
緒　　言

葉酸代謝拮抗薬である抗腫瘍薬メトトレキサート
（methotrexate：MTX）は関節リウマチ治療の中心的薬
剤として広く用いられている．1991年にEllmanらが
MTX使用中の関節リウマチ患者にリンパ腫が発症し，
MTXによる免疫抑制がリンパ増殖性疾患に関与する可
能性を指摘1)して以降同様の報告が相次ぎ，メトトレキ
サート関連リンパ増殖性疾患（methorexate-associated 
lymphoproliferative disorders：MTX-LPD）という疾患
群が提唱された．今回我々は，Epstein-Barr virus（EBV）
が発症に関与したと考えられるMTX-LPDの1例を経験
した．文献的考察を加え報告する．

症　　例

患者：73歳，男性．
主訴：なし．
既往歴：関節リウマチ，慢性心房細動，慢性心不全．
現病歴：X－18年に関節リウマチと診断され，X－10

年よりMTXの内服を開始した．MTX開始後，関節痛は
落ち着いていた．X年11月に慢性心不全評価目的の胸部
単純CTで両肺に腫瘤影を認め，当科を紹介受診した．

初診時現症：意識清明，体温37.1℃，血圧104/64mmHg，
脈拍58/分・整，SpO2 98％（室内気）．表在リンパ節の
腫大なし．胸部聴診上異常を認めず，皮疹や関節痛も認
めなかった．
検査所見：血清C反応性蛋白（CRP）3.3mg/dLの軽度
炎症反応とs-IL2R 1,120U/mLの高値を認めた．抗シト
ルリン化ペプチド（CCP）抗体は27.5U/mLと高値であっ
たが，MMP-3 117ng/mLで正常範囲内であった．
画像所見：初診5ヶ月前の胸部X線で肺野異常陰影を
認めず，初診時は右下肺野と左中肺野に腫瘤影を認めた．
胸部造影CTは右下葉と左舌区に腫瘤影があり，内部は
造影不良域を伴い，一部air bronchogramを認めた（図
1a，b，c）．
臨床経過：精査のために気管支鏡検査し，右B9bより

経気管支肺生検した．病理組織では組織全体は壊死に
陥っており（図2），壊死組織はCD20陽性細胞のびまん
性増殖よりなっていた．B細胞性リンパ腫が疑われたが，
壊死が強く組織亜型の診断は困難であった．MTX内服
中であることと組織学的証明より，MTX-LPDと診断し
た．後日，EBV-encoded small RNA in situ hybridiza-
tion（EBER-ISH）染色を追加し，EBVが多数認められ
た（図3）．血液検査ではEBV-VCA-IgM 1.3，EBV-VCA-
IgG 7.7，EBV-EBNA 40倍の再活性化を認め，MTX-LPD
発症にEBV感染が関与していると考えた．
気管支鏡検査後に生検を施行した右肺腫瘤部が肺化膿
症となり入院した．入院時より抗生剤加療とともに
MTXの内服を中止し，MTX中止10日後より左肺の腫瘤
影は縮小傾向を認め，その後肺化膿症は改善し両肺腫瘤
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影も縮小した（図4a，b）．当院血液内科に相談し，MTX
内服中止のみで肺病変の縮小を認めたこと，positron 
emission tomography-computed tomography（PET-
CT）でも肺以外に病変を認めなかったことから，経過を
みる方針とした．MTX内服中止より約8ヶ月経過し肺病
変は縮小し続けているが，s-IL2R 782U/mLの軽度上昇
を認めたままであり，関節リウマチの悪化，MTX-LPD
再発の可能性を考え外来で経過をみている．

考　　察

MTXは関節破壊抑制効果があり，活動性関節リウマ
チ患者の標準治療薬として頻用されている．MTX-LPD
はMTX使用下の免疫不全を背景として起こるリンパ増
殖性疾患であり，一部の症例では致死的ともなりうる重
篤な副作用として知られている．
発生機序は①MTXの細胞性免疫抑制によるEBVの感
染，再活性化，②MTXがリンパ増殖性疾患を引き起こ
す可能性，③関節リウマチ自体がリンパ増殖性疾患を引
き起こす要因があるとされ2），一概に同じとは言えない．
わが国で報告されており詳細が確認できたMTX-LPD

の肺病変は本例を含め8例あり3）～8），画像所見は孤立腫
瘤・結節影，多発腫瘤・結節影であり，造影効果の乏し
い領域を認める．組織診断に至らなかった1例を除いた
7例の病理組織はdiffuse large B-cell lymphoma 3例，B
細胞系lymphoproliferative disorders 3例，そのほか1例
であった．組織学的特徴として，全例に腫瘍内の壊死が
みられ，既存の気管支や血管が破壊されずに保たれる悪
性リンパ腫とは異なる所見であった．治療は本例を含む
7例はMTX中止のみ，1例は化学療法を追加し，いずれ
も転帰は良好であった．
MTX-LPDでEBVが組織に証明される症例は60％程度

である9）．IchikawaらはMTX-LPDのEBER陽性頻度，治
療効果を報告している9）．自然消退した例ではしなかっ
た例よりEBERの陽性頻度が高かった（85％ vs 50％，p
＝0.007）．文献的にはEBV感染の有無により治療反応性
に違いがあるとされるが，前述の肺病変のうちEBV感染
を検索している7例では，EBER陽性3例中3例がMTX
中止のみで自然消退し，EBER陰性4例中3例もMTX中
止のみで自然消退しており，治療反応性に明らかな違い
は認めなかった．MTX中止のみで改善する理由として，
EBV感染以外の機序も関与していると考えられる．先の
Ichikawaらの論文では，MTX中止のみで経過をみた場
合，EBER陽性，diffuse large B-cell lymphoma以外の組
織型で自然消退が有意に多かったと報告している．

a b c

図1　初診時胸部造影CT．（a，b）肺野条件．（c）縦隔条件．右下葉と左舌区に腫瘤影があり，内部は造影不良域を伴い
一部air bronchogramを認めた．

図2　Elastica van Gieson（EVG）染色（10×10倍）．
組織全体は壊死に陥っていた．

図 3　EBV-encoded small RNA in situ hybridiza-
tion（EBER-ISH）染色（10×20倍）．EBV-RNA
陽性リンパ球が多数認められた．
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本例では組織像でEBER強陽性を認め，MTX-LPD発
症にEBVが強く関与していると考えられる．EBV感染
の要素が強いほどMTX休薬のみで自然消退する可能性
がある．
10年のMTX内服で発症したMTX-LPDを経験した．
本症はEBER強陽性を認め，発症にEBV感染が関与した
と考えた．
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図4　MTX中止4ヶ月後の胸部造影CT（肺野条件）．（a，b）両肺腫瘤影の縮小を認めた．
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Abstract

A case of methotrexate-associated lymphoproliferative disorders considered  
to be caused by Epstein-Barr virus infection

Saki Kuriiwa, Hidekazu Matsushima, Emiri Tsumiyama,  
Shintaro Sato, Keiichi Akasaka and Masako Amano

Department of Respiratory Medicine, Saitama Red Cross Hospital, Japanese Red Cross Society

A 73-year-old Japanese male visited our hospital following an abnormal non-contrast computed tomography 
(CT) scan. He was diagnosed with rheumatoid arthritis 18 years ago, and 10 years ago began treatment with 
methotrexate (MTX). His chest contrast-enhanced CT scan revealed multiple pulmonary shadows. Pathological 
examination of the transbronchial lung biopsy showed massive necrosis, with immunohistology revealing numer-
ous CD20-positive lymphocytes. We diagnosed MTX-associated lymphoproliferative disorders (MTX-LPD) based 
on clinical history and pathological findings. The multiple pulmonary shadows reduced only on withdrawal of 
MTX. Blood examination showed Epstein-Barr virus (EBV) reactivation, and EBV-encoded small RNA in situ hy-
bridization (EBER-ISH) staining of lung tissue showed numerous EBV-RNA positive lymphocytes. We speculated 
that the case might have been caused by EBV infection.
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