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はじ+め　にl

Relapsing polychondritis (以下, RPと略)

は軟骨組織に系統的に多発性の炎症をきたし,

育,負,関節,眼,気管・気管支,時には大血

管系.中枢神経系にも病変を認める比較的稀な

疾患である.最近,多発性軟骨病変に眼,皮膚

病変を伴う症例を経験したので報告する.

症　　　　　例

患者:61歳.男性.職業,農業

主訴:呼吸困瓶　左耳介と鼻根の捧痛,熱感.

既往歴: 58歳,椎間板-ルニア.

家族歴:母,気管支噌息.

現病歴:昭和56年9月,咳蠍と呼吸困難およ

び嘆声出現.同年12月,左耳介の熱感と捧痛出

覗.昭和57年1月,鞍鼻と鼻根の捧痛および熱

感を自覚して当院皮膚科を受診した.同年4月,

右眼の圧迫感と左横部から上部の顔面しびれ感

および右肘関節痛が出現した.以上の症状が同

時に出現または相槌をくり返し,同年5月,精

査のため当科に入院した.

入院時現症:血圧150/90mmHg脈拍80/分整,

呼吸数12/分整,体温36.0℃.チアノーゼ,パ

チ状指は認められなかった.左耳介の変形と鞍

鼻,鼻異と鼻根の毛細血管拡張を認め(Fig. 1),

右現部と前胸部に熱傷による皮膚癒痕を認めた.

胸部は心肺ともに打聴静にて異常所見を認めな

かった.腹部,四肢に異常なく,神経学的異常

所見も認めなかった.

Fig. 1　Distinctive deformity of the left au-

ricle, saddle nose and teleangiectasia of the

ala nasi.

検査所見:末梢血では白血球増多と核左方移

動を認めたが赤沈は正常でCRP　も陰性であっ

た.生化学的検査では血清総蛋白とアルブミン

の減少およびα2グロブリンの増加がみられた.
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免疫グロブリンではIgEのみが軽度の増加を示

した.リウマチ因子,抗核抗体は陰性でツベル

クリン反応も陰性であった.尿中酸性ムコ多糖

類(正常値15-20mg/日)は著しい低下を示した

Table 1.胸部Ⅹ線写真では側面像で気管の

前後径の短縮がみられた(Fig. 2).胸部CTで

も気管の狭窄を認めた(Fig. 3).肺機能検査で

は%VC51%, FEVl.0%　52%と混合性換気障

害を示したが呼吸抵抗は正常であった　Flow

Volume Curveでは閉塞性のパターンを示し,

Peak Flow Rateの低下と呼出曲線の動揺を認

めた.動脈血ガス分析ではPc02　とHCOiの低

下がみられ慢性の過換気によると思われた(Fig.

4). 8I">Kr肺吸入シンチでは左上下肺野,右中

肺野の換気障害が疑われ(Fig. 5), "Tc-MAA

肺血流シンチでは右上下肺野のとりこみの低下

を認めた.全身骨シンチで甲状軟骨のとりこみ

の増加を認めた(Fig. 6).気管支鏡検査では,

気管は声帯下で強く屈曲し,上部気管では軟骨

輪は認められたが下部気管では不明瞭となり膜

様部の隆起も認められた.気管分岐部は鈍であ

り,両側の主気管支粘膜の浮腫と狭窄を認め,

主気管支以下の気管支も全体的に狭窄を示した

(Fig. 7).耳介軟骨生検組織では真皮内の血管

拡張が著しく,軟骨周辺部および軟骨基質にリ

rrIて
wm^ m

mi!

ンパ球と形質細胞を主とする著明な細胞浸潤を

認め,軟骨組織の破壊と線維化も認められた

(Fig. 3).以上の所見と臨床所見よりRPと診

断した.

Counts of Blood Cell

RBC　　488　(×10`!W)

Hb　　14.7 (9/ォ)

Ht　　　44.5 (%)

WBC 10,900(′mn>3)

St l　　　%)

Seg　58　(%)

Eo X)

Ly　14　　{%)

Mo　13　　%

旦邑旦　　　　　(mm h)

Serological Studies

CRP(-), RA(-) ,

ANA (-) , TPHA (-)

L!丘に]

Protein (-) , Glucose (-)

Biochemical Findir唱5

TP　　　5.7 (9/dB)

Alb　　　3.2　a/dB)

A1′　　　1.29

α　-G1 3.4 (%)

α2-G月12.5 (%)

β-Ge　9.3 (%)

γ・G虐　19.0 (%)

Glue　　70　(咽,'di)

BUN　　22　(mg/ttf)

GOT ll　(lU'L)

GPT　　29　(IU/L)

ALP　　　5.1 (KAU)

LDH　　　340　IU/L)

ZTT　　　5.4 (KU)

T-Chol　215　咽/dA)

Urinary Acid Mucopolysaccharide lmmunoglobulin

1.0 (mg/day)　　　　　　　　Ig-G l ,560(mg/<ォ)

PPDs lxl mm Ig-A　　160 (ing/di)

Ig-M　　140 (咽/dA)

Ig-E　　　4S2 (U/mO

Table 1 Laboratory data on admission.

Fig. 2　Na汀owed trachea is observed on chest roentgenogram.
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Fig. 3　Chest CTscan.

RV(f)　　　RV(s

i`・

FRC(f)　　FRC(s)

TLC(f)　　TLC(s)

Function Test

VC pred. 3990 (at)

%VC　　　51　X

Fevi.0　　1040 (mォ)

FEVut　　52　(%)

R.R.　　3.5 (o¶H20/し/see)

Flow Volume Curve

Blood Gas Analysis

PH　　　7.41

Pco　　30 (wiHg)

Po.　102 (ォiHg)

Sao,　98 (*)

HCOa　19 (mEq/L)

BE　　　-2

A-aDo, 12 (-He)

Fig. 4　Pulmonary function test and blood

gas analysis.
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Fig. 5　81mKr inhalation scintigram.　　　Fig. 6　Whole bone scintigram.

Ventilatory dysfunction is noted on left upper Abnormal accumulation of activity on the thy-

and lower lung field and right middle lung roid cartilage is noted.

field.
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Fig. 7　Bronchofiberscopic findings of the trachea and main bronchi.
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Fig. 8　Histological findings.

Infiltration of lymphocytes and plasma cells and fibrosis on cartilage and pericartilage. ( 40 ×)

臨床経過:昭和57年5月21日よりPre血11SO-

lone　30mgで治療を開始したが症状に変化なく,

6月5日よO CyclophosphamidelOOmg, 6月15

日よ・) Azathioprine 50mgを併用したが症状の

改善は認められなかった.同年7月には視力低

下と下肢の隆張感および熱感を訴え,眼科的に

は結膜炎および強膜炎と珍断された.また10月

からは呼吸困難のほかに下肢の浮腫と前胸部の

皮膚発赤および熱感が出現し増悪と軽快をくり

返している.

考　　　　　察

RPは1923年, Jaksch-Wartenhorstl'にJ:

りはじめて報告された疾患である.著者らが調

べた限りでは,本邦でも昭和57年までに5例の剖

検例i2),3),4),5),6)を含む約70例が報告されており,

従来考えられていたほど稀な疾患ではないと認

識されつつある.

発症年令のピークは40歳台で男女差はない.

本症の羅息職器は外耳が貴も多く,ついで関節,
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鼻軟骨,眼,気道系,内耳が多いが心血管系お

よび中枢神経系等にも病変をきたすことが知ら

れている.臨床症状はこれらの羅息放器に応じ

多彩で,耳介の変形および痔痛,関節鳳鞍鼻,

視力障害,眼痛,呼吸困難,咳噺および痩轡な

どがあげられる.本症例では外耳,鼻軟骨,右

肘関節,気道,眼病変,下肢および前胸部の皮

膚病変による症状を認めた.

検査所見では一般血液像,赤沈,生化学的検

査,血清学的検査で本症に特異的なものはない

とされているが,急性期には尿中酸性ムコ多糖

類の増加とともに赤沈元進, CRP陽性,白血

球増多がみられることがあり,治蝶効果の判定

および経過の観察に有用である7)本症例では白

血球増多は認められたが赤沈は正常でCRP　も

陰性で尿中酸性ムコ多糖類はむしろ低値を示し

た.一方,免疫グロブリン債の上昇,リウマチ

因子,抗核抗体.抗DNA　抗体等の自己免疫

疾患を思わせる所見がみられることがあるが,

本症例ではIgE値の軽度の増加を認めるほかは

免疫グロブリンに異常なく,他の血清学的検査

でも異常はみられなかった.胸部Ⅹ線写真およ

び胸部CTでは本症例の如く気管の狭窄を認め

ることがあり,肺機能検査でも閉塞性換気障害

のパターンを示すことが知られ,Flow Volume

Curve (cおける呼出曲線の動揺も特徴である空)

金城ら8)は両側肋軟骨および胸肋関節等での

とりこみの増加を認める特異な骨シンチ像

を示す症例を報告し,本法が診断に有用で

あると報告した.本症例では甲状軟骨への

とりこみの増加がみられた.気管支鏡検査で

は気管軟骨輪の消失,気管および気管支粘

膜の浮隆とそれに伴う狭窄が特徴的な所見とさ

れており本症例でもほぼ同様の所見を認めた.

病理組織学的には本症例でみられるように軟

骨炎,軟骨周囲炎の像を呈し,急性期には形質

細胞,リンパ球などの細胞浸潤がみられ,炎症

の梢槌につれて線維化をきたす.

本症の病因は現在のところ不明である.本症

の急性期に尿中酸性ムコ多糖類が増加すること

が認められており,何らかの機序による軟骨組

織の破壊が考えられた?)蝣10) MeAdamら11)は本

症の23例を検討し,その病因としてunderlying

systemic vasculitis　を推定した.さらに本症

にはSLE,慢性関節リウマチ,橋本楓Sjogren

syndrome等の勝原痛の合併例がしばしばみら

れ,免疫グロブリンの上昇,リウマチ因子,抗

核抗体,抗DNA抗体等も時にみられることか

ら自己免疫説が有力視されてきた.田村ら12)は

蛍光抗体法を用いて病変軟骨組織中の軟骨細胞

の核周囲の空曙に一致して輪状の蛍光を,軟骨

と結合組織境界部附近に線状の蛍光を認め,軟

骨のある種の成分を抗原とする抗原抗体反応が

おこっている可能性を示唆した.この軟骨の成

分に関しては, Proteoglycanに対する細胞免

疫性機序も考えられているが.13)・14) Foidartら15)

は急性期のRPの患者でType II collagen　に

対する抗体を証明した.本症の重症度と抗体価

とが相関し,さらにProeteoglycan等のTypeII

collagen以外の成分に対する抗体は証明さ

れなかったと報告している. Ebringerら16)は

抗軟骨抗体と抗Type II collagen抗体がRP

の軟骨破壊の病因として重要な役割をもってい

ると述べている.さらにMcCuneら17)はTyI治

II collagenで感作することによって,ラット

にRPと類似した耳介軟骨炎がおこることを観

察した.このように最近では本症の病因として

Type II collagenに対する自己免疫機序が最

も重視されている.

診断基準はMcAdamら11)が提唱したものが

使われており.それによると両側性耳介軟骨炎,

リウマチ因子陰性の多発性関節炎,鼻軟骨炎,

結膜炎もしくは韓膜炎などの眼の炎症,気道軟

骨炎,中耳内耳障害のうち3項目以上と生検所

見を有するものを確診例としている.本症例は

鼻軟骨炎,結膜炎および強膜炎,気道軟骨炎,

片側性耳介軟骨炎と生検所見を有する確珍例で

ある.

治療はCorticosteroidが貴も有効であり,さ

らにCyclophosphamide, A2athiopnne, 6-Mer

captopurineなどが併用される. Dapsoneも有

効とされる18),19)McAdamら11)は非ステロイド

性解熱鎮痛剤とくにIndomethacinの有効性を

報告している.本症例ではステロイドは無効で1
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Indomethacin, Acetylsalicihc acid, Mephe-

namic acid, Colchicmeなども使用したがい

ずれもほとんど無効であった.

臨床経過は罷息臓器によって異なるが,多く

は増悪,寛解をくりかえし慢性に経過する.

予後は主に気道病変に左右され,死亡例の多く

は気道閉塞によるものである王1)気道病変は気

管のみならず,主気管支さらに末梢の気管支も

おかされることがありき)外科的適応とはなりえ

ない.従って気道病変を早期に診断し治療を開

始することが重要である.

nサa　且　腰

左耳介,負,気管・気管支,関取　眼病変を

主体としたRPの1例を報告した.

本論文の要旨は第17回El本胸部疾患学会九州

地方全線会(福岡市, 1982年)で発表した.
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Key words : relapsing polychondritis, saddle nose, auricular deformity, tracheal narrowing, joint
pain

A case of Relapsing polychondritis was reported. A 61-years-old man was admitted to our
hospital with his complaints of dyspnea, pain of the left auricle and nasal radix. On physical

examination deformity of the left aurice, saddle nose and teleangiectasia of the ala nasi were

noticed and there was no abnormal finding on auscultation and percussion of the lung. Chest

roentgenogram and chest CT scan showed narrowed trachea. On pulmonary function test mixed

ventilatory dysfunction was revealed. Flow volume curve showed obstructive pattern, decreased

peak flow rate and fluttered curve on expilatory phase. On bronchofiberscopy lower tracheal

cartilage crescents were not distinct and stenosis with edema of the bronchial membrane was

observed. On histological examination of the specimen obtained from the left auricular cartilage

infiltration of lymphocytes and plasma cells or fibrosis on cartilage and pericartilage were

observed.

In spite of the administration with corticosteroid, cyclophosphamide, azathioprine, in-

domethacin, acetyl salicylic acid, mephenamic acid or colchicin, his symptoms were not improved.


