：呼吸困難．
既往歴：狭心症，胃潰瘍，脂質異常症，動脈弁閉鎖不

全，僧帽弁閉鎖不全，三尖弁閉鎖不全．膠原病なし．
家族歴：父が心疾患，妹が間質性肺炎，弟が間質性肺

炎．
生活歴：喫煙歴なし，飲酒歴なし，ペット飼育歴なし．
生家にサイロができたときには，すでに別居していた．
アスベスト曝露歴なし．

職業歴：主婦．
病歴および経過：57 歳頃より間質性陰影を指摘され
ていた．62 歳時，特発性肺線維症（idiopathic pulmo-
nary fibrosis：IPF）と診断され，一時ステロイド薬を
投与されたが無効であった．その後近医で経過観察され
ていたが，呼吸器症状は徐々に増悪し，在宅酸素療法が
導入された．身体所見ではばち状指を認め，fine crack-
le を聴取し，入院半年前の血液検査ではKL-6 702～839 
U/ml，SP-D 98.5～127 ng/ml を推移していた．同時期
の呼吸機能検査ではVC＝1.42 L，％VC＝71.4％，FEV1.0＝
1.26 L，FEV1.0％＝92.6％を認めていた．78歳時（2006年），
インフルエンザウイルス感染を契機に急性増悪をきたし，
全身管理を行ったものの呼吸不全の進行により死亡した．
家族の了承を得て病理解剖を行った．
胸部 CT（Fig. 1A）：両側胸膜直下を中心に蜂巣肺を

認める．
病理解剖（Fig. 1B）：肉眼的に蜂巣肺が明らかであり，

組織学的に通常型間質性肺炎（usual interstitial pneu-
monia：UIP）の所見を認める．

【症例 2】
患者：68 歳，女性．
主訴：咳嗽，喀痰．
既往歴：脂質異常症．気管支喘息なし．
家族歴：父が心疾患，姉が間質性肺炎，弟が間質性肺
炎．
生活歴：喫煙歴なし，飲酒歴なし，アレルギーなし，
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ペット飼育歴なし，加湿器使用なし．
居住歴：築 30 年以上の木造家屋．
職業歴：実家にサイロがあり，15 歳まで酪農の手伝

いを行っていた（牛の餌を作るサイロがあった）．23 歳
頃結婚し，嫁ぎ先が板金屋であったが，仕事内容は事務
のみであり，現場に出ることはなかった．
現病歴：2001 年の健康診断では胸部X線異常を指摘

されていなかった．2004～2005年頃から誘因なく咳嗽・
喀痰が出現するようになり，2006 年 10 月の健康診断時
の胸部X線で間質性陰影を指摘され，2007 年 4 月に気
管支鏡検査を施行された．気管支肺胞洗浄検査は，総細
胞数 3.3×105/ml，細胞分画：マクロファージ 20％，好
中球 17％，リンパ球 61％，好酸球 2％，CD4/CD8 4.30，
一般細菌陰性，抗酸菌陰性，TB-PCR（－），MAC-PCR
（－），真菌抗原陰性，病理細胞診Class Ⅰであった．経
気管支肺生検では，肺胞壁にリンパ球を主体とする軽度
の慢性炎症細胞浸潤に加え，軽度の線維化と肺胞隔壁の
肥厚を認めた．動脈血ガス所見（室内気）は pH 7.418，
PaCO2 39.4 mmHg，PaO2 69.2 mmHg，BE 0.5，HCO3－ 

24.9 mmol/L，呼吸機能検査はVC 1.62 L，％VC 74.0％，
FEV1.0 1.47 L，FEV1.0％ 94.8％であった．なお，血清抗
Trichosporon asahii 抗体および抗Trichosporon mucoi-
des 抗体は陰性であった．この時点での腎機能は正常で
あり，胸腔鏡下肺部分切除術（video-assisted thoracic 
surgery：VATS）による精査は希望せず，外来経過観
察中であった．2010 年 3 月，腎機能障害が出現し，精
査目的で済生会宇都宮病院腎臓内科に入院となった．
入院時現症：身長 141.0 cm，体重 33.6 kg．血圧 146/60 
mmHg，脈拍 84/min・整，体温 35.9℃．結膜に明らか
な貧血や黄疸を認めない．表在リンパ節を触知せず．胸
部：心音純．肺野 右下肺野 fine crackle 聴取．腹部異常
所見なし．四肢に浮腫なし．ばち状指なし．神経学的に
異常なし．
入院時検査所見：血液検査でヘモグロビン 9.3 g/dl，

CRP 7.1 mg/dl を認めた．Cr 4.19 mg/dl まで上昇し，尿
蛋白は（3＋）であった．KL-6 2,580 U/ml，SP-D 148 
ng/ml を認め，P-ANCA 158 EU，C-ANCA＜10 EU，抗
糸球体基底膜抗体は陰性であった．

Fig. 1　Case 1. （A） Chest CT scan on admission shows honeycomb changes in both lung fields. 
（B） Microscopic features of the lung specimen obtained by autopsy shows advanced usual in-
terstitial pneumonia ［hematoxylin-eosin （HE） staining, ×200］.

Fig. 2　Case 2. （A） Chest CT scan in 2011 shows thickening of bronchi with patchy attenuation 
in both lung fields. （B） Microscopic features of renal biopsy specimen shows fibrocellular 
crescent formation and glomerular tuft necrosis ［periodic acid methenamine silver （PAM） 
staining, ×200］.
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入院後経過：2010 年 3 月，腎生検の結果，壊死性半
月体形成性糸球体腎炎を認め（Fig. 2B），ANCA関連血
管炎と診断された．本症例はANCA関連血管炎のうち
microscopic polyangitis（MPA）に該当し，病型分類と
して重症例（肺腎型）に相当すると考えられた．プレド
ニゾロン（prednisolone：PSL）30 mg/日連日に加え，
シクロホスファミド（cyclophosphamide：CyA）400 mg
を月 1 回投与開始した．徐々に血清 Cr 値や ANCAは
低下した．2回目の CyA投与後に腸管気腫症を併発し，
副作用の可能性が否定できなかったため CyAは以後中
止し，PSL 単独で外来経過観察中である．2011 年 1 月
の胸部 CT（Fig. 2A）では間質性陰影を認めるが，入院
時より画像所見は改善傾向を示し，自覚症状は安定して
いる．

【症例 3】
患者：63 歳，男性．
主訴：呼吸困難．
既往歴：右膝半月板損傷．
家族歴：父が心疾患，2人の姉が間質性肺炎．
生活歴：喫煙 40 本/日×40 年，飲酒歴機会飲酒，ペッ

ト飼育歴なし，加湿器使用歴なし，アレルギーなし．
居住歴：築 12 年の木造家屋．
職業歴：実家にサイロがあり，15 歳まで酪農の手伝

いを行っていた（牛の餌を作るサイロがあった）．15～
20 歳：横浜で旋盤工として勤務（自動車のギアの切断
など）．20～20 歳代半ば：東京で佃煮屋勤務．20 歳代半
ば～40 歳：次姉（症例 2）の嫁ぎ先である板金屋に勤務，
40 歳まで工場部門で屋根を担当し，アスベストの吹き
付けに曝露される環境にあった．40～60 歳：同板金屋
の住宅部門に移動，屋根を担当するが，アスベストに曝
露される環境ではなくなった．60 歳：定年退職．

病歴および経過：2006年11月頃から咳嗽・易疲労感・
息切れが出現，次第に増悪したため 2007 年 1 月済生会
宇都宮病院初診．定期的な検診受診歴はなし．ばち状指
を認め，胸部 CT上，両側に間質性陰影を認めた（Fig. 
3A）．KL-6 は 3,230 U/ml であった．気管支鏡検査を施
行したが，確定診断には至らず，右中葉と右下葉の一部
でVATSを施行し，病理学的にUIP と診断された（Fig. 
3B）．血清学的にリウマチ因子（－），抗核抗体 160 倍，
抗 Jo-1 抗体（－），抗 SS-A 抗体（－），抗 SS-B 抗体（－），
抗RNP抗体（－），抗 Sm抗体（－）かつ他の誘因は明
らかではなく，IPF と臨床診断した．ステロイドを含め
た免疫抑制剤は使用せず，経過観察中である．2007 年 6
月に在宅酸素療法を導入したが，徐々に牽引性気管支拡
張像・蜂巣肺が明らかとなり，肺の線維化が進行してい
る．
本家系は同一家族内に IPF（姉と弟）の発症があり，

FIP 症例と考えられた．次女に関しては画像，気管支鏡
検査所見より当初特発性間質性肺炎と考えていたが，後
に腎機能障害・ANCA高値が判明し，ANCA関連血管
炎を発症した症例であった．

考　　察

FIPは1907年にSandozらによって初めて報告された4）．
その後さまざまな定義がなされてきたが，現在では 1家
系内に 2人以上の特発性間質性肺炎患者が存在する，と
の定義が一般的に受け入れられている3）．特発性間質性
肺炎患者中 0.5～2％に発症し2），特発性間質性肺炎に比
べ若年発症例が多く3），長期予後が比較的良好，などの
特徴があるとされている．
症例 1は剖検結果より組織学的にUIP，症例 2は画像
所見，気管支鏡所見のみであるが，腎生検結果を合わせ
ANCA関連血管炎と診断された．症例3はVATSによっ

Fig. 3　Case 3. （A） Chest CT scan in 2007 shows diffuse ground-glass opacities in both lung 
fields. （B） Microscopic features of the lung specimen obtained by VATS specimen shows mi-
croscopic honeycombing, transition from fibrosis to normal lung tissue, and fibroblastic foci 
（HE, ×200）.
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て組織学的にUIP と確定診断された．鑑別診断として
過敏性肺炎，アスベスト関連肺疾患，ANCA関連血管
炎が重要であるが，症例 1は他の 2症例が働いていたサ
イロができたときにはすでに結婚し別居しており，アス
ベスト曝露歴もなく，ANCA測定歴はないものの腎機
能障害や蛋白尿の既往はなかった．症例 2はサイロでの
仕事歴があるが，明らかなアスベスト曝露歴はなく，居
住歴，職業歴，ペット飼育歴，症状の出現パターン，画
像所見，抗Trichosporon 抗体陰性などからアスベスト
関連肺疾患や過敏性肺炎の可能性は低いと判断した．症
例 3はサイロでの仕事歴とアスベスト曝露歴があるもの
の病歴，検査所見，画像所見，検体からアスベスト小体
が証明されなかった点から IPFと診断した．またANCA
は陰性であり，現在までに腎機能障害・蛋白尿を認めて
ない．
症例 2は ANCA関連血管炎と診断されたが，ANCA

関連血管炎は原発性血管炎のうち，特に中小型血管が障
害され，その血中にANCAが検出されることを特徴と
した疾患群であり，MPA，Wegener’s granulomatosis
（WG），Churg-Strauss syndrome が含まれる．他疾患
を除外し主要症状，組織所見，検査所見から総合的に判
断する必要がある．我々が検索した範囲では，家族性間
質性肺炎症例中，ANCA関連血管炎例の報告は認めら
れなかった．
Steele ら5）は 309 例の FIP 患者と 360 例の間質性肺炎
未発症者を比較し，高齢，男性，喫煙歴が FIP 発症の
危険因子であり，遺伝的な要因と環境因子の相互作用の
結果，FIP を発症すると述べている．またFIP 患者のう
ち 85％は IPF/UIP であったが，そのほかにも非特異性
間質性肺炎（nonspecific interstitial pneumonia：NSIP），
特発性器質化肺炎（cryptogenic organizing pneumonia：
COP），分類不能型などが存在し，病理組織型の相違が
指摘されている．本症例では男性 1例に喫煙歴があるの
みであったが，診断時の年齢は 3例ともに 60 歳以上と
比較的高齢であった．また 3例中 2例は IPF/UIP，1 例
はANCA関連血管炎に伴う肺病変であり，報告同様に
同一家系でも異なる病理組織型であった．
FIP の発症機序に関して，さまざまな遺伝子変異が関

与することが指摘されている．特に surfactant protein 
C（SFTPC）遺伝子6）7），ATP-binding cassette transport-
er A3（ABC-A3）遺伝子8），telomere reverse transcrip-
tase（TERT）と telomere RNA component（TERC）
のテロメラーゼ遺伝子変異9）が肺胞上皮の機能異常を引
き起こし，発症に関与する可能性が報告されている．ま
たWG，P-ANCA 関連腎炎と HLA-DR9 との関連が報
告されており，日本人におけるANCA関連血管炎の関
連遺伝子と考えられている10）．我々は症例 2，3の SFTPC

遺伝子異常に関して他機関に検索を依頼したが，同様の
異常所見は検出されなかった．
FIP は特発性間質性肺炎患者中 0.5～2％に発症すると

されているが，日常の診療で詳細に評価されている症例
は少ない．近年遺伝子変異に関する知見が得られてきて
おり，病態解明により治療法や予後改善につながること
が期待される．我々は，FIP のうち 1 例にANCA関連
血管炎をきたした，まれな 1姉弟例を経験したので報告
した．
本論文の要旨は第 569 回日本内科学会関東地方会（東京）
において報告した．
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Abstract

A sibling case of familial interstitial pneumonia,  
including ANCA-associated vasculitis

Taro Okabe a, Hidefumi Koha, Nobufumi Kamiishi a, Akihiko Sudo a, 
Hidenori Takahashi a, Atsushi Chiyotani a, Yoshishige Kimurab, 

Atsushi Tajimab, Yasuhiro Ohkubo c, Akira Umedad and Makio Mukai e
aDivision of Pulmonary Medicine, Department of Internal Medicine, Saiseikai Utsunomiya Hospital

bDepartment of General Thoracic Surgery, Saiseikai Utsunomiya Hospital
cDivision of Nephrology, Department of Internal Medicine, Saiseikai Utsunomiya Hospital

dDepartment of Pulmonary Medicine, International University of Health and Welfare, Shioya Hospital
eDepartment of Pathology, Keio University School of Medicine

Case 1: A 78-year-old woman was diagnosed as idiopathic pulmonary fibrosis （IPF） at 62 years old and re-
ceived medical follow-up. She was admitted to the hospital because of acute exacerbation of IPF as a result of vi-
ral infection. She passed away before need of intensive care. Histopathological findings of the specimen obtained 
by lung autopsy showed advanced usual interstitial pneumonia （UIP）. Case 2: Bronchoscopy was performed on a 
68-year-old woman for patchy ground-glass opacities. A lung biopsy specimen shows lymphocytic inflammation 
within the interstitium alveolar wall thickening. She was detected having renal insufficiency with high P-ANCA 
three years after the bronchoscopy. Renal biopsy revealed necrotizing crescentic glomerulonephritis. Finally, she 
was diagnosed as ANCA-associated vasculitis. Case 3. A 63-year-old man visited the hospital because of persis-
tent cough and dyspnea. He underwent performance of video-assisted thoracic surgery and was diagnosed as 
UIP. Familial interstitial pneumonia （FIP） is estimated to be 0.5-2.0％ of idiopathic interstitial pneumonia. To the 
best of our knowledge, this is the first report of FIP including ANCA-associated vasculitis and IPF.
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