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はじめに
　1963年6月に，サルコイドーシスの第1例を経験してか
ら57年，この間，絶えずとは言うつもりはないが，「サル
コイドーシスとはどういう病気か，病因は，自然寛解する
患者と遷延化する患者の違いは」と考えながら暮らしてき
た．この間に，サルコイドーシスと同様の非乾酪性類上皮
細胞肉芽腫病変を主徴とする過敏性肺臓炎，慢性ベリリウ
ム症の患者に遭遇する機会を得た．そして，この病原物質
の明白な2つの疾患の病像をサルコイドーシスの病像と比
較検討する過程から，サルコイドーシスの病因を探ろうと
考える機会を継続してもてたことは，私にとって僥倖なこ
とであった．
　なお，「わがサルコイドーシス学の始まり記」なる一文
を，1999年京都大学を停年退官した翌年の2000年，日本サ
ルコイドーシス／肉芽腫性性疾患学会雑誌20巻1号に掲載
させていただいている．本稿では，改めて，私の仕事の再
検討「私の仕事が，なにか世の中に役立ったか，国内のみ
ならず，欧米の研究者にも問いかけるものがあったか」の
自己点検・評価を中心課題として，更めて回想記を書かせ
ていただくことにしたい．

サルコイドーシス
　サルコイドーシス第1例は，1963年6月，結核予防会西
ノ京診療所の上田千里先生から紹介いただいた紡績工場
の健診で発見された19歳女子症例（典型的なBHL・無症
状例）である．上田先生からはリンパ節結核の疑いで紹介
いただいたが，私にとってみれば，これぞ教科書でみたこ
とのあるサルコイドーシスだと小躍りしたのが事実であ
る．以来，1999年3月の停年退官までに，980例を経験する
ことができた．

１）免疫学的研究
　翌7月，図書室で，たまたま関東逓信病院牛尾耕一氏の
総説論文「Sarcoidosisと結核菌」（医学のあゆみ1961；39：
13）にめぐり会った．サルコイドーシスではツベルクリン
反応が陰性化することを知った．第1例も陰性であった．
当時，「ツベルクリン感受性伝達因子の研究」で学位論文
作成中であった私は，この陰性化の機序から逆にツベルク
リン反応の成立機序の検討に挑んでみようと考えた．可能
性としては，①サルコイドーシスの原因抗原の部位にTリ
ンパ球が集まってしまうために，皮内反応部位では免疫反
応が低下する，②サルコイドーシスでは，病変部位に何ら

かの免疫反応抑制物質が産生されている，などを中心的に
検討したが，まとまった結論的成果は得られなかった．

２）クベイム反応
　1960年代，サルコイドーシスの領域で脚光を浴びていた
課題は，Kveim MA（ノルウェー：1940年）によって報告
されたクベイム反応であった．サルコイドーシス患者の肉
芽腫病変のホモゲネート（懸濁液）を患者皮内に注射する
と，4週後に注射部位に肉芽腫病変が形成される反応であ
る．
　クベイム反応の研究には，当時2つの面から大きな期待
が寄せられていた．第1は，クベイム抗原の解析は，原因
不明のサルコイドーシスの病因解明に直結するとの期待
である．第2は反応病変の形成過程の検討から，サルコイ
ドーシス病変形成の解明への期待であった．
　ここでまず問題は，クベイム反応の特異性である．クベ
イムが1940年8月にオスロ医学会で発表した内容は，対照
なく，サルコイドーシス症例に皮内注射してみれば陽性率
92％（12／13）であったの成績だけであった．クベイム
は，続いての検討で結核患者にも陽性例が多いことを経験
している．さらに，モルモット，ニワトリ，ウサギなど172
種類という動物へのサルコイドーシス病変由来のホモゲ
ネート接種実験を試み，すべて陰性であったとの所見を記
載 し た 論 文“Some remarks on the etiology of Boeck’s 
sarcoid（Acta Derm Venereo 1948；28：629）”を公表し
た後，サルコイドーシスには一切関与することなく，1969
年病没した．
　しかし， クベイムの主任教授であったDanbolt Nは，
1943年，クベイムの意向とは別に，反応の診断的有用性，
特異性を強調し，「クベイム反応」と名づけた．その後，
Siltzbach LE，Chase MWは，ロックフェラー研究所（米
国，ニューヨーク）において行った研究によって高い陽性
率を報告した．結果として，1960年ワシントンDCで開催
された第2回サルコイドーシス国際会議において，クベイ
ム反応は，臨床像，組織像と並ぶサルコドーシスの重要な
診断根拠として採択された．しかし，ジルツバックの報告
もクベイムの報告と同様，対照なき報告であり，当時から
特異性に疑問をもつ見解が少なくなかった．
　1966年から1969年にかけて，クベイム抗原の1つである
CSL抗原（オーストラリア，王立メルボルン病院内科の
Hurley TH作成）を用いて37 ヵ国の医師が参加して，クベ
イム反応の有用性に関する国際研究が行われ，1969年プラ
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ハの第3回国際会議で抗原作成者のハーレイによって高い
陽性率53％（亜急性64％，慢性52％）との診断有用性が
報告された．しかし，このハーレイ報告（1969年）も，ク
ベイム報告（1941年），ジルツバック報告（1960年）同様，
対照例なき報告であった．
　私自身も，1966年11月より，ハーレイ博士からCSL抗原
の提供を受けてクベイム反応を行い，1969年には陽性率
51／92（55％）の成績をハーレイ博士に送付していた．し
かし，私は，この前後から反応の特異性に疑問をもつよう
になった．CSL抗原ロット4号の場合，サルコイドーシス
86％，しかし，他疾患（結核など）53％，健常人45％の成
績を得たからである．1970年4月，この成績をハーレイ博
士に送付し見解を質した．5月1日付の書信が届いた．ハー
レイ博士自身もある程度の疑念はもっていたようである．
しかし，私の連絡は大きな反響を呼んだ．1971年12月，ス
ウェーデン・カロリンスカ病院でクベイム抗原のリンパ
球刺激試験を行っていた私に，ニューヨークのジルツバッ
ク先生から電話があり，年末休暇を利用して，ロンドンの
王立北病院でクベイム反応についての勉強会を開くので，
参加するようにとのことであった．王立北病院は，ジルツ
バック先生と並ぶサルコイドーシスのボスJames DG先生
の勤務する病院であった．
　ジルツバック先生は，私にとっては，1967年ロックフェ
ラー大学留学当時，マウントサイナイ病院のサルコイドー
シス外来を訪れ，CTのない当時，BHLの確認には，側面
像が必須であるとの教えを受けたことがある旧知の大先
生であった．
　勉強会は，ジルツバック博士，ジェームス博士，ハーレ
イ博士のほか，十数名が参加されていたが，Scadding JG
教授（ブロンプトン病院，私がニューヨーク留学中の1967
年，サルコイドーシスをめぐる最初の単行本「Sarcoid-
osis」を刊行されていた）も参加されていた．この年，ス
キャディング教授は，“The Kveim controversy”なる一
文をLancet 7738号に投稿されていた．会合は，私の成績
の真偽が問われることとなった．私の成績に粉飾はなかっ
た．夕食，続いての歓談は，白壁の御屋敷町（ユダヤ人街）
のジェームス先生の自宅で持たれた．ジェームス先生の姉
さん女房のSherlock教授（肝臓病理の権威者）のおもてな
しであった．この会合で，私の成績と見解は客観的に評価
されることとなった．多くの知己を得，視野のなかに含め
ていただけることなった．1972年の第6回国際サルコイ
ドーシス会議（東京）での討論を経て，1975年ニューヨー
クでの第7回国際会議で，ジルツバック先生は，クベイム
反応の終結宣言を行った．
　クベイム反応は，1943年から32年の歴史を経てサルコ
イドーシス研究の舞台から退場したわけである．退場劇の
幕を開いたのは私である．しかし，私の仕事はクベイム反
応をサルコイドーシス以外の結核など他疾患，健康人にも
試みただけである．なぜ，欧米の先生は試みなかったの
か．戦後，欧米では患者の人権意識が高まり，皮膚に瘢痕
が残るクベイム反応を行うことは困難な状況になってい

たからである．人権意識におけるわが国の後進性を示すこ
とであったとすれば自慢できる話ではないのかも知れな
い．

３）ステロイド療法
　私がサルコイドーシスの第1例（19歳，女子，BHL，肺
野，肺外病変なし）を経験した1963年当時，わが国での常
識は，ただちにステロイド治療が必要であるとのことで
あった．
　第1例もステロイドは速効し，BHLは6 ヵ月程度で消失
し，再燃なく経過した．しかし，症例が集積するとともに，
自然寛解することの多い病気ではないかと気がつくよう
になった．そこで，1967年6月，京都大学でサルコイドー
シス専門外来を開始すると共にBHLのみの症例にはステ
ロイド投与を行わず自然経過を観察することにした．背景
には，BHL症例に積極的にステロイド投与が行われた結
果，肺野病変に進展したと考えざるを得ない症例が少なか
らず，私の外来に紹介されてくるようになったこともあ
る．1975年7月第10回日本胸部疾患学会（京都）において，

「胸部サルコイドージス自然経過観察症例65例の臨床的検
討」と題して報告し，「BHLは自然寛解することが多いの
でステロイドは原則，投与すべきではない」と結論した．
これに対して「早期病変であるBHL症例には，進展防止の
ために積極的にステロイド投与を行うべきである」とする
東京のサルコイドーシスの権威の先生と大議論になった．
この先生はサルコイドーシスを結核と同じように考えて

「早期発見・早期治療」を主張されたわけであるが，最後
に私は，大胆にも「先生はサルコイドーシスを診ていない
からそう考えるのだ」と発言した．後々，不愉快なことを
経験したが，今となっては若き日の懐かしい思い出であ
る．
　しかし，1987年になって，「健診発見の無症状BHLのみ」
症例の5年後の無治療での病変残存率をみると，ステロイ
ド投与群（1967年6月以前のステロイド投与群，ステロイ
ド投与後の紹介患者，就職のため病変の早期消失希望患
者）では，3年目以後は，有意に病変残存率が高いことが
確認された．しかし，私の報告が，わが国のサルコイドー
シス患者の診療に役立つことはまだまだであった．
　私の成績に関心を寄せてくれたのは，米国の研究者で
あった．1992年5月マイアミ・ビーチで開催されたATS

（米国胸部学会）のシンポジウム“Sarcoidosis update： New 
concepts in pathogenesis and key issues in management

〔座長：King TE Jr（デンバー），Forrester J（ベセスダ）〕”
に招かれ，“Management of the asymptomatic patients 
with sarcoidosis”と題して講演した．
　かなりの反響を呼び，特に，Johns-Johnson C（ボルチ
モア）からは，厳しいコメントを頂戴した．己の貧弱な英
語力では対抗できず，スライドを再三提示して「この通
り」と言うしか方法がなかった．根本は，無症状のサルコ
イドーシス患者など診たことがない先生方を相手にして
の話である．しかし，①サルコイドーシスの発病から発症
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までの経過，特に発病（BHL）後，5年目以降は陰影の消
褪はまれであることから，5年をもって遷延化・慢性化

（Chronicity）の時期と考えられること，②ステロイドの投
与には慎重な態度が必要だ，の2つの事実は，以後，国際
サルコイドーシスのガイドラインの基本となっているこ
とは確かであると言って差し支えがないとの自己評価で
ある．

４）疫学
　サルコイドーシスは，欧州では，第二次世界大戦前から
知られていた疾病であるが，米国では，大戦前後から注目
されるようになった疾患である．わが国では，大戦前に，
まれな病気としての症例報告は行われていたが，広く知ら
れるようになったのは1960年代以降である．
　他の東南アジア地域ではどうかであるが，1973年，1974
年文部省の科学研究費（海外学術調査―現地調査）を得て，
韓国，シンガポール，マレーシアの現地調査を行った．マ
レーシアでは5例を確認できたが，韓国，シンガポールで
は確認例は認められなかった．しかし，後年，韓国では，
サルコイドーシスがわが国とほぼ同規模に認められるよ
うになった．どのような生活環境・医療環境の向上が起こ
れば，サルコイドーシスが出現するのか，興味のあるとこ
ろである．
　Horwitz O（コペンハーゲン）によって，結核が減少す
れば，サルコイドーシスが増加するとの簡単な話（1969
年）が報告され，私自身，1971年12月コペンハーゲンの結
核予防会にホルヴィツ博士を訪問，論を交わしたことがあ
るが，深みのある話にはならなかった．

５）民族差
　症例が集積される過程で，簡単に気づいたことは，皮膚
病変例が海外の記載に比べて少ないことであった．
　ロンドン，ニューヨーク，パリ，ロサンゼルス，東京の
臨床像の比較報告が1974年にジルツバックによって報告
されているが，1991年第12回会議（京都）の開催を機に世
界17都市の先生方を招待してのシンポジウムを開催した．
様々な報告が行われたが，民族差の検討から病因に直結さ
れるような見解はなかった．
　民族差について，1993年，私共の研究所に滞在していた
Eklund AG博士，Grunwald J博士（カロリンスカ病院）と
の共同研究として，BALF（気管支肺胞洗浄液）Tリンパ
球のレセプター V geneの遺伝子発現のスウェーデン症例
と日本症例の比較をしたが，確定的な違いは見出されな
かった．

６）年代による病変の変化
　自験980例の年齢，性別，発見動機（健診／症状），BHL，
肺病変，肺外病変の有無を，1960年代から10年ごとに1990
年代までに区分して比較検討した．
　無症状・健診発見BHL症例が時代と共に減少して，並
行して症状発見，高齢化，肺外病変ありが増加している状

況が確認された．
　ジルツバックの仮説「サルコイドーシスは思春期の免疫
反応亢進と呼応してBHLが始まる」を参考に考えを巡らし
たが，確定的な回答は掴めていない．

過敏性肺臓炎＊
　「急速に呼吸困難と両肺野に広汎なびまん性陰影をきた
した一例」と題して，第29回日本結核病学会近畿地方会

（1964年6月）において報告したのが，私の第1例である．
65歳男子，大工，農家屋根裏の改造工事後に発症した．プ
レドニゾロン経口投与により1週間以内で，呼吸困難，陰
影ともに急速に消失した．今からみれば，「農夫肺」と診
断される症例であった．
　1976年1月，農夫肺，鳩飼肺を見せてもらうために，ラ
ンドー病院（カーディフ）にWillams WJ，Seal RMEの両
先生を訪問した．豊富な症例，胸部X線所見，特に病理像
の多様性，重厚な類上皮細胞肉芽腫には，当時5例程度の
過敏性肺臓炎と判断される症例しか経験のない私には驚
きであった．特に，炭鉱町カーディフは，第二次世界大戦
前から，炭鉱労働者の大半はポーランドからの出稼ぎであ
り，彼らの娯楽は，カーディフから英仏海峡を越えてポー
ランドの故郷との間の鳩レースであり，炭鉱住宅は，鳩の
糞で真っ白になっていた程であるから，鳩飼肺の症例はた
くさんあったわけである．
　この6月，越智規夫，宮川トシ（大阪，羽曳野病院）は
第16回日本胸部疾患学会（札幌）において「“Extrinsic 
alveolitis”と思われる12例についての臨床的考察」と題し
た報告を行った．夏型過敏性肺臓炎の第1報である．
　1978年の第8回国際サルコイドーシス会議（カーディフ）
において“A new type of hypersensitivity pneumonitis in 
Japan（夏型過敏性肺臓炎）”の報告が行われ，1984年に
は，島津和泰，安藤正幸（熊本）によって，trichosporon 
cutaneumが病因として報告され，欧米の農夫肺，鳩飼肺
と並ぶ日本特有の夏型過敏性肺臓炎として位置づけされ
ることになった．
　Pepys J（1969年），Nicholson DP（1972年）によって総
説報告が行われ，注目を浴びた過敏性肺臓炎は，40年前後
を経て，労働環境，生活環境の向上・改善によって世界か
ら姿を消しつつあることは，喜ばしいことでもあり，私共
にとっては寂しいことでもある．

慢性ベリリウム肺
　1973年2月，私共は慢性ベリリウム肺の第1例を経験し
た．第1例の経過を記載しておきたい．
　31歳男性．1967年11月滋賀県のセラミック製造工場に
就職，月1回，酸化ベリリウム96％粉末の成型作業に従事，
1971年4月の胸部X線写真では異状なし，11月中旬より，
全身倦怠，疲労感がはなはだしく，全肺野にわたるびまん
性陰影が認められ，蒲生町病院に入院，粟粒結核として
SMを含む化学療法が開始された．ツベルクリン反応陰性，
1972年2月中旬より，呼吸困難増強，酸素テントに収容，5



サルコイドーシス回想記〔グラニュローマ：サルコイドーシス研究を支えた人々〕

4 日サ会誌 2020, 40（1）

月，サルコイドーシスあるいは慢性ベリリウム肺を疑い，
ステロイド薬を投与したところ，症状・陰影共に急速に改
善，当時，塵肺の権威者として知られていた東海地方の公
衆衛生の教授は，悪性のサルコイドーシスと断じていた
が，京都工場保健会の医師から相談を受け，1973年1月，
私共の施設に入院，2月，開胸肺生検を行い，conchoid 
body封入体を含む類上皮細胞肉芽腫と肺組織中のベリリ
ウム検出により慢性ベリリウム肺と診断した．
　以後，1971年11月から1976年4月にかけて，同一工場か
ら，10例の慢性ベリリウム肺（症状発見4，検診発見6例）
を経験した．ステロイド薬を中心に対症療法を行ったが，
きわめて緩徐に病変は進展し，死亡第1例は，診断9年5 ヵ
月後に死亡，44年以上経過した現在（2020年3月），生存例
は1例だけであり，小脳腫瘍で死亡した1例を除き，8例は
ベリリウム肺の進展のため死亡した．
　1986年5月米国，クリーブランドで開催された慢性ベリ
リウム肺の国際会議に招待され，自験成績を発表し，米国
で唯一のベリリウム製造会社（国防省所管）の工場見学の
機会が与えられ，欧米の研究者と交流することができた．
また，1998年6月，ギリシアのコルフ島で開催された第6
回BALF会議に招待され，ベリリウム肺についての総括講
演を行い，Turner-Warwick M教授（英国，ブロンプトン
病院）から厳しいコメントを頂戴したのも楽しい思い出で
ある．

サルコイドーシス，過敏性肺臓炎，慢性ベリリウ
ム肺
　これら3つの病気に，それぞれ，1963年，1964年，1973
年に第1例を経験してから症例を蓄積し，3つの病気を並
行して勉強できたことは，私にとって貴重な経験であっ
た．3つの病気の同異について集約してみたい．
　（1） 病因は，過敏性肺臓炎は有機物質，慢性ベリリウム

肺は無機物質と確定しているが，サルコイドーシス
は細胞内寄生細菌に焦点が当てられているものの，
確定的ではない．

　（2） いずれも非乾酪性類上皮細胞肉芽腫病変が主徴．
　（3） 過敏性肺臓炎は抗原曝露がなくなると病変は消失

するが，慢性ベリリウム肺は病変は緩やかに進展す
る．この違いは，過敏性肺臓炎の抗原（有機物）は
体内で代謝されるが，慢性ベリリウム肺の抗原（無
機物）は代謝されず，体内に残留するためと説明で
きる．サルコイドーシスの抗原は代謝される場合が
多いが，少なからず残留するとの説明ができる．

　（4） ツベルクリン反応はいずれの疾患でも陰性化する．
サルコイドーシス，過敏性肺臓炎では，病変が消失
すると再陽性化が見られる．この2つの疾患では病
変部位に免疫反応細胞が動員され，ツベルクリン注
射部位には集まらないとの簡単な説明しかない．私
が慢性ベリリウム肺を経験したセラミック会社で
は，3つの工場（滋賀1，鹿児島2）で酸化ベリリウ
ムを使用していた．3工場の従業員全員のツベルク

リン反応を実施したが，患者が発生した滋賀工場の
ツベルクリン反応陽性率は，発生しなかった鹿児島
の2工場従業員より，はるかに低かったことは，同
様の機序として説明できると思われた

　（5） 気管支肺胞洗浄液において，いずれの疾患でもリン
パ球増加が認められた．CD4＋／CD8＋比は，サルコ
イドーシスでは高値，慢性ベリルリウム肺で超高値
を示すが，過敏性肺臓炎では，逆にCD8＋＞CD4＋が
多い．免疫反応の抑制，病変抑制，病変消失を意味
することと考えたい．しかし，サルコイドーシスの
CD4＋／CD8＋比と病変消褪傾向の間には関連性は
認められなかった．

　しかし，これらの検討成績を持って，1984年から毎年，
ATSやERS（欧州呼吸器学会）に参加してさらなる発表や
Task Group参加の契機となった．

サルコイドーシスの病因
　第9回国際サルコイドーシス会議（パリ：1981年）参加
記から引用したい．
　「クリスタル先生は母親同伴で参加していた．パリの日
本料理屋で3人で日本料理をエンジョイした．先生のママ
からは“孟母三遷”の苦労話を頂戴した．教育ママは日本
だけではないことに変な安心をした．“サルコイドーシス
の病因は単一ではない．様々なものが病因になり，宿主の
感受性，反応性によって，サルコイド病変形成の有無がき
まるのではないか”が先生と私の合意点であった．40年近
く経過した今日，この合意点に変更はなさそうである」（最
新医学 2009；64：1592）

　サルコイドーシスの勉強中，楽しかったことを記させて
いただきたい．
　「サルコイドーシスの臨床　その周辺とその鑑別」と題
した著書を1975年金芳堂から刊行．1963年にサルコイ
ドーシス第1例に遭遇して以来，ロックフエラー大学留学

（1967～1968年），大学紛争，カロリンスカ留学（1971～
1972年）後の勉強の成果をまとめさせていただいた本であ
る．
　「Sarcoidosis Clinics in Dermatology」4巻4号の特集号
の編集を依頼され，内外のサルコイドーシス研究者に原稿
依頼し，1896年に刊行できた．
　「第12回国際サルコイドーシス会議」，1991年9月京都で
開催できた．
　1992年5月マイアミ・ビーチで開催されたATS（米国胸
部学会）のシンポジウム“Sarcoidosis update： New con-
cepts in pathogenesis and key issues in management”

〔座長：King TE Jr（デンバー），Forrester J（ベセスダ）〕
に招かれ，“Management of the asymptomatic patients 
with sarcoidosis”と題して講演できた．ATSのシンポジ
ウムにおける最初の日本人演者を務めることができた．
　「Medical Diagnosis & Treatment（a LANGE medical 
book）1995」のサルコイドーシスの記載に私の1993年の
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総説論文が引用されていた．
　1997年5月サンフランシスコで開催されたATSのpost-
graduate course“Sarcoidosis as a systemic disease”にお
いて，Raghu G（シアトル）と共に座長を務め，Nagai S
が“Clinical Findings and Courses”と題した講義を行う
ことができた．
　「サルコイドーシス」最新医学別冊として，国内の先生
方に原稿依頼して2002年に刊行できた．

おわりに
　京都大学結核研究所・結核胸部疾患研究所・胸部疾患
研究所，医学部における共同研究者の氏名を挙げさせてい
ただくことにする．
　サルコイドーシス：野村繁雄，宮城征四郎，森岡茂治，

木野稔也，平田健雄，藤村直樹，長井苑子，本田和徳，卯
原順一，北市正則，門　政男，古江増裕，竹内　実，渡辺
和彦，橋本圭司，ティンオン，楠目　馨，田中　茂，佐竹
範夫，三尾直士，川谷暁夫，西村浩一，兼島　洋，蓑輪一
文，田村　久，三国谷雄，下地　勉，堤　健雄，重松三知
夫，濱田邦夫
　過敏性肺臓炎：北市正則，長井苑子，佐竹範夫，川谷暁
夫，兼島　洋，田中　茂，竹内　実
　慢性ベリリウム肺：西川伸一，北市正則，長井苑子，卯
原順一，西村浩一，竹内　実，藤村直樹

　本稿執筆の機会を与えていただいた編集委員会の先生
方に深謝する．

＊編集委員註
　過敏性肺臓炎（hypersensitivity pneumonitis）は現在で
は過敏性肺炎（hypersensitivity pneumonia）と用語が変
更されているが，研究が始まった当初は間質に病変の主座

があると考えられており，過敏性肺臓炎と呼ばれていたた
め，歴史的な意味を込めて，敢えてこの表記のままとした.




