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症　例

献腎移植 15 年後に下血で発症した
直腸非ホジキンリンパ腫の 1 例

富山県立中央病院　腎臓・高血圧内科
倉田多鶴子，蓬田　大地，横山　真伍，玉井　　亨，
舟本　智章，篠﨑　康之，川端　雅彦

要　　旨

　症例は 60 歳代の男性．X-33 年に IgA 腎症と診断され，5 年後に維持血液透析の導入に至っ
た．X-15 年に献腎移植を受け，以後，タクロリムスとミコフェノール酸モフェチルを用いた
免疫抑制療法を継続した．移植 15 年後に下血を主訴に施行した消化管内視鏡検査で直腸腫瘍
を認め，生検組織でびまん性大細胞型 B リンパ腫（ DLBCL）と病理診断された．免疫染色
にて組織内に Epstein Barr virus（ EBV）encoded RNA-1 (EBER-1 ) 陽性細胞を豊富に認めた
が，その主体は異型像を示さない小型～中型リンパ球であり，EBV 非関連性の移植後リンパ
増殖性疾患（ PTLD）と考えた．血中 EBV 核酸定量検査は 2 × 10E2 未満コピー /mL であっ
た．FDG-PET 検査では直腸以外に異常集積なく，直腸原発 DLBCL（ Stage Ⅰ）と診断した．
PTLD は移植後の免疫抑制剤内服中に生じたリンパ球の異常増殖性疾患の総称である．本症は，
腎移植後の長期生着例における重要な合併症であり報告した． 
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はじめに
　移植後リンパ増殖性疾患（ post-transplant lymphopro-
liferative disorders，PTLD）は移植後の免疫抑制剤内服
中に生じたリンパ球の異常増殖性疾患の総称で，Epstein 

Barr virus（ EBV）の再活性化が関与することが多い．移
植後 1 年以降に発症する晩期発症では，これ以前に発症
する早期発症と比較して EBV の関与が小さい EBV 非関
連性 PTLD の割合が高く，悪性リンパ腫に準じた化学療
法が必要となる症例の割合が高くなる 1 ）．今回，腎移植
後の晩期に発症した PTLD の 1 例を経験した．本症は腎
移植後の長期生着例における重要な合併症であり報告
する．

症　　例
患者：60 歳代，男性
主訴：下血
既往歴：X-15 年 帯状疱疹，X-2 年 肺炎球菌性肺炎，X-2
年 3 次性副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺摘出術

内服薬：ミコフェノール酸モフェチル 500 mg/ 日，タク
ロリムス  4 mg/ 日，メチルプレドニゾロン 2 mg/ 日，カ
ンデサルタン  2 mg/ 日 ‚ アロプリノール  100 mg/ 日，ア
ムロジピン  2 .5 mg/ 日，リセドロン酸ナトリウム  17 .5 

mg/ 週
現病歴：X-33 年に慢性糸球体腎炎（ IgA 腎症）と診断さ
れ，X-28 年に維持血液透析に導入となった．X-15 年に
脳梗塞のため心停止となった 53 歳女性からの提供で献腎
移植を受け，以後，免疫抑制療法を継続していた．X-2 年
に蛋白尿と BK ウイルス血症を認めた際に施行した移植腎
生検では，カルシニューリン阻害薬による慢性腎障害所見
を認めた．X 年 2 月から排便時に血液が紙に付着すること
に気付き，精査を希望して，X 年 3 月当院を受診した．
現症：身長 164 .6 cm，体重 47 .7 kg，BMI 17 .6 kg/㎡．
血圧 182 /82 mmHg，脈拍 87 回 / 分，整．体温 36 .6 ℃，
SpO2 99 ％．頭頸部：眼瞼結膜貧血なし，眼球結膜黄疸な
し，頚部リンパ節腫脹なし，甲状腺腫なし．胸部：呼吸音
清，心音整，心雑音なし．腹部：平坦，軟，圧痛なし．四
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肢：浮腫なし．
検査所見：尿検査では定性で（ 2+），定量で 3 .49 g/gCr

の尿蛋白を認め，血液検査では Hb 9 .9 g/dL の正球性貧血
と，Cr 2 .1 mg/dL，eGFR 26 ml/min/1 .73 ㎡の腎機能障
害を認めた（ 表 1 ）．下部消化管内視鏡検査では肛門から
8 ㎝の直腸に 2 型腫瘍を認めた（ 図 1 ）．頸部～骨盤 CT

では病的なリンパ節腫大は認めなかった．直腸腫瘍生検の
病理組織では異型核を有する大型の異型リンパ球のびまん
性増殖を認め，免疫組織化学染色で CD20（ +），CD79a

（ +），MIB-1 陽性率 80 ％以上であった．EBV encoded 

small RNA-1（ EBER-1 ）染色では異型リンパ球像を示
さない小型～中型細胞には陽性細胞を豊富に認めるが，異
型リンパ球では陰性であった（ 図 2 ）．腸骨骨髄生検では
異型細胞は認めなかった．18F- フルオロデオキシグル

表 1　尿・血液検査所見．EBV：Epstein-Barr virus．
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図 1　下部消化管内視鏡検査所見．
肛門から 8 cm の直腸に 2 型腫瘍を認める．

図 2　直腸腫瘍生検の組織像．
A（HE 染色）異型核を有する大型の異型リンパ球のびまん性増殖を認める．B（EBER-1 染色）異型リンパ球
像を示さない小型～中型細胞に EBER-1 陽性細胞を豊富に認めるが，異型リンパ球では陰性であった．EBER-
1：EBV encoded small RNA-1．

図1：下部消化管内視鏡検査所見
A） B）

図2：直腸腫瘍生検の組織像
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コース陽電子放出撮影（ FDG-PET）検査では直腸に軽
度の異常集積を認めた（ 図 3 ）．
経 過： 直 腸 原 発 PTLD（ 組 織 型：Diffuse large B-cell 

lymphoma，DLBCL，臨床病期分類（ Lugano 分類 ）：
Stage Ⅰ）と診断した．リツキシマブとシクロフォスファ
ミド，ドキソルビシン，ビンクリスチン，プレドニゾロン
による R-CHOP 療法 3 コースに局所放射線療法を併用し
た．R-CHOP 療法を 1 コース終了した時点の内視鏡検査
では直腸の隆起性病変は消失していた．また，R-CHOP

療法を 3 コース終了した時点の FDG-PET 検査では直腸
への非特異的な FDG 集積を認めるのみであり，治療経過
は良好と判断した．治療中の合併症は，無顆粒球症，帯状
疱疹，放射線性直腸炎を認めた．

考　　察
　腎移植患者の生命予後および移植腎の生着率（ 移植腎
が機能して透析療法が不要な患者の割合）は，移植手術

の手技と周術期管理の向上とともに，1980 年代のシクロ
スポリンの導入をはじめとした免疫抑制薬の進歩により向
上した 2-4 ）．一方で移植後 15 年の長期の腎生着率につい
ては，生体腎では移植時期別に 1983 ～ 2000 年が
59 .0 ％，2001 ～ 2009 年が 71 .0 ％，献腎においても
1983 ～ 2000 年 が 42 .4 ％，2001 年 ～ 2009 年 が
52 .0 ％と低値にとどまっている．また，移植後の個体生
存率は，1983 ～ 2000 年が 84 .4 ％，2001 ～ 2009 年
が 87 .1 ％，献腎では 1983 ～ 2000 年が 71 .1 ％，2001
年～ 2009 年が 69 .0 ％であり，移植後の長期の腎生着率・
個体生存率についてはさらなる改善が期待される 5 ）．移
植腎が機能廃絶に至る原因は腎生着中の死亡（ death with 

functioning graft，DWFG）が最多である 6 ）．腎移植患者
の死因は悪性新生物，感染症，心疾患が上位を占めてい
る 2 ）．従って，移植患者の長期生存には，心血管系疾患
に対する内科的な管理と定期的な悪性腫瘍スクリーニング
による予防および早期発見・早期治療が重要となる．
　本例にみられた PTLD は造血幹細胞移植後および固形
臓器移植後の免疫抑制剤内服中に生じたリンパ増殖性疾患

（ lymphoproliferative disorders，LPD）の総称であり，腎
移植後では 1-3 ％の症例にみられる 7 ）．典型的な PTLD

は，EBV に よ る B 細 胞 LPD（ B-cell LPD） で あ り，
EBV に感染した B 細胞の異常増殖によって発生する 8 ）．
PTLD 発症の主なリスクファクターとしては，レシピエン
トの年齢（ 0-19 歳），EBV 未感染，サイトメガロウイル
ス（ CMV）未感染が報告されている 9 ）．従って，移植後
に EBV の初感染を経験した症例は PTLD の発症リスクと
なる 10 ）．EBV はヘルペスウイルスの一種であり，約
80 ％の日本人は乳幼児期に感染し既感染となる．その後
は終生，ヒトと共生状態となる．一方，思春期以降に初め
て感染すると約 50 ％が伝染性単核球症を発症する．
2018 年に保険適応となった血液中 EBV-DNA 測定検査
は，EBV 初感染および免疫抑制下において EBV が再活性
化した症例でのモニタリングに有用であり，これを指標と
して免疫抑制剤を減量し感染をコントロールすることによ

図 3　FDG-PET 検査所見．
直腸に軽度の異常集積を認める．

図3：FDG-PET検査所見

早期発症（early-onset） 晩期発症（late-onset）

EBV陽性率 91％（10/11） 62％（28/45）

組織型

早期病変 8％（1/12） 6％（4/68）

多形性 33％（4/12） 12％（8/68）

単形性 59％（7/12） 74％（50/68）

古典的ホジキンリンパ腫 0％（0/12） 9％（6/68）

表2：PTLDの発症時期によるEBV陽性率と組織型の比較

（文献10）より改変引用）

表 2　PTLD の発症時期による EBV 陽性率と組織型の比較．EBV：Epstein-Barr virus．
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り，PTLD の発症を軽減することができたと報告されてい
る 10 ）．EBV に対する先制治療を考慮する際のバイオマー
カーとしても用いられている 8 ）．
　PTLD の発症率は移植後の時間軸に対し U 字カーブを
描き，移植後の一定期間が経過した後に再上昇する 9 ）．
その発症時期により，移植後 １ 年未満で発症する早期発
症（ early-onset）とこれ以降の発症の晩期発症（ late-
onset）に分けられる．前述した PTLD のリスクファクター

（ レシピエントの年齢，EBV・CMV 未感染）の関与は早
期発症 PTLD でより強い．また PTLD 組織中の EBV 陽
性率は，早期発症 PTLD で 91 ％と高いが，晩期発症
PTLD では 62 ％と低下する．すなわち晩期発症 PTLD で
は EBV 非関連性の PTLD の比率が高くなる 1 ）．また，
2017 年 WHO 分類では，PTLD の病型は 1 ）非破壊性，2 ）
多形性，3 ）単形性，4 ）古典的ホジキンリンパ腫の 4 項
目に分類されている 11 ）．1 ）非破壊性と 2 ）多形性では，
診断後の免疫抑制薬の減量・中止のみにより病変の縮小も
しくは消失が期待されるが，3 ）単形性と 4 ）古典的ホ
ジキンリンパ腫では免疫抑制薬の減量には反応しにく
く，治療には悪性リンパ腫に準じた化学療法が必要とな
る 12 ）13 ）．晩期発症ではこのような 3 ）単形性と 4 ）古
典的ホジキンリンパ腫の割合が高い（ 表 2 ）1 ）．本例は
腎移植 15 年後に発症した晩期発症例であり，血中 EBV-
DNA は測定感度以下であった．PTLD 組織中の腫瘍細胞
における EBER-1 染色は陰性であり，EBV 非関連性の
PTLD と考えた．晩期発症 PTLD にのみ関連のある予後
因子としては，男性，高齢（ 50 歳以上）が報告 9 ）され
ている．その発症には免疫抑制薬の長期投与による発癌性
の影響や，レシピエント自身の加齢の関与が指摘されてい
る 7 ）．腎移植後の腎生着率が向上するにつれて，必然的
に免疫抑制薬への暴露期間は延長する．また患者の高齢化
も進むため，従来その発症が比較的まれであった PTLD

も今後，移植後の長期予後成績の向上につれて症例数が増
加していくことが予想され，注意が必要である．

おわりに
　献腎移植の 15 年後に下血で発症した直腸非ホジキンリ
ンパ腫の 1 例を報告した．本例は当院の過去 150 例の腎
移植症例のうち，腎移植後 PTLD を発症した第 1 例目で
あった．長期生存を得られているレシピエントに対しては
晩期発症 PTLD に注意が必要と考えられた．

本論文の要旨は，第 51 回日本腎臓学会西部学術大会（ 令
和 3 年 10 月，福井市）にて発表した．
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