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要旨：免疫チェックポイント阻害薬 (immune checkpoint inhibitor; ICI) は種々の
悪性腫瘍に持続的な抗腫瘍効果をもたらすが、様々な免疫関連有害事象 

(immune related adverse events; irAE) を引き起こす。本研究では、ICI 使用中の
患者における肝生検での炎症のパターンと、ICI の種類、肝逸脱酵素の異常、
画像所見、ステロイド反応性などの項目に一定の傾向が見られるかを検討し
た。肝生検では、組織像を実質傷害、胆管傷害、両者の混合型、脂肪性肝炎、
その他の軽微な非特異的変化に分類した。 

60 例中 28 例で実質傷害パターンがみられ、そのうち 11 例で肉芽腫を、10 例
で静脈内皮炎を認めた。8 例では混合性パターンがみられ、そのうち 6 例で肉
芽腫を、4 例で静脈内皮炎を認めた。16 例で胆管傷害パターンがみられた。3

例で脂肪性肝炎パターン、5 例は非特異的変化がみられた。 

実質傷害、混合型、胆管傷害パターンを呈するものは、それぞれ肝逸脱酵素の
上昇パターンがよく一致していた。胆管傷害パターンでは胆管拡張や狭窄が画
像所見として認められた。組織所見の種類や程度からステロイド反応性を予測
することは困難であった。 

胆管傷害パターンでは胆汁うっ滞性肝障害型の肝逸脱酵素の上昇が見られる
が、胆道閉塞やその他の薬物性肝障害でも同様のパターンが見られるので注意
が必要である。 

Take home message：肝生検でみられる組織像は臨床像をよく反映しており、な
かには脂肪性肝炎や胆道閉鎖と類似した組織像を呈する場合がある。また、組
織障害の程度から治療反応性の予測をすることは困難である。浸潤するリンパ
球のパターンから AIH や DILI と鑑別する報告もあるが、組織像から ICI 関連
肝傷害の可能性を否定しないことが肝要である。 
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Fig. 1. 組織球浸潤を伴う中心静脈周囲炎および壊死。軽度の脂肪変性を伴う。 

Fig. 2. 汎小葉の炎症パターン。門脈域は炎症細胞浸潤により拡大している。壊
死は少なく胆管傷害は目立たない。 

Fig. 8. 脂肪性肝炎パターン。a. ballooning と Mallory-Denk 小体がみられる。炎
症細胞浸潤が実質に軽度認められる。b. 中心静脈域において、類洞（肝細胞）
周囲の線維化を認める。門脈域周囲にも繊細な線維化がみられ Brunt stage 2 の
像である。 

 



 
 

参考資料                               
表. CTCAE について 

CTCAE: common terminology criteria for adverse events           
ULN: upper limit normal limit 

図. ICI 関連肝障害、自己免疫性肝炎 (AIH)、薬物性肝障害 (DILI) の鑑別 

ICI 関連では CD3>CD20 かつ、CD4<CD8 であり、浸潤する T, B リンパ球の種
類により AIH, DILI と鑑別が可能である。 
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CTCAE v5.0

Term
Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

Alkaline phosphatase

increased

＞ULN - 2.5 x ULN if

baseline was normal; 2.0 -

2.5 x baseline if baseline

was abnormal

＞2.5 - 5.0 x ULN if baseline

was normal; ＞2.5 - 5.0 x

baseline if baseline was

abnormal

＞5.0 - 20.0 x ULN if

baseline was normal; ＞5.0 -

20.0 x baseline if baseline

was abnormal

＞20.0 x ULN if baseline

was normal; ＞20.0 x

baseline if baseline was

abnormal

-

Blood bilirubin increased ＞ULN - 1.5 x ULN if

baseline was normal; ＞ 1.0

- 1.5 x baseline if baseline

was abnormal

＞1.5 - 3.0 x ULN if baseline

was normal; ＞1.5 - 3.0 x

baseline if baseline was

abnormal

＞3.0 - 10.0 x ULN if

baseline was normal; ＞3.0 -

10.0 x baseline if baseline

was abnormal

＞10.0 x ULN if baseline

was normal; ＞10.0 x

baseline if baseline was

abnormal

-

Hepatic failure - - Asterixis; mild

encephalopathy; drug-

induced liver injury (DILI);

limiting self care ADL

Life-threatening

consequences; moderate to

severe encephalopathy;

coma

Death


