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〈概要〉

齢は 30～40 歳と比較的高齢である。妊娠合併

混合性結合組織病（mixed connective tissue

例の報告は少なく、妊娠中の本疾患の病態変化

disease 以下 MCTD）合併妊娠の報告は少な

や周産期管理については不明な点も多く、合併

く、妊娠中の本疾患の病態変化や周産期管理に

妊娠の管理方法も確立されていない。MCTD

ついては不明な点も多い。当科において分娩後

合併妊娠はその病態や症状が症例によって異な

に MCTD と診断された１例を経験したので報

るが、時として流早産、肺高血圧症を合併し周

告する。症例は 39 歳、1 経妊 1 経産。前医に

産期管理には注意を要する。1)

て妊婦健診中、発熱、性器出血を認めたため妊

に診断された MCTD 合併妊娠症例を経験した

娠 31 週 2 日で当科紹介となった。切迫早産と

ので報告する。

して治療したが、妊娠 32 週 2 日子宮収縮抑制

〈症例〉

不能となり、経腟分娩にて 1570g の女児を

2) 3)

今回分娩後

39 歳、1 経妊 1 経産、既往歴：気管支喘息、

Apgar score 8/9 で分娩した。胎盤病理所見は

家族歴：特記事項なし。自然妊娠、妊娠初期よ

絨 毛 膜 羊 膜 炎 stage Ⅲ で あ っ た 。 母 体 は

り近医にて妊婦健診、特記すべき自覚症状なく

Raynaud 現象陽性、抗 U1-RNP 抗体陽性、心

経過していた。妊娠 31 週 2 日近医にて妊婦健

膜炎および白血球減少、肺線維症および肺拡散

診時、全身倦怠感を認めていた。同日夜間より

能低下を認め分娩後に MCTD と診断された。

悪寒、戦慄を認め 39 度の発熱が持続するため

〈緒言〉

救急外来受診。インフルエンザウイルス迅速検

混合性結合組織病（mixed connective tissue

査は陰性であり上気道炎と診断され、セフカペ

disease 以 下 MCTD ） は 、 全 身 性 エ リ テ マ

ンピボキシルや他の処方を受け経過観察となっ

トーデス、強皮症、多発筋炎の臨床症状が部分

た。妊娠 32 週 1 日以後も発熱持続し近医受診。

的に重複し、抗 U1-RNA 抗体陽性を示す膠原

性器出血を認めたため当院へ母体搬送となった。

病である。MCTD は、女性に多いが、発症年

受診時、体温 39.2℃、血圧 120/68mmHg、心
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拍 127 回/分、SpO₂96％（室内気）CRP 9.88

は分娩後速やかに解熱し、産褥 6 日 CRP0.8

mg/dl、プロカルシトニン 1.9 ng/ml と高値を

mg/dl、WBC2300/μl と低下した（図 2）。分

認め、WBC5100/μl であった（表 1）
。自覚症

娩前に熱源精査で施行した母体の血液検査にて

状は咳嗽のみ、身体学的所見として両肺野背側

自己抗体陽性を認め、分娩後膠原病を念頭にお

に coarse crackles を聴取したが、他に明らか

いて詳細な身体診察、呼吸機能検査を施行した。

な感染の focus を認めなかった。子宮頸部にポ

母体は Raynaud 現象陽性、抗 U1-RNP 抗体

リープは認められず、腹部エコーにて胎盤壁肥

陽性、白血球減少、肺拡散能低下（表 1）を認

厚認めなかった。胸部 CT（図１）にて両側背

め MCTD（表 2）と診断された。ほかに抗

側に蜂窩肺を認めたため肺炎を考慮し、入院の

SS-A 抗体、ループスアンチコアグラント陽性

上、セフトリアキソンを開始した。切迫早産に

であったが、シェーグレン症候群や抗リン脂質

対しては塩酸リトドリン投与とした。

抗体症候群を示唆する臨床症状は認められず、
それらの自己免疫疾患は否定的であった。児は
未熟児貧血を認めたが体重増加は良好で、日齢
45、体重 2342ｇで退院となった。

妊娠 32 週 2 日塩酸リトドリンを 200μg/min
まで増量したが頻回の子宮収縮を認めた。臨床
的絨毛膜羊膜炎を考慮し、子宮収縮抑制不能と
して塩酸リトドリン中止、経腟分娩となった。

〈考察〉

児は 1572g の女児、Apgar score1 分値 8 点、

MCTD は全身エリテマトーデス、強皮症、

5 分値 7 点、児は NICU 入院となった。母体

皮膚筋炎を思わせる所見が、同一患者に混合し

の咽頭、腟および血液培養から MSSA を検出、

て認められ、血清中の抗 U1-RNA 抗体が陽性

胎盤病理所見は絨毛膜羊膜炎 stageⅢであった。

になるという特徴をもつ疾患である。本症例で

絨毛膜羊膜炎に起因する MSSA 敗血症と考え、

は分娩前には母体の発熱原因が明らかにならず

抗生物質はセファメジン点滴に変更した。母体

CT 所見から肺炎を考慮しつつ精査を行った。
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自己抗体陽性を契機に分娩後に MCTD の診断

ば可逆的に改善することもあり、早期診断、早

に至ったが、症状としては分娩後に詳細な診察

期治療が重要であるが、早期診断法は確立され

で確認された Raynaud 現象陽性を認めたのみ

ていない。妊娠による循環血漿量の増加は、肺

で自覚症状に乏しく、MCTD の病勢は安定し

動脈圧をさらに上昇させることになり、肺高血

ていたものと考えられた。母体は分娩後速やか

圧症を発症した場合の妊娠・出産のリスクは高

に解熱し、炎症反応値も低下、産褥 6 日に

く原則妊娠は禁忌とされている

WBC2300/μl となった。また、母体が MCTD

Raynaud 現象陽性、抗 U1-RNP 抗体陽性例に

と診断されたことから両側の蜂窩肺所見につい

肺高血圧症の発症が多いとされ 1)、本症例でも

ては感染に起因する所見ではなく、MCTD に

今後の発症については十分に注意を要すると考

依る二次的な所見の可能性が高いと考えられた。

えられた。

14) 15) 16) 。

血液培養で検出された MSSA については、腟

また、本症例では抗 SS-A 抗体、ループスア

培養からも MSSA が検出されたことおよび胎

ンチコアグラント陽性が指摘されている。母体

盤病理所見にて絨毛膜羊膜炎が指摘されたこと

の抗 SS-A 抗体などの自己抗体が経胎盤的に胎

から、絨毛膜羊膜炎に起因した逆行性感染であ

児に移行することにより先天性心ブロック、血

ると考えられた。MCTD 合併妊娠における胎

小板減少、溶血性貧血などを呈する新生児ルー

盤病理検査で、過剰な絨毛管腔のフィブリン沈

プス

着や梗塞を認めたと報告されているが 4)、本症

症を生じ習慣性流産や死産、子宮内胎児発育遅

例においては絨毛膜羊膜炎の所見を認めるのみ

延、妊娠高血圧症を高率に発症する抗リン脂質

であった。MCTD による WBC 減少が基礎に

抗体症候群の発症についても注意が必要である

あったため分娩前の診断に苦慮したが、胎盤所

と考えられた。

見と経過から早産の主因は絨毛膜羊膜炎と考え

〈結論〉

17)

や、抗リン脂質抗体の存在により血栓

分娩後に診断された MCTD の一例を経験し

られた。
MCTD 合併妊婦の合併症に関しては流早産

た。本症例での MCTD が妊娠に及ぼした影響

5) 6) 7) 。 ま た 、

は軽微であると考えられ、早産に至った主因は

MCTD では肺高血圧症の発症頻度が膠原病の

絨毛膜羊膜炎であると考えられた。MCTD 合

中でも高く 5～10％とされるが、それ以外は

併妊娠では、妊娠中の MCTD の経過は安定し

MCTD 合併妊娠において問題となることは少

ていることが多いが、肺高血圧症の発症に加え

1) 8) 、本症例においても経過から

て子宮内胎児発育遅延や妊娠高血圧症といった

MCTD が妊娠に及ぼした影響は軽微であった

周産期合併症に留意をして慎重な周産期管理が

と考えられた。

必要であると考えられた。

率が高いと報告されている

ないとされ

MCTD における肺高血圧症は、末梢肺動脈
内膜の増殖と中膜の肥厚が主たる病変とされ、
肺高血圧症発症例の予後は不良である
11)12)13)。胸部

9) 10)

Xp 上の左第Ⅱ弓の突出や、心電

図上で右心負荷所見が明らかになる以前であれ
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