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【要旨】 

喘息増悪を頻回に繰り返していた87歳女性が抗IL-5抗体製剤の導入によって、喘息のコントロールが良好にな

った。しかし、投与開始から半年ほどで再び喘息増悪が頻回になり、喘息増悪、気管支肺炎の診断で精査加療目的

に入院した。抗菌薬、ステロイドの静脈内投与にも関わらず、咳嗽、微熱は持続し、第 26病日に日和見感染を念

頭に熱源精査を行った。喀痰PCRでニューモシスチスDNAの陽性と両肺のすりガラス影から、ニューモシスチス肺

炎(PCP)の診断でスルファメトキサゾール・トリメトプリムを開始し、咳嗽等の症状が改善した。PCPの機序は免疫

応答が過剰に働くこととされており、特にTh2型炎症反応が関与している。これは喘息においてアレルゲンの吸入

から気道過敏症状の出現までの機序と一致しており、本例はPCPが治療抵抗性の喘息の原因と考えた。また、ニュ

ーモシスチスに対する免疫には好酸球の関与があり、本例は抗 IL-5抗体製剤の投与による好酸球の抑制がニュー

モシスチスの感染の原因になったと考えられた。抗 IL-5 抗体製剤使用中の難治性喘息の増悪の原因には、PCP を

鑑別に上げる必要がある。 
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【緒言】 

難治性気管支喘息の治療には吸入薬や経口ステロイ

ド、抗IL-5抗体製剤や抗IgE抗体製剤などの生物学的

製剤が用いられるが、これらの治療に反応不良な難治

性喘息が一定数存在する 1)。喘息の増悪因子にはアレ

ルゲンや呼吸器感染症、室内空気・大気汚染物質など

が一般的であり、これらの因子の持続的な曝露により

気管支喘息が治療抵抗性を示すことがある。今回我々

は抗 IL-5 抗体製剤使用中に難治性の喘息増悪をきた

した患者に対し、合併していたニューモシスチス肺炎

の治療介入をしたところ増悪が改善した症例を経験し

た。過去にニューモシスチス感染症と抗IL-5抗体製剤

の関与についての報告はないため報告する。 

 

【症例】 

87歳女性、既往に緑内障があった。2007年より気管

支喘息で通院していた。増悪により頻回に緊急受診や

入院、経口ステロイドの短期投与が行われていた。202

0年5月よりフルチカゾンフランカルボン酸/ビランテ

ロール吸入、モンテルカスト、レボセチリジン、プレ

ドニゾロン(Prednisolone：PSL)5mgに加え、メポリズ

マブを開始したところ、コントロールは良好になった。

しかし、2021年4月より、咳嗽を中心とした気管支喘

息の増悪、微熱の持続のため入院した。胸部Computed

 tomography（CT）で気管支肺炎像(図1)を認めたため、

一般細菌感染による増悪と診断し、抗菌薬、メチルプ

レドニゾロンで治療を開始した。しかし微熱が軽快せ

ず、第26病日に日和見感染を念頭に熱源精査を行った。

CTを再検したところ、すりガラス陰影(図 2)を認め、

喀痰のニューモシスチスDNA PCRが陽性だったため、

ニューモシスチス肺炎と診断した。スルファメトキサ

ゾール・トリメトプリム(Sulfamethoxazole-Trimetho

prim:ST 合剤)による治療を開始したところ、解熱し、

喘息症状も改善した(図3)。 

 

【考察】 

本症例は、抗IL-5抗体製剤治療中の気管支喘息増悪

の原因としてPCPが考えられた。 

PCPはHuman Immunodeficiency Virus（HIV）感染に

よる免疫抑制状態が原因で発症する HIV関連 PCPと、

HIV感染と関係なく発症する非 HIV関連 PCP が存在す

る。非HIV関連PCPは急性の経過をたどりHIV関連PC
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P に比較して重症化しやすいが、その一方で感染時の

菌量が少なく検出が困難である 2)。非 HIV関連 PCPの

病態は過剰な免疫応答が原因とされIL-4やIL-5、TNF

-α、IFN-γ などいった炎症性サイトカインが関与し

ている 3)4)。またこの過剰な免疫応答は免疫再構築症候

群が関与している 4)。非 HIV関連 PCPの病態をマウス

の対照実験で検証すると、STAT6 を欠損させたマウス

でコントロール群に比較して PCPによる気道過敏症状

が特に抑えられた 3)。このことから非 HIV関連 PCPの

気道過敏症状には、Th2 型炎症反応が強く関係してい

ることが示唆される 3)。これは気管支喘息の機序にも

一致しており、本例ではニューモシスチス感染が喘息

症状の誘発と難治化へ関与したことが推察される。ま

た、PCP により喘息様症状が出現したという報告があ

り、PCP 患者に気道可逆検査及び吸入誘発試験を施行

したところそれぞれで一定数に気管支喘息同様の所見

が得られた 5)。これは PCP が気管支喘息と同様の機序

で気道過敏症状を呈するということの裏付けになる。

本例は PCPに対する治療で喘息増悪が軽快したことか

らも、ニューモシスチス感染に起因した気道過敏症状

を呈していたことが考えられた。 

本例は背景に HIV感染や易感染性を示す疾患はなか

ったがPneumocystis jiroveci (P.jirovecii)に感染

した。P.jirovecii は多くのヒトで不顕性感染してお

り、免疫正常者の保菌率は0～20％で、免疫抑制剤使用

中では、0～100％である 6）。一般的にPSL16㎎/日を8

週以上投与すると PCP の発症リスクが上昇する 7）。本

例では、入院の23日前からPSL5㎎/日が投与されてい

たが、ST合剤の予防投与はPSL20mg/日を4週以上投与

する場合に推奨 8)されており、PSL投与量、投与期間か

らは PCP発症リスクの上昇は考えにくく、免疫正常者

と同等に考え、予防投与は行わなかった。しかし、本

例では、保菌率、発症率ともに高くはなかったにもか

かわらず、第26病日にPCPの発症を確認したため、ス

テロイド以外の易感染性となった原因について考察す

る。Pneumocystisに対する免疫には好酸球の関与が示

唆されている 9）。 

マウスにニューモシスチスを感染させた群とニュー

モシスチスの感染に加えて骨髄由来好酸球の投与を行

った群を比較した実験で、肺内のニューモシスチス18

S rRNA数が後者の群で大きく減少した。さらに、骨髄

由来好酸球とニューモシスチスを共培養させた群と、

その培養に IL-4 と IL-13 を加えて好酸球を活性化さ

せた群を比較した実験では、後者の群でニューモシス

チスの殺傷活性が大幅に上昇した。ヒトにおいてもP.

jiroveciに対して好酸球による免疫が働いている可能

性が推察される。抗IL-5抗体であるメポリズマブを投

与していた本例では、好酸球の増殖、活性が抑制され

ており、P.jiroveciへの感染の一因になった可能性が

推察された。 

 

【結論】 

 抗 IL-5 抗体製剤使用中の難治性喘息の増悪の原因

に、PCPを鑑別に上げる必要がある。 

 

本論文内容に関連する著者の利益相反なし 
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図1. 入院時胸部CT 

右S6中枢側に浸潤影を認めた。両側びまん性に淡いすりガラス陰影を認めた。気管支壁の肥厚を認めた。 

右S4末梢に結節影を認めた。   

 

 

図2. 入院経過中の胸部CT 

右S6中枢側の浸潤影は消失した。両側びまん性に認めた淡いすりガラス陰影は残存していた。 
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図3. 入院経過・治療のまとめ 

WBC：white blood cell、ST合剤：sulfamethoxazole-trimethoprim 

CTRX：Ceftriaxone、mPSL：Methylprednisolone、PSL：Prednisolone 

 

 

 


