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症例は 64 歳の女性で，熱発，左腰痛を主訴に受診．4 年前より B 型慢性肝炎の指摘あり．腹
部 CT で脾内腫瘍を指摘され，PET では脾臓に異常集積を認めた．以上より，脾臓原発悪性リ
ンパ腫を疑い組織診断および腫瘍減量目的に膵尾部合併脾臓摘出術が施行された．脾臓は 19×
15cm と著明な腫大を認め，割面では多発性に白色結節状の腫瘍性病変を認めた．組織学的に
は，円形から類円形の核を有する中型異型細胞が結節様構造を呈しながら浸潤増殖し，免疫染
色では，CD20 が陽性であった．以上より，脾辺縁帯リンパ腫（B cell type）と最終診断した．
術後早期に全身リンパ節腫脹が出現し，血液内科に緊急入院．入院当日より THP-COP 療法を開
始，全身症状は改善傾向を認め自宅退院となり，手術後 13 か月現在，外来定期通院中である．
本症例は，手術後の急性増悪に対して肝炎の増悪なく化学療法導入に成功した症例である．

はじめに
脾辺縁帯リンパ腫（splenic marginal zone lym-

phoma；以下，SMZL）は，脾臓において辺縁から
白脾髄を取り囲むように進展し，濾胞を消失させ，
髄内において小型リンパ球が増殖する B 細胞由
来の悪性リンパ腫であり，WHO の分類では mar-
ginal zone lymphoma の一亜型として定義されて
いる１）．Papadaki ら２）の報告においても，脾辺縁帯
の B 細胞由来であると示唆され，増殖形態は結節
性増殖を示すものが最も多いとされている．また，
SMZL は病期の進行が緩徐であるとされており，
治療選択は以前まで摘脾が第 1 選択とされている
が，近年化学療法に CD20 抗体を追加する方法な
ど多く検討がなされている３）４）．今回，我々は B
型慢性肝炎患者に発症した SMZL に対して脾臓
摘出術を行い，術後急速に全身リンパ節腫脹を来
した症例を経験したので報告する．

症 例
患者：64 歳，女性
主訴：熱発，左腰痛
既往歴：4 年前に B 型慢性肝炎を指摘．
家族歴：特記事項なし．
現病歴：平成 18 年 3 月頃より発熱（弛張熱型），

左腰痛を認め当院受診．腹部超音波検査にて脾腫，
脾内腫瘍および腹部リンパ節腫脹を認め血液内科
紹介受診となった．

入院時現症：身長 154cm，体重 54kg，血圧 124�
80mm�Hg，脈拍 76 回�分，体温 38℃，表在部リン
パ節腫脹は認めない．腹部は平坦であるが，脾臓
は触知可能であった．

入院時血液検査所見：白血球が異常高値を認め
たが，血小板については正常範囲内であった．ま
た，LDH および IL2-R の異常高値が認められた．
HBs 抗原は陽性であった（Table 1）．

腹部 CT 所見：動脈相および門脈相で脾腫およ
び脾内腫瘍を認めた．また，脾門部を中心とする
腹部リンパ節腫脹がみられた．他の臓器に腫瘍性
病変は認めなかった（Fig. 1）．
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Fig. 1 Enhanced abdominal CT showed a nodular 
lesion in the spleen.

Fig. 2 PET demonstrated FDG uptake of nodular 
lesion of the spleen（FDG-SUV max 5.6）．

Table 1 Laboratory date on admission

（＋）HBs Agmg/dl19.1BUN/mm318,700WBC
LGE/ml4.7HBV-DNA mg/dl0.62Cre%5Stab

（－）HCV-AbmEq/l144Na%80Seb
（－）VDRLmEq/l108Cl%0Baso
（－）TPHAmEq/l3.8K%0Mono

%8Lym
U/ml33,848IL2-RU/ml8CA19―9/mm3387×104RBC

ng/ml1.1CEAg/dl11.9Hb
%35.6Ht

mg/dl75FBS/mm314.1×104Plt
U/l46AST

（4＋）CRPU/l24ALT
U/l1,503LDH
U/l344ALP
U/l37γ-GTP
mg/dl1.2T-Bil

PET 所見：脾臓および左腸管膜領域に異常集
積を認めた（FDG-SUV max 5.6）．また，頸部リン
パ節や腋窩リンパ節の異常集積を認めた（Fig. 2）．

以上の所見より，脾臓原発悪性リンパ腫 Stage
IV を考えた．治療については，腫瘍減量，組織診
断目的に脾臓摘出術を施行した後に化学療法導入
予定とした．

手術所見：上腹部正中切開にて開腹した．脾臓
は著明な腫大を認めた．腹水はみられなかった．
脾門部を中心に腹腔内リンパ節が腫脹しており，
脾臓のみの摘出は困難であったため，膵尾部合併
脾臓摘出術とした．

病理組織学的検査：脾臓は 19×15cm と著明な

腫大を認め，割面では多発性に白色結節状の腫瘍
性病変を認めた（Fig. 3）．組織学的には，円形か
ら類円形の核を有する中型異型細胞が結節様構造
を呈しながら浸潤増殖していた（Fig. 4）．免疫染
色では，CD20（＋），CD45RO（－），CD10（－）
であった（Fig. 5）．また，Flowcytometric analysis
では CD19（＋），CD20（＋），κ＞＞λ，CD25（＋）
であった．以上より，Splenic marginal zone lym-
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Fig. 3 Spleen measuring was 19×15cm. The cut
ting surface was showed that tumor in the spleen 
was multiple nodular lesions, white in color（arrow 
head）．

Fig. 4 The tumor was characterised by micronodu
lar infiltration of the spleen（HE stain ×12.5）．

Fig. 5 The tumor cells were positive for CD20 
（CD20 ×100）．

phoma（B cell type）と最終診断した．
術後経過：術翌日に左肺に胸水が出現し，胸腔

ドレナージ術を施行し，1,200ml の排液を認めた
が，胸水細胞診では異型細胞の出現はみられな
かった．胸水の改善はないものの，全身状態は比
較的安定していたため術後 6 日目からラミブジン
100mg を内服開始となった．術後 14 日目頃より
頸部および腋窩リンパ節の痛みを伴う腫脹および
呼吸苦が出現した．また，白血球の異常高値も続
いていることから，悪性リンパ腫の骨髄浸潤が考
えられ術後 24 日目に血液内科緊急入院となった．
入院直後に胸水穿刺を施行，異型リンパ球の出現
を認めたことから SMZL の急性増悪を考え，家族

に対して十分なインフォームドコンセントを行
い，同意のうえで入院当日より THP-COP 療法（塩
酸グラニセトロン 3mg，塩酸ピラルビシン 50mg，
ビンクリスチン 1.4mg，プレドニゾロン 100mg）4
コースを導入した．導入後，頸部リンパ節腫脹は
改善傾向を示し，呼吸状態は安定した．また，初
期には肝機能異常は認めたものの，術後早期から
のラミブジン投与により HBV-DNA 4.7LGE�ml

（正常値 3.7LGE�ml 未満）であったのが 3.7LGE�
ml 以下と正常範囲まで低下した（Fig. 6）．THP-
COP 療法導入後 7 日目に骨髄穿刺を施行したが，
明らかな異型細胞の出現はみられなかった．THP-
COP 療法 4 コース終了時の PET では術前指摘さ
れていた全身のリンパ節の異常集積は指摘されな
かった．手術後 13 か月現在，外来定期通院中であ
る．

考 察
SMZL は，脾臓の辺縁帯 B 細胞由来の低悪性度

B リンパ腫とされ，我が国では全リンパ腫症例の
1％ にも満たないと報告されている５）．また，医学
中央雑誌で「悪性リンパ腫」，「Splenic marginal
zone lymphoma」をキーワードとして 1983 年か
ら 2007 年までについて検索したところ，自験例を
含めて 9 例が報告されているのみで，まれな疾患
群として報告されている．近年では，肝疾患と悪
性リンパ腫との関係についての検討も報告されて
おり，1994 年 Ferri ら６）の報告では，B-cell，NHL
の 50 症例中 17 症例に HCV 抗体陽性であったと
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Fig. 6 Clinical course

している．SMZL についての HCV の関連につい
ては，Arcaini ら７）は HCV の血清陽性率を伴う
SMZL は 19％ であったとし，Interferon-α との関
連についても近年検討されている８）９）．また，血清
HBs 陽性を伴う SMZL の報告はあるものの１０），B
型慢性肝炎との関連については報告が少なく，両
者についての因果関係については不明である．

Chacon ら４）の報告では，主症状として脾腫や全
身症状が約半数以上でみられているが，腹痛は
33％ と頻度的には低く，脾臓や骨髄の精査で診断
されることが多いとされている．また，86.6％ の症
例で Stage IV であり，無痛性の疾患群であるため
早期に発見されることが少ないと考えられる．今
回，我々が経験した症例についても，病期が進ん
できたため自覚症状が出現し発見となったと推察
される．

SMZL に対しての治療方針は，以前までは組織
診断を目的とした脾臓摘出術を第 1 選択とされて

きた１１）．本症例は明らかな表在リンパ節の腫脹が
みられず手術以外の組織採取が困難であったこと
から，組織診断のために手術を施行することも必
要であるといえる．一方で，手術翌日から胸水や
全身のリンパ節腫脹が出現し，術後 24 日目には異
型リンパ球が出現するという急激な進展経過を
辿っている．脾臓摘出後の影響についての報告に
ついては，Thieblemont ら１２）は脾臓摘出術後にお
いても骨髄浸潤する可能性を示唆し，多変量解析
においても脾臓摘出術は独立した予後因子とは
なっていないと報告している．また，西森ら１３）の報
告でも，術後早期に急激な腹膜播種を生じ死亡し
ていることから，骨髄浸潤のみでなく全身性に進
展する可能性があると言える．本症例における急
激な進展経過は手術侵襲による影響があった可能
性もあり，組織診断を主な目的とする脾臓摘出術
においても術後経過に対しては十分な観察が必要
である．
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現在，SMZL に対しての治療法は手術のみでは
なく CD20 抗体と化学療法を併用する治療法が検
討されている３）４）．Tsimberidou ら３）は，CD20 抗体
投与単独群は 88％，CD20 抗体と化学療法を併用
した群は 83％，化学療法単独群は 55％ で反応が
あったとし，3 年生存率では 95％，100％，55％ と，
CD20 抗体投与群が良いと報告している．また，
failure-free survival も同様に CD20 抗体投与群が
良いとしている．しかし，CD20 抗体投与中に急性
腫瘍溶解症候群となった報告１４）や B 型肝炎由来の
劇症型肝炎になった報告もあり１５），適応を十分に
検討する必要があると考えられる．また，本症例
は B 型慢性肝炎であったためステロイド製剤を
含む THP-COP 療法導入に十分な検討を有した．
近年では，ラミブジン投与によって肝炎の発症率
が低下するという報告がなされている１１）１６）～１８）．今
回，我々が経験した症例は，THP-COP 療法導入後
肝機能障害が出現したが，術後早期からのラミブ
ジン内服開始により HBV-DNA は比較的安定し
た経過を辿ることが可能であったと考えられる．

SMZL に対しての治療方針についてはさまざ
まな検討があるが，本症例のように組織診断を得
るための手術を契機に急性増悪を来す可能性があ
るため，術後化学療法導入時期の検討を含めた集
学的治療戦略が必要であると考える．
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A Case of Splenic Marginal Zone Lymphoma
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A 64-year-old seen for fever and lower left back pain and having a 4-year history of chronic hepatitis B was
found in abdominal CT to have an intrasplenic tumor and FDG-PET showed abnormal uptake in the spleen.
Since these findings suggested primary malignant lymphoma of the spleen, we conducted splenectomy with
pancreatic tail resection for histological diagnosis and tumor reduction. Macroscopically, the spleen was 19×
15cm, with multiple nodules. Histopathological examination of tumor cells showed medium-sized, abundant
pale cytoplasm. The definitive diagnosed Primary malignant lymphoma of the spleen with splenic marginal
zone lymphoma. Since generalized lymphadenopathy develops early after surgery, the patient was admitted
in an emergency and THP-COP was started on the same day. Systemic symptoms subsequently were re-
duced, and FDG-PET showed no abnormal uptake in general lymph nodes. As of postoperative 13 months, the
patient has followed regularly.
Key words：malignant lymphoma, splenic marginal zone lymphoma, HB virus
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