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【要旨】
サルコイドーシスにおいて皮膚病変と肺野病変の関連について検討した．対象症例は肺生検にて病理診断の確定した131例
で，そのうち発見時に皮膚病変を有したのは45例（34％）であった．皮膚サルコイドーシス患者（皮膚サ症）の平均年齢は52
歳と皮膚病変を伴わない患者（非皮膚サ症）の42歳に比して高齢であった．経気管支肺生検にて類上皮細胞肉芽腫の認められ
る頻度，ガリウムシンチグラムにて肺への取り込みの陽性率，肺機能の低下の頻度は皮膚病変の有無による差違は認められな
かった．
胸部X線病型のIV型（肺線維型）の症例が皮膚サ症では7％に認められたが，非皮膚サ症では0％であった．発見より3年以
内の胸部異常陰影の消失率は皮膚サ症では50％であったが，非皮膚サ症では68％であった．この事から皮膚病変の存在は予後
不良を示していた．
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Relationship of Cutaneous Sarcoidosis to Pulmonary Involvement.
Jun-ichi Hiramatu1), Yasunari Nakata2), Mikio Kataoka2), Takayuki Kamao1),
Kazunori Okagaki1), Yasusi Tanimoto1), Jun Hirano1), Mitune Tanimoto1)

【ABSTRACT】
This study was aimed to investigate the relationship between pulmonary and skin lesions in patients with sarcoidosis. Of 131
patients in which diagnosis of sarcoidosis was made by pulmonary biopsy, 45 patients (34%) had various cutaneous manifestations at onset of the disease.
The mean age of onset of patients with skin lesions (52 years) was higher than that of patients without skin lesions (45 years).
Between these two groups, no significant difference was found in frequency of epithelioid cell granulomas in transbronchial
lung biopsy specimens, the rate of positive Gallium-67 uptake in lungs and the frequency of decreased pulmonary functions.
In patients with skin lesions, 3 (7%) showed radiographic stage IV (irreversible fibrotic changes) disease, but it was 0% in
non-skin sarcoidosis. Radiological clearing of the lungs within 3 years occurred in 50% of patients with skin lesions and 68% of
patients without skin sarcoidosis. Skin lesions might predict a poor prognosis in sarcoidosis.
[JJSOG 2001;21:21-24]
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見られた．その他，%VC，%FEV1.0 や動脈血液中 PaO2 に

はじめに
サルコイドーシス（サ症）において皮膚病変の合併は予

差は見られなかった．気管支肺胞洗浄液中の有核細胞の検

1)2)，皮膚病変を有する症例の予後は良好

討では総細胞数に差はないが，リンパ球百分率が皮膚サ症

でも不良でもない，あるいは5年生存率で比較した皮膚病変

で20.9％と非皮膚サ症の30.0％と比較して有意（p<0.01）に

を有する症例の予後は一般的に良好である3)4)，あるいは皮

低率であった．しかし CD3 ＋ T-cell，CD4 ＋ T-cell，CD8 ＋

5) 等の

T-cell，Ia+細胞などのリンパ球サブセット，あるいはCD4/
CD8 比には差は見られなかった．好中球百分率は皮膚サ症
で 4.2 ％と 非皮 膚サ 症の 0.8 ％に 比較 して 高 値で あっ た
（p<0.01)．

後不良因子である

膚病変と肺病変の遷延性とには関係が認められない

種々の成績が報告されている．しかし皮膚浸潤の有無と肺
病変の関係を検討した報告は少ない．著者らは自験例にお
いて発見時に皮膚病変を有していたサ症例（皮膚サ症）に
ついて，肺病変を中心とした臨床検査成績，予後について
皮膚病変を有さないサルコイドーシス（非皮膚サ症）のそ

Table 1 Patients profiles

れと比較検討した．

対象
1979 年から 1998 年までに岡山大学第 2 内科を受診したサ
症患者 255 例中，経気管支肺生検，気管支肺胞洗浄を始め
とする肺機能検査が施行されたのは 146 例である．未治療
症例は136例で，皮膚サ症は50例，非皮膚サ症は86例であっ
た．このうちサ症発見時に皮膚病変を有した未治療症例の
45 例について臨床成績と胸部病変の経過について検討し
た．なお45例中皮膚生検にて病理診断されたのは42例（93
％）であった．
皮膚サ症の皮膚病型では結節型 23 例，皮下型 9 例，局面
型 2 例，び慢浸潤型 1 例，結節性紅斑様皮疹 1 例，苔癬様皮
疹1例，局面型と結節型の重複例1例，皮下型と結節型の重
複例1例，瘢痕浸潤6例であった．

Table 2 Characteristics of sarcoid patients

結果
1．症例（Table 1)：未治療皮膚サ症患者の年齢平均は52歳
で非 皮膚 サ症 の 4 3 歳 に比 して 有意 に高 齢で あっ た
(p<0.01)．性別では女性例が皮膚サ症で 28 例（62％）と非
皮膚サ症の45例（52％）に比較してやや多かった．
2．肺病変に対する検査成績（Table 2)：皮膚サ症の胸部 X
線病型では 0 型（肺病変無し）18％，I 型（両側肺門リンパ
節腫脹のみ）22％，II 型（両側肺門リンパ節腫脹と肺野陰
影）47％，III型（肺野陰影のみ）7％，IV型（肺線維症）7
％で，非皮膚サ症の5％，36％，51％，0％と比較して，皮
膚サ症ではIV期の肺線維症例が多く見られた（p<0.05)．ガ
リウムの肺野への取り込み陽性率は皮膚サ症で44％，非皮
膚サ症で35％，肺門への取り込み陽性率は69％，86％と両
群間に差はなかった．経気管支肺生検による類上皮細胞肉
芽腫の陽性率は皮膚サ症で63％，非皮膚サ症で64％と差は
なかった．肺機能検査では %DLCO が皮膚サ症で 94％と全
く異常はみられず，非皮膚サ症において87％とやや低下が
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3．血清学的検査成績（Table 3）：血清中のアンギオテンシ
ン変換酵素 (ACE) 値，リゾチーム量に差は認められなかっ
た．PPD 皮膚反応の陰性率は皮膚サ症で 59％，非皮膚サ症
で70％と皮膚サ症にて低率であったが，有意な差は認めら
れなかった．抗核抗体陽性率は皮膚サ症で31％と非皮膚サ
症の 16％に比して有意な高率であった（p<0.01)．しかし

〔原著〕

皮膚サルコイドーシスにおける肺病変の検討

LE細胞陽性率，血中の免疫複合体量，β2microglobulin量，
immunosuppressive acidic protein (IAP)量，Coombs 試験陽
性率等の免疫検査に差は認められなかった．更に血清免疫
グロブリンG，A，M量，補体成分C3，C4，CH50に差はな
かった．また末梢血液中のT-cell，B-cellあるいはT-cellサブ
セット，CD4/CD8比には差はなかった．
4．胸部異常陰影の経過（Table 4）：発見から 3 年間の経過
観察が可能であった症例は皮膚サ症32例，非皮膚サ症49例
であった．更に発見時に胸部に異常陰影を認めなかった0型
症例を除いた，皮膚サ症28例と非皮膚サ症44例について発
見より3年経過後の胸部異常陰影の消失率を検討した．皮膚
サ症では 50 ％と，非皮膚サ症の 68 ％に比してやや低率で
あった（p<0.10)．

考案
サ症における皮膚病変の合併頻度は 4％から 76％と幅広
く報告されており 6)，皮膚科の報告は高率で，内科，呼吸
器科では低率である．当科のサ症発見時の皮膚病変合併率
は 16％で，経過中発見例を含めると 25％であった 7)．1991
年の全国調査 8) の新発見患者 878 例中の 18.5％に比較する
とやや高率である．発見率は初診時か，経過中発症例を含
めるかによって異なるが，一般的には15％から35％程度と
考えられる．
皮膚サ症患者の性別は女性が62％とやや多かった．本邦
の全国集計8)でも162例中女性は78％，James, D.G.9)も皮膚
サ症は女性が 80 ％と非皮膚サ症の 43 ％に比較しては女性
に多いことを報告している．皮膚サ症患者の平均年齢は52
歳と非皮膚サ症43歳に比して明らかに高齢であった．しか

Table 3 Laboratory findings

し，欧米の報告では皮膚サ症患者は比較的若年者に多いと
報告9)10)されているが，その要因として結節性紅斑症例が多
数含まれている事が挙げられる．即ち，結節性紅斑症例の
平均年齢は32歳9)，30歳10)と結節性紅斑症例を除いた皮膚サ
症の 42 歳，48 歳よりも若年である．更に後者の報告では結
節性紅斑症例を除いた皮膚サ症の 42 歳に対して非皮膚サ症
例では34歳と皮膚サ症の方が高齢であると報告している．
皮膚サ症における肺病変の検討では結節性紅斑を除いた
皮膚サ症において呼吸器症状を有する頻度は41％と，非皮
膚サ症群の63％に比して少なく，結節性紅斑症例とそれ以
外の皮膚サ症とを比較しても差は認められていない11)．一
般的にサ症における肺への浸潤は80％以上と皮膚浸潤の有
無に関わらず高率であり，両群間に差は認めらない．著書
らの検討においても経気管支肺生検にて類上皮細胞肉芽腫
が確認される頻度，あるいはガリウムの肺野，肺門への取
り込み陽性率においても両群間に差はなかった．しかし，
胸部 Ｘ 線病型別の検討では皮膚サ症において IV 型の肺線
維症が多く見られた．Sharma, O.P.12)は結節性紅斑症例を含
む皮膚サ症41例中，III型34％，IV型27％と肺野病変 肺線
維症例が多く，2 年後の異常陰影消失率は 39％と結節性紅
斑症例を除いた皮膚サ症の21％に比して皮膚サ症における
胸部病変の遷延を報告している．著者らの3年後の胸部異常
陰影の消失率においても皮膚サ症 50 ％と非皮膚サ症の 68
％に比して遷延傾向が見られた．しかしCaruthers, B.5)は発

Table 4

Number of patients disappeared chest X-ray
abnomality without 3 years.

見時に皮膚浸潤を有するサ症の胸部 X 線病型は I 型 27.5％，

II型40.0％，III型12.5％，IV型15.0％との結果から，肺病変
の遷延性とは関係が認められないと論じている．しかしこ
の論文では皮膚生検施行例が少なく，予後の経過観察が行
われていないこと，対象症例が無いことなど問題がある．
Olive, K.11)は皮膚サ症ではIII型が13％と非皮膚サ症の33％
に比してむしろ低率であり，肺機能異常発生の頻度は皮膚
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浸潤の有無，あるいは結節性紅斑の有無による差は認めら
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