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妊娠中の不明熱に対し組織球性壊死性リンパ節炎と診断した２例
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組織球性壊死性リンパ節炎（菊池病）は，上気道症状と発熱，頸部リンパ節腫大を伴う比較的稀な疾患である。好発年齢は 
20～35歳で，男女比は１：２と女性に多く認められるにも関わらず，妊娠合併例の報告は非常に少ない。また，時に肝逸脱
酵素の上昇を伴うことがある。原因は不明で，多くは自然に軽快する予後良好な疾患だが重症例ではステロイドの投与を要
する。今回我々は，妊娠中に発症した組織球性壊死性リンパ節炎の２例を経験したので報告する。
【症例１】25歳，２妊１産。妊娠29週０日，38℃台の発熱と頸部リンパ節腫脹を認めた。妊娠29週６日，解熱せず精査加療
目的に当院へ紹介された。妊娠30週１日に頸部リンパ節生検を施行した。病理組織所見は組織球性壊死性リンパ節炎の像で
あった。妊娠30週２日よりステロイド内服を開始し，翌日より解熱した。内服４日目からステロイドを漸減し，妊娠33週５
日にステロイド内服を終了した。以降の妊娠経過は良好で，妊娠41週４日に経腟分娩に至った。
【症例２】19歳，１妊０産。一年前に組織球性壊死性リンパ節炎の既往がある。妊娠８週１日，38℃の発熱と悪阻症状のた
め前医を受診し，尿ケトン体陽性，肝逸脱酵素上昇を認めた。妊娠８週２日，精査加療目的にて当院へ紹介された。頸部リ
ンパ節腫大を認め，身体所見，病歴および既往歴より組織球性壊死性リンパ節炎と診断し，翌日より輸液およびステロイド
静注投与を開始した。妊娠９週４日にステロイド投与を終了し，悪阻症状も軽快し退院となった。以降，現在まで当科で妊
婦健診を継続しており，再発やその他特記すべき異常なく経過中である。
妊娠中の発熱の原因として，頸部リンパ節の腫大と圧痛を伴う場合は本疾患を念頭に置き診断を行う必要がある。また，妊
娠中に本疾患を発症した場合，プレドニゾロン投与によるステロイド治療が有効と考えられる。

Histocytic necrotizing lymphadenitis is a rare disease characterized by fever and cervical lymphadenopathy. 
We report two cases of histiocytic necrotizing lymphadenitis that developed during pregnancy.
[Case 1] A 25-year-old woman (gravida 2, para 1) presented at 29+0 weeks of pregnancy with fever of 
approximately 38°C and cervical lymphadenopathy. Her fever did not resolve, and she was referred to our 
hospital. A cervical lymph node biopsy was performed at 30+1 weeks of pregnancy. Oral steroids were 
started at 30+2 weeks of pregnancy, and the fever resolved the next day. Histopathological findings were 
consistent with histiocytic necrotizing lymphadenitis.
[Case 2] A 19-year-old patient (gravid 1, para 0) with a history of histiocytic necrotizing lymphadenitis was 
referred to our hospital at 8+2 weeks of pregnancy for consultation and treatment of a fever of 38°C. Infused 
and intravenous steroids were initiated the next day. The fever improved, and the patient was discharged 
from the hospital.
It is necessary to consider this diagnosis when a patient has a fever during pregnancy. In addition, when this 
disease develops during pregnancy, steroid administration should be considered.
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緒　　　言

　組織球性壊死性リンパ節炎（histiocytic necrotizing 

lymphadenitis）は，1972年に菊池ら１）により報告され
た原因不明の良性リンパ節炎であり，菊池病（Kikuchi’s 
disease）や菊池・藤本病（Kikuchi-Fujimoto disease），
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亜急性壊死性リンパ節炎（subacute necro t i z ing 
lymphadenitis）とも呼ばれる。若年女性に好発する上
気道症状，発熱および頸部リンパ節腫脹を伴う疾患であ
り，感冒やインフルエンザ感染症，coronavirus disease 
2019（COVID-19）等との鑑別が重要となる。本疾患は
比較的稀な疾患であり，特に妊娠中の発症に関する報告
は非常に少ない。
　今回我々は，妊娠中に発症した組織球性壊死性リンパ
節炎の２例を経験したので報告する。

症　例　１

患者：25歳，女性
妊娠分娩歴：２妊１産
既往歴：特記事項なし
家族歴：祖父　肝臓癌
飲酒歴：なし，妊娠前は機会飲酒

喫煙歴：なし
現病歴：
　患者は自然妊娠成立後，前医にて妊婦健診を行い，妊
娠経過は良好であった。妊娠29週０日，38℃台の発熱と
頸部リンパ節腫脹を認めた。妊娠29週２日，フロモキセ
フ100 mg ３錠分３内服を開始した。妊娠29週３日，外
陰部に水疱を認めたため性器ヘルペスを疑われ，バラシ
クロビル塩酸塩錠500 mg ２錠分２内服を10日間開始し
た。解熱しないため，妊娠29週６日，精査加療目的にて
当院へ紹介され，同日入院した。
　身体所見は，右頸部に長母指頭大に腫大したリンパ節
を２個認め，圧痛と熱感を伴っていたが，外陰部に水
疱や潰瘍などの性器ヘルペスを疑う所見を認めなかっ
た。その他，胸痛や腹痛等，特記すべき身体所見を認め
なかった。経腹超音波検査にて胎児および胎盤に特記
すべき異常を認めなかった。血液検査データは，WBC 

図１　（症例１）プレドニゾロン内服量，熱型，CRP値，WBC値の推移

図２　 （症例１）頸部リンパ節生検の病理組織像　HE染色　対物
５倍

巣状の壊死性病変を認める

図３　 （症例１）頸部リンパ節生検の病理組織像　HE染色　対物
40倍

大型化したリンパ球（↓），濃縮変性した核を持つ組織球（↓↓）
とその周囲に好酸性細胞質を認める
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6,180/μL，好中球 87.3%，CRP 13.74 mg/dL，プロカ
ルシトニン 0.09 ng/dLと感染症が疑われる所見であっ
た。A群β溶連菌迅速試験，インフルエンザウイルス抗
原迅速診断検査はともに陰性であった。妊娠30週０日，
SARS-CoV-2 RT-PCR検査は陰性であった。
　持続する発熱と頸部リンパ節腫大より，組織球性壊死
性リンパ節炎を疑い，妊娠30週１日に頸部リンパ節生検
を施行し，妊娠30週２日よりプレドニゾロン20 mg/日
およびアセトアミノフェン500 mg４錠分４の内服を開
始した。妊娠30週３日より37℃台へ解熱したため，妊娠
30週５日よりプレドニゾロン投与量を漸減し，妊娠33週
５日にプレドニゾロン内服を終了した。
　当科初診時以降のプレドニゾロン内服量，熱型および
血液検査データの推移を図１に示す。頸部リンパ節生検
で得られた病理組織所見は，図２および図３へ示す通
り，巣状の壊死像と，その内部や周囲に核破砕片とそれ
を貪食したマクロファージの増生を認め，リンパ芽球様
の大型単核細胞の増生巣を伴っていた。組織球性壊死性
リンパ節炎の像と考えられ，悪性所見を認めなかった。
以降も順調に経過し，妊娠35週０日に前医へ逆紹介と
なった。

症　例　２

患者：19歳，女性
妊娠分娩歴：１妊０産
既往歴：18歳　組織球性壊死性リンパ節炎
家族歴：特記事項なし

飲酒歴：なし
喫煙歴：なし
現病歴：
　患者は一年前に発熱を契機に近医を受診し，39℃台の
発熱と頸部リンパ節腫脹を認め，リンパ節生検にて組織
球性壊死性リンパ節炎と診断された既往がある。自然妊
娠成立後，前医で妊娠を確認，分娩予定日を決定され
た。妊娠８週１日，38℃の発熱と悪阻症状，尿ケトン体
定性検査２+であり，肝逸脱酵素上昇を認めた。妊娠８
週２日，精査加療目的にて当院へ紹介され，同日入院し
た。
　血液検査データは，WBC 7,900/μL，好中球 86.1%，
CRP 0.99 mg/dL，AST 163 U/L，ALT 649 U/L， 
LDH 383 U/Lと炎症所見は軽度であったが肝逸脱酵素
の著明な上昇を認めた。HBs抗原検査，HCV抗体検査
はいずれも陰性であった。頸部リンパ節の腫脹を認め
た。身体所見，病歴，および既往歴より組織球性壊死性
リンパ節炎を強く疑った。悪阻症状および倦怠感のため
食事や内服が困難であったため，妊娠８週３日，輸液な
らびにプレドニゾロン30 mg/日静注投与を開始し，解
熱と同時に悪阻症状や倦怠感も改善した。妊娠８週５日
よりプレドニゾロン投与量を漸減し，妊娠９週４日にス
テロイド投与を終了し，退院となった。
　当院初診時以降のプレドニゾロン投与量および血液検
査データの推移を図４に示す。以後，現在まで当科で妊
婦健診を継続しており，再発やその他特記すべき異常な
く経過中である。

図４　（症例２）プレドニゾロン静注量，AST値，ALT値，LDH値，CRP値の推移
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考　　　案

　組織球性壊死性リンパ節炎は，特異な組織像のリンパ
節病変を伴う予後良好な疾患である。前駆症状として扁
桃腫大を伴う上気道症状が出現し，それと前後して，圧
痛を伴う頸部リンパ節腫脹を来すことが多い。好発年齢
は20～35歳で，男女比は１：２である。約40%の症例に
38℃以上の発熱を認め，リンパ節腫脹は多くが一側性で
頸部に限局するとされる３）。血液検査所見では，約20%
の症例で１～２%の異型リンパ球が末梢血中にみられ，
その他LDH，AST，ALT，CRPの上昇を認めることが
多いとされる４）。多くは１～２か月以内に自然治癒する
が，数か月～数年以内に約５%が再発する３）。確定診断
としてはリンパ節生検が必要で，大型化または芽球化
したリンパ球および組織球の存在により診断する３）。組
織球性壊死性リンパ節炎は，1972年に菊池１）により報
告された。続いて藤本ら２）により同様の症例が報告さ
れ，その後このような病変の存在が世界的に知られるよ
うになった。東洋人に多くみられるが白人は比較的稀で
あり，黒人にはきわめて稀であることが明らかとなって
いる。特に，妊娠中における本疾患の症例報告は少な
い。表５に今回の症例を含めた過去の症例の概要を示
す。本疾患の原因については，Epstein-barr virusの関
与や，Human herpesvirus ６型，８型との関連も指摘
されていたが，直接的な原因は未だ不明である３）。
　症例１はCOVID-19との鑑別を含めた近医からの紹介
症例である。本疾患の鑑別に最も有用であった所見は右
頸部のリンパ節腫大であり，発熱患者における頸部リン
パ節の触診の重要性を再認識すべきと考える。また，症
例２は肝逸脱酵素の上昇を伴う不明熱の精査目的の紹介

症例である。ステロイドの投与により発熱とともに肝逸
脱酵素の改善を認めた。本症例においても，頸部リンパ
節腫大の身体所見，本疾患の既往歴が診断の手掛かりと
なり，悪阻による肝逸脱酵素上昇と鑑別することができ
た。妊娠中の肝逸脱酵素を伴う疾患としてウイルス性肝
炎やHELLP症候群，急性妊娠性脂肪肝等，母体および
児の予後に大きく影響する疾患が存在するため，このよ
うな場合においても本疾患を鑑別として考慮すべきであ
る。
　本疾患は若年女性に好発する発熱性疾患という特徴か
ら，妊婦にもしばしば生じる疾患と考えられるが，報告
が少ない理由としては，その臨床症状から感冒と誤診さ
れる可能性が高いこと，多くは自然に症状が軽快するこ
とから精査される症例が少ないこと等が考えられる。ま
た，本疾患に関する特異的な治療法は無く，対症療法が
中心となる。大島３）は症状が重篤な際には，症状改善
を目的としたステロイド治療が有効であるとしている。
ステロイドの種類や投与量に関して一定した見解は得
られていないが，Altuntas et al.５）はプレドニゾロンを
１ mg/kg/日投与し症状が改善したと報告している。プ
レドニゾロンは11β-HSD2による代謝を強く受け，胎児
臍帯血/母体血総薬物濃度比は約1.0と低いため，膠原病
など母体を標的とした治療を行う場合は，胎児移行性が
低いプレドニゾロンを用いることが勧められている。妊
娠中の本症に対しては早期の症状改善を目的としたプレ
ドニゾロン投与によるステロイド治療を考慮する必要が
あると考える。

結　　　語

　組織球性壊死性リンパ節炎は若年女性に好発する上気

表５　今回の症例を含めた，過去に報告された妊娠中に発症した組織球性壊死性リンパ節炎８症例の概要
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道症状と発熱，頸部リンパ節腫大を伴う疾患であり，妊
婦における不明熱の原因として本疾患を鑑別する必要が
ある。症状改善にはプレドニゾロン投与によるステロイ
ド治療が有用である。

付　　　記

　本稿は，開示すべき利益相反関係にある企業などはあ
りません。

文　　　献

１） 菊池昌弘．特異な組織像を呈するリンパ節炎につい
て．日血会誌 1972；35：379-380．

２） 藤本吉秀，小島靖，山口和克．頸部の亜急性壊死
性リンパ節炎―新しい病態の提唱―．内科 1972；
30：920-927．

３） 大島孝一．組織球性壊死性リンパ節炎の病理と臨
床：小児感染免疫 2013；25：175-179．

４） 田村隆行，谷尾和彦，小谷勇，領家和男：組織球
性壊死性リンパ節炎の１例：日本口腔外科 2013；
59：230-234．

５） Altuntas F, Sari I, Canoz O, Yildiz O, Eser B, Cetin 
M, Unal A. Kikuchi-Fujimoto Disease: A rare but 
important cause of fever and lymphadenopathy in 
pregnant women: American Journal of Hematology 
2006; 81: 118-120．

６） Phupong V, Poomtavorn Y: Kikuchi disease during 
pregnancy: Archives of Gynecology and Obstetrics 
2006; 273: 393-396．

７） Venizelos ID, Vakalopoulou S, Sioutopoulou D, 
Garipidou V. Recurrent Kikuchi’s disease during 
pregnancy: Acta Obstetricia et Gynecologica 
Scandinavia 2005, 84: 404-409．

８） Mayooran N, O’Cathain E, Bresnihan MN, Patil N. 
Kikuchi-Fujimoto disease: an usual cause of neck 
swelling in pregnancy: British Medical Journal 
2015; 10: 206505．

９） Alijotas RJ, Casellas CM, Ferrer OR, Cabero 
RL, Vilardell TM. Recurrent Kikuchi-Fujimoto 
disease during pregnancy: European Journal of 
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 
2008; 140: 144-145．

10） DuBois RE, Bondell S, Krissman PH. Kikuchi-
Fujimoto syndrome during pregnancy: Southern 
Medical Journal 1991; 84（8）: 1029-30． 【連絡先】

木山　泰之
呉医療センター・中国がんセンター産科婦人科
〒 737-0023　広島県呉市青山町 3-1
電話：0823-22-3111　FAX：0823-21-0478
E-mail：ps728.yacky@gmail.com


