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第306回: じん肺に合併した肺炎により死亡した一剖検例
(H25.10.18)

大谷　咲子 (主治医・司会，呼吸器内科学)，永島　雄一郎 (受持医，呼吸器内科学)，

柳澤　信之 (病理学)，佐藤　俊允，籾山　香保 (研修医)

臨床経過および検査所見

症例: 88歳，男性

主訴: 呼吸不全

現病歴

　20年ほど前からじん肺で当院呼吸器内科に通院中で

あった。経過中，徐々に換気障害が進んでおり，○○

年○月の呼吸機能検査では閉塞性換気障害を認めた。

ステロイド，臭化チオトロピウム水和物，テオフィリ

ン内服にて経過観察されていた。

　○○年○月に下腿浮腫が出現した。心エコー上，肺

高血圧を指摘され，フロセミドを開始した。○○年○

月，前立腺肥大症の増悪を認め，尿道カテーテル交換

が頻回となり膀胱瘻を造設した。この頃よりADLが低

下し，歩行はつかまり歩きであった。

　○○年○月から下腿浮腫が増悪し○月上旬頃から呼

吸困難，動悸の悪化を認め，食事摂取・歩行困難と

なった。○月中旬，泌尿器科定期受診日に呼吸不全を

認め，肺炎疑いで同日呼吸器内科に緊急入院となった。

既往歴

　気管支喘息，前立腺肥大症，膀胱結石 (87歳時)

生活歴: 喫煙; 20本/日 (20〜50歳)

職業歴: 炭鉱夫

アレルギー歴: なし

家族歴: なし

入院時現症

身長: 155 cm，体重: 49 kg，BMI: 20↓，意識清明，PS:

3

体温: 37.1℃↑，血圧: 105/78 mmHg，脈拍: 92/分↑，

SpO2: 84% (RA)→94% (酸素2 l/分)↓

[頭部] チアノーゼなし，眼瞼結膜貧血 (+)，眼球結膜黄

疸 (-)

[頸部] 甲状腺腫大 (-)，表在リンパ節触知せず

[胸部] 心音: 純，呼吸音: 両側でfine crackles (+)

[腹部] 平坦・軟，Gul音 (+)，圧痛 (-)，筋性防御 (-)

[四肢] 下肢に著明な圧痕浮腫 (+)

入院時検査所見

(血液ガス，room air) pH 7.471↑，PaCO2 36.8 Torr，PaO2

51.1 Torr↓，HCO3- 26.2 mmol/l，BE 2.5 mmol/l↑

(血算) WBC 5,900/μl (Neut 81.2%↑，Eosino 0.5%↓，

Lymph 5.3%↓，Mono 12.8%↑，Baso 0.2%)，RBC

3.26 × 106/μl↓，Hb 7.8 g/dl↓，Ht 26.5%↓，MCV

81.3 fl↓，PLT 28.0 × 104/μl

(生化学) TP 7.2 g/dl，Alb 3.1 g/dl↓，T-Bil 0.4 mg/dl，

AST 20 IU/l，ALT 8 U/l，ALP 269 U/l，LDH 315 U/l↑，

CPK 198 U/l，γ-GTP 14 U/l，Cho-E 151 U/l↓，BUN

12.6 mg/dl，Cr 0.43 mg/dl↓，eGFR 135.1 ml/min，尿

酸 5.1 mg/dl，Na 140 mEq/l，K 3.6 mEq/l，Cl 105 mEq/l，

Ca 8.2 mg/dl，CRP 2.43 mg/dl↑，鉄 12μg/dl↓，TIBC

296μg/dl

(内分泌) BNP 195.4 pg/ml↑

(免疫) フェリチン 44 ng/ml

画像所見

心エコー: 入院時肺高血圧，MR I°，壁運動異常なし，

EF 67%

胸部X線:

外来通院時 (○○年○月); 右中・下肺野にじん肺結

節，左上葉に浸潤影

入院時 (○○年○月); 右じん肺結節の増強，右下肺

野・左中肺野に浸潤影

第12病日; 浸潤影の改善を認める。

第21病日; 左完全無気肺

胸部CT:

第21病日; 両側胸膜肥厚，両側に多発粒状影，主気管

支に喀痰，右下葉・左上葉に気腫化，胸水

入院後経過

　入院時，呼吸困難・著明な下腿の浮腫・BNP高値を

認め，心不全に伴う呼吸不全と考え，フロセミド10 mg

を連日静注した。しかし，呼吸不全は増悪し，第3病日

よりアミノフィリン250 mg持続点滴を開始した。呼吸

不全は改善したが，第5病日に37℃台の発熱を認めた。
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　経過中，誤嚥を認め，喀痰培養にてグラム陽性球菌

が検出されたため，細菌性肺炎と考えスルタミシリン

トシル酸塩水和物の投与を開始した。その後，炎症反

応は一時低下したが第14病日より再度炎症反応高値と

なったため，抗生剤をタゾバクタムナトリウム・ピペ

ラシリンナトリウム配合 (1 : 8) に変更した。呼吸状態

は一時改善したが，第21病日呼吸状態が急激に悪化し

SpO2 60% (酸素4 l/分) となった。

　胸部X線を施行したところ，左肺の完全無気肺を認

めた。その後呼吸状態改善ないまま，第22病日死亡確

認となった。

臨床診断

#1. じん肺

#2. 心不全

#3. 肺炎→無気肺

#4. 前立腺肥大症 (膀胱瘻造設後)

臨床上の問題点

　本症例は，20年来のじん肺により慢性呼吸不全の状

態にあったと考えられる。

　低酸素状態により肺血管攣縮をきたし，肺高血圧に

至った。じん肺で元来呼吸予備能が低く，さらに肺炎

を合併したため急速に呼吸不全が進行し死亡に至った

と考える。入院後，一時呼吸状態は改善したが急速に

無気肺が生じている。その原因は何か？

剖検所見

A. 主病変
1. 塵肺症 (炭坑夫塵肺)

　肺重量1,071/1,216 g。上葉主体・右優位に胸膜の肥

厚・癒着をみる (図1)。肺野はほぼ全域で黒色調が強

く，特に右肺門部〜上葉は区域性に黒色硬化 (図2，図

3左，赤線部) し，その他の部位では径5 mm程度までの

硬い黒色結節が多発 (図3右) していた。また肺尖部や

肺底部では軽度の気腫性変化もみられた。

　組織学的には炭粉沈着の強い星芒状結節 (混合性粉塵

性線維化巣，図4) を主体として，右肺門〜上葉で最大

約9 × 8 cmの進行性塊状線維化巣を形成 (図5) してお

り，末期の炭坑夫塵肺と考えられる。
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2. 誤嚥性肺炎・気管支肺炎

　左肺下葉や右肺上葉などに誤嚥性肺炎巣がみられる

(図6) ほか，巣状に気管支肺炎やうっ血水腫の像を認め

た。病原体ははっきりしなかった。また特に左肺では

気管支内に喀痰・粘液貯留が目立ち，無気肺の原因の

可能性もある。

3. 下行結腸latent癌 (進行癌状態)

　下行結腸部に6 × 4.5 × 3.5 cm大の全周性2型腫瘍

(図7) を認め，腫瘍を先進部として腸重積に近い状態と

なっていた。組織学的にはtub2相当の中分化adenoca.

(図8) で，直接浸潤で固有筋層まで達し，太い静脈侵襲

もみられた (D，tub2，pMP，med，INFa，ly0，v2)。

転移: 肝右葉の2 × 1.8 cm大のほか2個の転移巣を認め

た。

B. 随伴病変
1. 腔水症: 左胸水350 ml，心!液20 ml。ともに黄色透

明。

2. [二次性肺高血圧症]: 肺門部周辺の高度な肺実質硬化

によると考えられる (参照: A-1)。

　1) 右心室拡張，軽度。

　2) 肺動脈中枢側の拡張，軽度。一方，肺野末梢では

動脈壁の肥厚ははっきりしなかった。

図7 図8

図5
図6

C. その他の所見
1. 膀胱結石: 径1 cm大まで多数 (図9)

2. 前立腺結節性間質性過形成，高度 (膀胱瘻増設後の

状態) (図9)

3. 大動脈粥状硬化，中等度

4. 冠状動脈硬化，軽度

5. 膵自己融解

6. 富細胞性骨髄: C : F = 3 : 2，M : E = 4 : 1，Mgk = 8/mm2

7. 身長164 cm，体重45 kg

コメント

・肺病変は古典的な珪肺結節はなく，混合性粉塵性線

維化巣主体で，特に右肺門部〜上葉では径9 cm大の

進行性塊状線維化巣を形成しており，末期の炭坑夫

塵肺と考えられる。

・部分的に誤嚥性肺炎や気管支肺炎巣を合併してい

た。また左肺では気管支内に喀痰・粘液貯留が目立

ち，左側無気肺の原因の可能性がある。

・肺高血圧症は塵肺による肺門部肺野の硬化が主原因

と推測される。

・下行結腸に既に少数ながら肝転移をきたす進行期状

態のlatent癌を認めた。

　直接死因は塵肺・肺炎による呼吸不全と考えられる。

北里大学病院CPC (第306回)
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図9

司会者のコメント

　本症例は塵肺として約20年と長期にわたり加療して

きた一例である。外来経過中，じん肺結節を認め肺癌

の発生がないか留意するとともに，閉塞性換気障害が

進行したため対症療法を行っていた。今回，肺炎の合

併を契機に呼吸不全を呈したため入院となった。一旦

は抗菌薬に良好な反応を示したものの，呼吸不全の再

増悪，左無気肺の急速な進行を認めた。肺炎の急激な

悪化によるのか，あるいは気管支に閉塞機転を生じた

ために左無気肺が進行したのか解明すべく病理解剖を

施行した。

　病理解剖の結果，組織学的に炭粉沈着の強い線維化

を認め末期の炭坑夫塵肺の所見を確認できた。また誤

嚥性肺炎・気管支肺炎の所見が認められる一方，左肺

では気管支内に喀痰・粘液貯留が目立ち，これが無気

肺を惹起し呼吸不全が増悪したと考えられた。
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