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第297回: 後天性表皮水疱症に対してプレドニン投与中に

ニューモシスチス肺炎を発症し死亡した1例
(H23.2.25)

上田　喬士 (主治医，皮膚科学)，東儀　那津子 (受持医，皮膚科学)，

梶田　咲美之 (病理学)，森田　美穂 (司会，皮膚科学)，河合　沙友希，川上　正悟 (研修医)

臨床経過及び検査所見

症　例

　H.H.，80歳，男性，職業; 養鶏場経営

主　訴: 発熱

既往歴: 左鎖骨骨折，後天性表皮水疱症 (○○年)

嗜　好: 喫煙歴; 不詳，飲酒歴; 不詳

家族歴: 特記事項なし

現病歴

　○○年○月から掻痒のある皮疹が出現し，○月から

他院皮膚科にてデルモベート軟膏を外用するも増悪寛

解を繰り返していた。徐々に口腔内と陰茎先端にびら

んが出現したため，○○年○月○日に当院皮膚科を紹

介され受診し，水疱症の疑いで○月○日に入院した。

　病理組織，蛍光抗体法 (XXX-YYYYY: 表皮下水疱，

split skinにて真皮側にIgGの沈着) の結果から，後天性

表皮水疱症を疑った。また，入院時に左鎖骨部位の皮

膚に瘻孔を認めた。同部位は，○○年に左鎖骨骨折に

対して金属プレートにて固定した部位であり，その

後，抜釘を提案されたが，本人の希望により抜釘をせ

ず，経過観察となっていた。治療は，ステロイド内服

の導入を考えたが，抜釘後内服を開始することとし

た。○月○からミノマイシン200 mg2 ×，ニコチン酸

アミド1,200 mg3 ×，アンテベート軟膏の外用を開始

し，また○月○日からレクチゾール (25) 3T3 ×の追加

をした。○○病院整形外科にて抜釘のため，○月○日

に退院した。○月○日に抜釘を行った。その後，ステ

ロイド導入目的で○月○日に再入院し，PSL 30 mg/day

から開始した。○月○日の退院時にはPSL 27.5 mg/

day，コルヒチン1 mg2×となった。

　○○年○月○日頃より声がかすれを自覚した。その

後，労作時の息切れ・疲れが出現し改善しないため，

○月○日当院皮膚科外来を受診した。両肺野にf ine

crackleを認め，SpO2 80%，PaO2 40 Torrであり，CT画

像上両肺野にびまん性にスリガラス状陰影がみられた

ためニューモシスチス肺炎疑いにて，同日当院皮膚科

に入院した。

入院時現症

BT 37.2℃，HR 80/min，BT 116/74 mmHg，SpO2 91%

(O2 4 lフェイスマスク)

両肺野にfine crackleあり

体幹四肢に色素沈着を残し，水疱や紅斑は認められな

い。

左鎖骨部に抜釘後の手術痕あり。

入院時検査所見

○月○日

(動脈血ガス) (room) pH 7.469，pCO2 26.8 Torr，pO2 40.5

Torr，HCO3
- 19.0 mmol/l，BE -3.0，SO2 80.1%

(血算) WBC 12,100/μl (N: 95.4，L: 3.2，E0.0，M1.2，

B0.2)，RBC 372万/μl，Hb 12.6 g/dl，Ht 38.0%，Plt

11.5万/μl

(凝固系) (6/28) PT 13.7 sec，PT-INR 1.33，APTT 32.5

sec，FIB 162 mg/dl，Dダイマー 248.29μg/dl，AT-III

136%，TAT 80.0 ng/ml，PIC 21.1μg/ml，プラスミ

ノーゲン 87%

(生化学) TP 6.1 g/dl，T.bill 0.9 mg/dl，GOT 80 IU/l，

GPT 130 IU/l，ALP 622 IU/l，LDH 680 IU/l，BUN

32.0 mg/dl，Cr 1.17 mg/dl，Na 142 mEq/l，K 4.0 mEq/

l，Cl 107 mEq/l

(免疫血清) CRP 19.01 mg/dl

(感染症) β-Dグルカン 62.3 pg/dl，アスペルギルス抗

原 (-)，カンジダ抗原 (-)，クリプトコッカス抗原 (-)，

サイトメガロウイルス抗原 (-)

○月○日

気管支肺胞洗浄液: 培養; staphylococous species < 103，

ニューモシスチスDNA-PCR (+)

画像所見

(胸部X-P) 両側CP angle sharp，CTR: 55%，両側肺野に

網状影が認められる。

(胸部CT) 両側肺野でびまん性に網状影を認める。
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(心電図) HR 92/min，sinus rhythm，Axis 5°

入院経過後 (図1)
　○月○日からニューモシスチス肺炎を疑い酸素投与

(O2 6 l)，バクタ内服，ステロイドパルス療法を開始し

た。その後，炎症反応は軽快したものの，呼吸状態は

徐々に悪化した。○月○日PLT 2.2 × 104/μlまで低下

し，FDP 1,197μg/ml，Dダイマー248.29μg/ml，PIC (プ

ラスミン-α2-プラスミンインヒビター複合体) 21.1μg/

ml，TAT (トロンビン-アンチトロンビンIII複合体) 80

ng/ml，PT-INRI 1.37と上昇を認めたため，DICと診断

した (DIC Score: 8点)。DICに対して，パナベートの投

与を開始した。○月○日胸部Xp上，肺野の陰影は増強

しており，酸素16 l (リザーバーマスクで12 l，鼻カヌ

ラで4 l) の投与を行うも，PaO2 63.5 Torr，SpO2 80%台

後半であり，酸素化が保てずICU入室し気管内挿管を

行った。また，気管支肺胞洗浄を施行し，肺胞出血が

疑われた。○月○日PLT 4.1 × 104/μlでありPLT 20単

位の輸血を行い，真菌感染の併発も考えファンガード

の静注を追加した。挿管後，呼吸状態は安定していた

が，○月○日に38度の発熱，炎症反応の再上昇と共

に，再度，呼吸状態の悪化を認めた。喀痰培養にて

MRSA，血液培養にてStaphylococcus epidermidisが陽性

であり，MRSA肺炎の合併を考え，○月○日から抗生

剤をバンコマイシン，ゾシンに変更した。また，カ

テーテル感染も考え，Aライン，CVカテーテルの交換

を行った。同日，血圧80 mmHg台まで低下認め，敗血

性ショックに対し，プレドパの投与を開始した。○月

○日クラミジア・ニューモニアIgM陽性であり，クー

ペラシンの投与を開始した。○月○日，呼吸状態の改

善なく，ステロイドパルス療法2回目を施行し，サイト

カイン吸着目的にCHDFを開始した。また，DICに対し

て，パナベートからリコモジュリンの投与に変更し

た。○月○日頃より，AST，ALT，BUN，Cr，CK，K

の上昇を認めた。また，○月○日に動脈血液ガス上，

乳酸の上昇および代謝性アシドーシスの出現がみら

れ，臓器障害を疑い，○月○日造影CTを施行した。消

化管には壊死像ないものの，消化管の血流の低下を認

め，腎梗塞，脾梗塞を認めた。同日，消化管虚血に対

してIVRにて上腸間膜動脈にカテーテルを留置し，塩

酸パパベリンの投与を行った。○月○日，血圧ベース

が160 mmHg台まで上昇し，○月○日に胸膜および頭部

CTを施行したところ，肺塞栓が疑われ，多発脳梗塞

(右内頸動脈，左前大脳動脈・中大脳動脈の一部の領

域) を認めた。○月○日○時○分に死亡した。

臨床診断

#1. ニューモシスチス肺炎

#2. MRSA肺炎

#3. 敗血症

#4. DIC

#5. 肺胞出血

図1
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#6. 腸管虚血

#7. 脳梗塞

臨床上の問題点

1. 直接の死因はなんであったか。

2. ニューモシスチス肺炎などの感染症以外に，肺の所

見は見られたか。肺塞栓？　ARDS？

3. 上腸間膜動脈へのステント留置により，消化管虚血

症状はどの程度改善した。

病理解剖所見

A. 主病変: Aspergillosis
　以下の臓器の小abscess内部若しくはびらん部分に

Aspergillusの菌体を認めた。

肺 (615/758 g): 右肺には小abscess多発 (図2)

心臓 (497 g): 左室・右室筋層内abscess (図3)

甲状腺 (17.7 g): 両葉にabscess

図3

図2

図4
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胃・回腸・大腸 (A/C〜ileum 1 m 18 cmにびらん): びら

ん部

直腸・気管: びらん部

B. 随伴病変
1. 梗塞

[大脳広範梗塞]: CT，

急性心筋梗塞 (側壁): 約1.2 × 1.2 cm大 (図4); 心筋核の

消失を認めるが，好中球浸潤はわずか

脾梗塞 (102 g): 約2 × 2 cm，他多発 (図5)

両側腎梗塞(171/157 g):  4.5 × 2.5 cm/3.0 × 1.7 cm大の

梗塞 (図6)

2. DIC

大動脈弁血栓，腎動脈内，肺内血栓: fibtrin血栓の付着

を見る。

右後腹膜血腫

3. 多臓器不全

肝内胆汁うっ滞，肝うっ血軽度

4. その他の感染症

右肺: Cryptococcus

図7

図5 図6

C. その他の所見
1. 間質性肺炎: ほぼ完成された間質性肺炎を認め，下

葉は膠原化 + 細気管支拡張像が目立つ (図7)。

2. Rectum polyp (0.4 × 0.3 cm大): Tubular adenoma，low

grade

3. Bullous pemphoigus (XXX-YYYYY，XXX-YYYYY，

図8): 剖検時は治癒。

4. 身長165 cm/体重67 kg

コメント

1. 水疱症は剖検時は殆ど見られなかった。

2. 肺は高度の間質性肺炎が存在し，その上にAspergillus

の感染症を伴っていた。剖検時はP. cariniiの所見や菌

体は見られなかった。

3. Aspergillusは肺のみならず，心筋内，甲状腺，消化

管粘膜に存在し，侵襲性のAspergillosisの状態であっ

た。

4. 臨床的にCTで認められた広範な大脳梗塞のほか，

脾，両腎，心臓に梗塞を認め，侵襲性Aspergillosisに伴

う血栓症と考える。頸動脈には，血栓の付着は見られ

なかった。

北里大学病院CPC (第297回)
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5. 死因は，肺の間質性肺炎に加えてAspergillusの感染

症・小膿瘍形成による呼吸不全と全身の侵襲性

Aspergillosisに伴う広範な大脳梗塞，心筋梗塞などの主

要臓器の梗塞が原因と考えられる。

北里大学病院CPC (第297回)
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