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抗ミトコンドリア抗体陽性の 2 症例
河瀬

希望 1 ）

嶌田

勇輝 1 ）

岩本

伸紀 1 ）

須永

敦彦 2 ）

角谷

昌俊 1 ）

尾本

篤志 3 ）

福田

亙1）

1 ）京都第一赤十字病院

リウマチ膠原病センター，リウマチ内科

2 ）京都府立医科大学大学院医学研究科免疫内科学
3 ）京都第一赤十字病院

リウマチ膠原病センター，総合内科

Two cases of anti-mitochondrial antibody positive with bilateral salivary glands swelling
Nozomu Kawase 1 ） Yuki Shimada 1 ） Nobuki Iwamoto 1 ） Atsuhiko Sunaga 2 ）
Masatoshi Kadoya 1 ） Atsushi Omoto 3 ） Wataru Fukuda 1 ）
1) Center for Rheumatic Disease and Department of Rheumatology
Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital
2) Inflammation and immunology Graduate School of Medical Science
Kyoto Prefectural University of Medicine
3) Center for Rheumatic Disease and Department of General Internal Medicine
Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital

要

旨

抗ミトコンドリア抗体（AMA）は原発性胆汁性胆管炎（PBC）に特異性の高い抗体である．
PBC はシェーグレン症候群（SS）などのリウマチ性疾患の合併をしばしば認め，非化膿性胆管
炎を主病態とする自己免疫疾患である．今回両唾液腺腫脹で発症した AMA 陽性の 2 例を経験
した．症例 1 は 57 歳女性，両顎下腺腫脹を主訴に受診，ドライマウスを認め，血液検査で胆道
系酵素の上昇と AMA 陽性を認め，PBC および両側顎下唾液腺炎と診断した．症例 2 は 53 歳女性，
両顎下腺の腫脹と疼痛を主訴に受診，血液検査で赤沈の亢進，AMA 陽性を認めたが，胆道系酵
素の上昇は認めず，抗 SS-A 抗体は陰性であった．口唇生検では SS に合致する所見を認めたが，
臨床的所見は乏しく，SS の診断には至らなかった．また血液生化学検査も形態学的にも肝障害
を示唆する所見が乏しく，PBC の診断も確定できなかった．
AMA の対応抗原の一部は胆管上皮細胞と唾液腺上皮細胞で発現を認め，サイトカイン産生亢
進を伴う自己免疫性炎症を惹起することが指摘されており，両症例でもその関与が考えられた．
PBC は一般に AMA 陽性の非化膿性胆管炎と考えられているが，少なくともその一部では全身
性に自己免疫性上皮炎をきたしていると推定される．
Anti-mitochondrial antibody（AMA）is an auto-antibody specific for primary biliary
cholangitis（PBC）．PBC is an autoimmune disease with non-suppurative cholangitis，which
is often associated with rheumatic diseases such as Sjogren's syndrome（SS）．We experienced
two AMA positive cases complaining of bilateral submandibular glands swelling．Case 1 was
a 57-year-old woman who presented with bilateral submandibular swelling and dry mouth．
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Blood tests showed elevation of biliary enzymes and positivity of AMA．We diagnosed her as
PBC combining with bilateral submandibular sialoadenitis．Case 2 was a 53-year-old woman
who presented with bilateral submandibular swelling and pain．Blood tests showed elevated
erythrocyte sedimentation rate and positivity of AMA，although biliary enzymes were normal
and anti-SS-A antibody was negative．Lip biopsy showed pathological findings consistent with
SS but she was not diagnosed with SS because of absence of typical clinical features．Since
liver injury was not recognized by neither imaging studies nor blood biochemical examination，
she was not diagnosed with PBC．Corresponding antigen of AMA is expressed on biliary
epithelial cells and salivary gland epithelial cells and can cause autoimmune inflammation
associated with cytokine enhancement．PBC is generally considered to be AMA-positive
cholangitis but may cause systemic autoimmune epithelitis.．
Key words：抗ミトコンドリア抗体，原発性胆汁性胆管炎，唾液腺炎

緒

言

抗ミトコンドリア抗体（AMA）は原発性胆汁
性胆管炎（PBC）に特異性の高い抗体である．
PBC は慢性甲状腺炎，シェーグレン症候群（SS）
などの自己免疫性疾患を合併しやすく，病態形成
には自己免疫機序が考えられている．また PBC
患者の 47-73% で，乾燥性角結膜炎と口腔内乾燥
症などの SS に特徴的な症状を示す 1 ）．今回われ
わ れ は 両 唾 液 腺 腫 脹 で 発 症 し た AMA 陽 性 の
2 症例を経験したため，文献的考察を加えて報告
する．

症 例 １
患 者：57 歳，女性
主 訴：両顎下腺腫脹
既往歴：54 歳 2 型糖尿病，脂質異常症，脂肪肝，
総胆管拡張を指摘されている．アレル
ギー歴なし．オマリグリプチン，メトホ
ルミン，ピタバスタチンを内服中．
家族歴：なし
生活歴：喫煙歴なし，飲酒歴なし，専業主婦
現病歴：X-2 年よりドライマウスが出現した．
X-1 年より両母指 IP 関節，左示指，中指 PIP 関
節痛が出現し，朝のこわばりも自覚するように
なった．同年 11 月より左頸部のしこりを自覚
した．X 年 1 月に近医受診し，唾液量の減少と
左 顎 下 腺 の 腫 脹 を 指 摘 さ れ， 血 液 検 査 で IgG4
199mg/dL と上昇を認めた．顎下腺腫脹に関して
IgG4 関連疾患を疑われて当科に紹介となった．

臨床経過
初診時の身体所見は身長 155. 2cm，体重 57. 3kg，
体温 36. 3℃，脈拍 66 回 / 分，血圧 132/67mmHg，
SpO2 98%（室内気）で，ドライマウスと口内
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炎を認め，両顎下腺部に 5cm 径で弾性硬の腫瘤
を触れるが圧痛はなかった．血液検査所見では
AST 63IU/L，ALT 55IU/L，ALP 382IU/L，
γ -GTP 93IU/L，IgG4 248mg/dL の 上 昇，IgG
1490mg/dL，C3 99mg/dL，C4 14mg/dL は正常，
抗ミトコンドリア M2 抗体陽性を認め，抗核抗体
は 40 倍（Speckled，Cytoplasmic）， 抗 SS-A 抗
体は陰性であった．腹部造影 CT では特に異常所
見は認めず，大動脈外膜肥厚や膵炎など IgG4 関
連疾患を示唆する臓器病変も認めなかった．血液
所見で胆汁うっ滞所見を認め，AMA 陽性である
ため，臨床的に PBC と診断した．無治療での経
過観察で，肝胆道系酵素は正常化したが，両顎下
腺の腫脹は変わらなかった．

症 例 ２
患 者：53 歳女性
主 訴：両顎下腺腫脹と疼痛
既往歴：左胸部良性腫瘍（47 歳時に摘出），アレ
ルギーなし
生活歴：喫煙歴 20 本× 44 年（19 歳から喫煙），
飲酒歴 年に数回，機会飲酒，ビール
500-1000mL，職業はレジ打ち
内服歴：顎下腫瘤の疼痛に対してアセトアミノ
フェンを頓用で内服
家族歴：父に関節リウマチ，兄に気管支喘息，姉
に癌・甲状腺腫瘍がある
現病歴：X-1 年 10 月から左肘関節痛が出現した．
X 年 1 月初旬に右顎下の腫脹を自覚した．その後，
左顎下も同様に腫脹し，咽頭部違和感や開口時痛
を自覚した．全身倦怠感も強くなり近医を受診し，
アセトアミノフェンを処方されたが，腫脹・疼痛
は軽快しなかった．近医耳鼻咽喉科の超音波検査
で両顎下腺の腫脹を指摘され，1 月末には後頸部
のリンパ節腫脹を自覚し，近医で IgG4 関連疾患
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を疑われ，2 月に当院当科に紹介となった．

臨床経過
入院時身体所見は身長 150cm，体重 50. 9kg，
体温 35. 8℃，脈拍 70 回 / 分，血圧 125/73mmHg，
SpO2 98%（室内気）で，易疲労感とドライマウ
スを認めた．両側の顎下腺に 5 - 6 cm 径のびま
ん性の腫脹を認め，性状は弾性軟で可動性は良好，
自発痛と圧痛を認めた．血液検査所見では AST
17IU/L，ALT 28IU/L，ALP 188IU/L，γ -GTP
44IU/L，C3 84mg/dL は 正 常，C4 33mg/dL は
軽度上昇，IgG 1122mg/dL，IgG4 65mg/dL は正
常，抗ミトコンドリア M2 抗体は陽性，抗核抗
体 は 40 倍（Speckled，Cytoplasmic） と 抗 SS-A
抗体は陰性であった．ガムテストは 35mL/10 分
で 陰 性， シ ル マ ー テ ス ト は 右 22mm/5 分， 左
25mm/5 分で正常，フルオレセイン試験は陰性で
あった．頸部造影 CT（図１）では両側顎下腺
腫大を認めた．腹部超音波検査では特に異常所見
はなかった．下口唇生検では腺房・導管周囲に
形質細胞・リンパ球浸潤を認め，リンパ球浸潤が
4㎟あたり 1 focus（細胞 50 個）以上であった．
この唾液腺病理所見は厚生労働省研究班（1999 年）
の SS の生検病理診断基準は満たしたが，臨床所
見では，SS の臨床的特徴は認められなかった．

図１

両側顎下腺に造影効果のある，
びまん性腫脹を認める（矢印）．

図１

頸部造影 CT 所見

前医で IgG4 関連疾患が疑われていたが，IgG4 の
抗体価は低く否定的であった．AMA 陽性に関し
ては，胆道系酵素の上昇はなく，画像診断では
PBC を示唆する所見が乏しいため，PBC の診断
には至らなかったものの AMA 陽性を呈する早
期 PBC の可能性を考えた．唾液腺の腫脹・疼痛
があり，その病態に自己免疫的機序が想定される
ため，免疫抑制治療が必要と判断し，まずはミゾ
リビン 50mg/ 日を開始したが症状の改善が乏し
いため，プレドニゾロン 20mg/ 日も追加した．
これにより，唾液腺の腫脹と疼痛，全身倦怠感は
軽快した．

考

察

PBC は自己免疫的機序による慢性進行性の
胆汁うっ滞性肝疾患である．中高年女性に好発し
て，症候性と無症候性に分類され，無症候性のま
ま数年以上経過することもあるが，進行して症候
性となり皮膚掻痒感，黄疸，胃食道静脈瘤，腹水
などの肝障害に基づく症状を呈する．血液検査で
血清胆道系酵素の上昇を認め，AMA が 90% の
症例で陽性で，また IgM の上昇を認める．組織
学的には肝組織で，肝内小型胆管に慢性非化膿性
破壊性胆管炎を認め，病期の進行と共に胆管消失，
線維化を生じ，胆汁性肝硬変へと進展し，肝細
胞癌を伴うこともある 2 ）．しばしば自己免疫疾
患の合併を認め，SS が 40%3 ），慢性甲状腺炎が
11%4 ），強皮症（SSc）が 12%5）で認められる．
AMA の誘導に関して，その対応抗原である
M2 抗原が自己免疫応答を引き起こす過程に関し
ては詳細な報告がある．PBC に特異性の高い M2
抗原はミトコンドリア内膜に存在し，その大部
分を占めるのがピルビン酸脱水素酵素複合体の
E2 コンポーネント（PDC-E2）である．さらに
2-acid dehydrogenase complex に属する分子鎖ア
ミノ酸脱水素酵素（BCOADC-E2），オキソグル
タル酸脱水素酵素（OGDCE）も M2 抗体の対応
抗原である 6 ）．PDC-E2 は PBC 患者の胆管上皮
細胞（BEC）と唾液腺上皮細胞（SGEC）などに
発現する 7 ）．一般的にアポトーシスに陥った細胞
は断片化した核を細胞膜で包んだアポトーシス小
体を形成し，食細胞によって処理される．処理さ
れることで細胞内の免疫原性のある内容物が放出
されることなく分解される 8 ），9 ）．PBC 患者では
BEC のアポトーシスの過程に必要なグルタチオン
化が欠如しているため，PDC-E2 が分解されず，
アポトーシス小体内で PDC-E2 apotope として
抗原活性を維持したまま，アポトーシスが進み，
apotope が血中に放出されて AMA が誘導される．
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apotope が 血 中 の AMA に よ っ て 認 識 さ れ，
PDC-E2 apotope/AMA 複合体を形成して，マク
ロファージを刺激する．その刺激により炎症性
サイトカインが分泌され，隣接細胞や BEC のア
ポトーシスを促し，局所での炎症を引き起こす
10）
．また BEC 自体が抗原提示細胞（APC）とし
て機能し，PDC-E2 apotope/AMA 複合体を内在
化するとの報告もある．APC として機能するこ
とで，CD4 陽性 T 細胞，CD8 陽性 T 細胞が反応
し，続いて B 細胞も反応することで，これらの
細胞とマクロファージが標的臓器に浸潤し，炎症
性サイトカイン，ケモカイン，接着分子と共刺激
分子の発現が増強する 11），12）．
Tsuneyama らは免疫組織化学染色において，
PBC 患者の BEC では C355. 1 と SP4 という PDCE2 に対するモノクローナル抗体の強い染色を
認 め る が，SS の 特 徴 を 有 さ な い PBC 患 者 の
SGEC においても 66% の患者でもそれらの抗体
の 強 い 染 色 を 認 め た と 報 告 し て い る．BEC と
SGEC における染色パターンは極めて類似してお
り，両者で同様の PDC-E2 を標的とした炎症プ
ロセスが発生している可能性を強く示唆している
14）
．また PBC 患者の唾液腺生検の 26-93% で SS
に相当する組織学的損傷を認めたという報告があ
ることは，これらの疾患において「唾液腺導管上
皮の自己免疫性炎症」という共通の病態を有する
可能性を支持するものである 1 ）．
これらの事を踏まえて，今回我々が経験した
2 症例を振り返ると，症例 1 では AMA 陽性と胆
道系酵素の上昇を認めるため PBC と診断できた．
両顎下腺腫脹に関しては IgG4 関連疾患による可
能性も否定できないが，積極的にそれを支持す
る所見にも乏しいので，AMA による自己免疫性
唾液腺炎の可能性がより疑われた．症例 2 では
AMA 陽性ではあるが PBC の臨床的な症状や胆
道系酵素の上昇は認めず，組織学的な証明ができ
ていないため PBC の診断には至らないが，早期
PBC の可能性がある．口唇生検での SS に合致す
る病理所見は，PBC による唾液腺の組織学的損
傷をみている可能性がある．両症例とも PBC の
病理所見が証明されていないが，AMA が陽性で
あるため，その AMA の対応抗原の PDC-E2 が
BEC と SGEC に発現し，限局的な炎症を起こし，
その炎症の結果を両顎下腺腫脹として認めている
可能性が考えられる．
PBC について Ebstein ら 1 6 ）は，1980 年に乾燥症
状や膵外分泌異常を伴う「Dry Gland Syndrome」
であると報告しており，最近では本症が肝内胆
管炎を含む全身の外分泌腺上皮の炎症であり，
24
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「Autoimmune Epithelitis」と捉える考え方も広
がっている 11），12）．SS と診断された AMA 陽性症
例や乾燥症状のない PBC 患者でも免疫組織学的
に PDE-C2 に対する免疫応答を示す症例が存在
することはこれを支持している 14）．さらに，強
皮症では約 15% で AMA の出現を認め 15），抗セ
ントロメア抗体陽性者では 39% で乾燥症状を認
めることも報告されている 17）．このように，今
回報告した AMA を介した唾液腺をはじめとす
る系統的な自己免疫性上皮障害は，これまでに確
立されている疾患カテゴリーの範疇を超えて幅広
い病態形成に寄与している可能性が示唆される．
今後，われわれ臨床医は，集積された免疫学的，
分子生物学的知見に基づき，古い疾患カテゴリー
に縛られることなく病態を理解し，治療に結び付
けていくことが必要であろう．

結

語

PBC の病理所見の証明には至っていないが，
AMA が陽性で，その対応抗原が発現する唾液腺
での限局的な炎症により両顎下腺腫脹を発症した
と考えられた 2 症例を報告した．抗 SS-A 抗体・
抗 SS-B 抗体の関与する古典的な SS とは異なり，
PBC で認める唾液腺炎では AMA がその病態形
成に関与しており，同様の病態が SS や強皮症の
一部にも関与している可能性もあり，興味深い症
例である．
本論文内容に関連する著者の利益相反はない．
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