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第300回: 原因不明の多臓器不全の一例
(H23.9.30)

中谷　研斗 (主治医，救命救急医学)，朝隈　禎隆 (受持医，病棟医)，

仲田　典広 (病理学)，吉岡　俊輔，桃園　明 (研修医)

臨床経過及び検査所見

症　例: 69歳女性

主　訴: 意識障害

家族歴: 不明

既往歴: 虫垂炎 (19歳)，帯状疱疹 (65歳)

現病歴

　息子と二人暮らしで，元々病院に行きたがらず，健

診も受けていなかった。○○年，正月明け頃より体調

不良を訴えており，寝込むことが多くなった。トイレ

にはふらつきながらも自力で行くことが出来た。発

熱・胸痛の訴えはなく，風邪薬以外特に薬物の服用歴

もなかった (精神科通院歴なし)。○月○日，朝6時頃，

同居している息子が出勤する際には会話が出来てお

り，患者はベット上で仰臥位の状態であった。17時頃

より，息子が職場より10分おきに何度か電話したが誰

も電話にでなかったため息子が急いで帰宅。18時30分

頃，息子が帰宅すると朝と同じ状態で横たわり，呼び

かけに対する反応がなかったため，救急隊要請となっ

た。当院来院時は開眼，言語，運動機能ともみられ

ず，血圧70/20 mmHgとショック状態のため，全身管理

目的にて入院となった。

入院時現症

　身長; 151.0 cm，体重; 49.1 kg，意識; JCS (Japan Coma

Scale) 300，体温; 37.3℃，脈拍; 61/min，血圧; 70/20

mmHg，呼吸回数; 25回/分，SpO2; 計測不能 (O2 10 L/分

リザーバーマスク)，瞳孔; 6 mm/6 mm -/-，左共同偏視

あり，OCR (+)，除脳硬直あり，末梢冷感著明。

入院時検査所見

(血液ガス，10 L分酸素投与下) pH 7.121，PaCO2 47.7

Torr，PaO2 98 Torr，HCO3
- 15.2 mmol/l，BE -14.0

mmol/l，SaO2 99.5%

(血算) WBC 9.6 × 103/μl (Neut 90.01%，Eosino 0.0%，

Lymph 6.0%，Mono 3.9%，Baso 0.1%)，RBC 3.67 ×

106/μl，Hb 11.4 g/dl，Ht 33.5%，Plt 11.3 × 104/μl

(生化学) TP 7.5 g/dl，Alb 4.2 g/dl，T-bil 3.3 mg/dl，GOT

3,054 IU/l，GPT 1,444 IU/l，LDH 4,203 IU/l，CPK 3,517

IU/l，Glu 20 mg/dl，BUN 24.8 mg/dl，Cr 2.11 mg/dl，

Na 134 mEq/l，K 5.9 mEq/l，Cl 98 mEq/l，Ca 8.5 mg/

dl，Mg 2.2 mg/dl，NH3 140μg/dl，乳酸76.4 mg/dl，

VitB1 44 ng/ml，BNP 3,420 pg/ml，トロポニンI 6.7 ng/

ml，FDP 502.70μg/ml，Dダイマー290.20μg/ml

(免疫) CRP 2.57 mg/dl

(尿) S.G. 1.030，pH 5.0，Pro (3+)，Blo (2+)，Glu (-)，

Uro (+-)，Bil (-)，Ket (2+)

(心電図) HR 68/min，AF rhythm，II・III・aVF，V1〜

V6 negative T

(心エコー) EF 45.2%，asynergy (-)，LV dysfunction，LA/

RA dilatation，mild AR・TR

画像所見

頭部CT: 脳溝の消失・皮髄境界不明瞭・頭頂後頭葉の

右側有意のびまん性の出血所見

胸部CT: 縦隔リンパ節腫大，両側胸水

入院後経過

　当初，瞳孔は6 mm/6 mm -/-であり，左共同偏視を認

めたため頭蓋内病変を疑い，頭部CT施行するも明らか

な頭蓋内病変は認められなかった。外来では低血糖を

認めたため，補正を行っている。その後，意識障害の

鑑別を行うも，これといった明らかな原因が分からな

いまま，多臓器不全が進行。○日，ICU入室後より，

ミオクローヌス発作出現。再度CT施行し，脳浮腫及

び，びまん性の脳出血の所見を認めた。翌日施行した

脳波では，痙攣の発作が持続して出ている所見が認め

られた。薬物・内分泌方面より原因精査するも，はっ

きりした原因は判明せず。カテコラミン持続投与によ

り，血圧上昇し，その後カテコラミンを中止出来るま

でに循環状態は改善したが，尿量ゼロとなり，脳病変

の予後は厳しいことをご家族に説明し，透析はせず

DNRの方針となり，○○年○月○日○:○死亡確認と

なった。

臨床診断

#1. 意識障害

#2. 多臓器不全
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臨床上の問題点

1. 意識障害の原因

2. 多臓器不全の原因 (感染の有無，悪性腫瘍を含む低

免疫状態の有無)

病理解剖所見

A. 主病変
1. 気管支肺炎，高度 (439/441 g)

①喀痰培養: Streptococcus pneumoniae，血液培養: 陰性

②肉眼所見: 肺重量439/441 g，胸水0 ml/少量。左胸腔

は全周性に癒着あり，胸壁には点状出血を散見し

た。割面では両肺ともに微小な出血を認めた (図1)。

③組織所見: 両肺いずれにも下葉・背面を中心に，気管

支腔から肺実質に広がる好中球主体の著明な炎症

性細胞浸潤を認め，高度の気管支肺炎の状態。散

図1

在性に出血も認め，周囲にはうっ血水腫もみられ

た (図2)。

2. 多臓器不全

①DIC (disseminated intravascular coagulation): FDP (fibrin/

fibrinogen degradation products) 165.4μg/ml，D-

dimer 90.4μg/ml。大脳皮質・小脳，気管粘膜，消

化管粘膜，心外膜，子宮内膜，胸壁に点状〜斑状

の出血を認めた。微小血栓は組織学的には確認出

来なかった。

②肝 (871 g): 肝実質は小葉中心性の著明な壊死を認め

た (図3)。

③腎 (133/140 g): 糸球体は比較的保たれていたが，尿

細管の混濁，腫脹が目立つ。

④脾 (81 g): 好中球を散見し，変性した赤血球の集簇を

認めた。

⑤脳 (1,482 g): 肉眼的には脳浮腫と皮質下の出血を認

めた。組織学的には，海馬での神経細胞の脱落，
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小脳でのPurkinje細胞の脱落を認めた (図4)。

B. 随伴所見
1. 黄疸: 球結膜の黄染を認め，肝には胆汁のうっ滞を

認めた。

2. Atherosclerotic change: 大動脈の粥状硬化，冠動脈狭

窄 (前下行枝約50〜60%)。脳底動脈の粥状硬化高

度。

C. その他の所見
1. 内分泌臓器萎縮: 下垂体 (0.3 g)，甲状腺 (3.0 g)，副

腎 (1.7/2.5 g) の重量の低下を認めた (コルチゾー

ル22.0μg/dl，ACTH (adrenocorticotropic hormone)

2.4 pg/ml，TSH (thyroid stimulating hormone) 3.22

μIU/ml，FT3 0.97 pg/ml，FT4 0.72 ng/dl)。組織学

的には，甲状腺のみ萎縮を認めたが，下垂体・副

腎組織は保たれていた。

2. Normocelluar bone marrow

コメント

　剖検では高度の気管支肺炎を認めた。喀痰培養では

Streptococcus pneumoniaeが検出されている。組織学的

には明らかな菌塊は確認出来なかったが，原因菌の可

能性が高い。同菌による気管支肺炎から敗血症性

ショックとなり，循環不全が遷延したことにより多臓

器不全に陥ったものと考えられた。肺炎そのものと多

臓器不全が直接死因と考えられる。


