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第312回: 肺高血圧症を併発した慢性心不全の一症例
(H27.2.27)

水谷　知泰 (主治医，循環器内科学)，池田　信介，鍋田　健 (循環器内科学)，

井上　久子，高橋　博之 (病理学)，目時　有希恵，師尾　繁孝，渡部　晃子 (研修医)

臨床経過及び検査所見

症例: 72歳男性

主訴: 呼吸苦

家族歴: 父; 脳梗塞

既往歴

　慢性心不全，肺動脈性肺高血圧，慢性腎不全，心房

細動，三尖弁閉鎖不全症，アルコール性肝障害，心房

中隔欠損症 (パッチ閉鎖術後)，脳梗塞 (64歳時，左手

に軽度麻痺が残存)

生活歴

喫煙: 20本/日×30年間 (20〜50歳)

飲酒: ビール2〜3杯/日，焼酎5杯/日 (20〜68歳)

アレルギー歴: 薬剤; なし，食物; なし

現病歴

　○○年，心房中隔欠損症と診断され当院を紹介受

診。同年○月○日，パッチ閉鎖術施行。術後よりIII°

三尖弁閉鎖不全症を認めていた。

　○○年頃より易疲労感が出現し，○○年○月頃より

徐々に増悪を認め，○○年○月には自宅内の歩行時で

も呼吸苦が出現。○○年○月，III°三尖弁閉鎖不全症，

肺高血圧症を認め，シルデナフィル40 mg/日，ベラプ

ロスト120μg/日を開始したが，血圧低下，尿量低下を

認めたことからトルバプタン30 mg/日に変更となり外

来経過観察となっていた。○月○日，浮腫の増悪，呼

吸苦を認め，NYHA III，CS 5，Nohria Bの右心不全を

認め，フロセミド40 mg/日が開始となり，利尿剤の調

整にて軽快，経過観察中，Hb 6.3 g/dlと正球性貧血を

認め，精査加療目的に同年○月○日入院，便潜血陽性

であり，上部消化管内視鏡，大腸内視鏡検査では活動

的出血は認めず，骨髄穿刺，遺伝子検査でも有意な所

見を認めなかった。カプセル内視鏡検査を施行し，小

腸に数か所にわたり毛細血管の拡張領域を認め，緩徐

な出血による貧血が考えられ，経過観察となった。自

宅でのADLについては，日中はほとんど座位，歩行は

500歩程度可能であった。

　○○年○月○日頃より，喘鳴が増悪，○月○日昼頃

より呼吸苦の増悪を認め，改善傾向を認めなかったた

め，○月○日，妻が救急要請し当院搬送。

入院時現症

　BP 147/68 mmHg，HR 82回/分，SpO2 100% (O2 10 l)，

RR 17回/分，BT 37.3℃。意識清明。眼瞼結膜; 貧血 (-)，

充血 (-)。眼球結膜; 黄疸 (-)，充血 (-)。頸部リンパ節;

触知せず。口腔; 咽頭発赤 (-)，嚥下障害 (-)。呼吸音;

喘鳴を聴取。四肢; 下肢に圧痕性浮腫

入院時検査所見

(血算) WBC 6.2 × 103/μl，RBC 2.22 × 106/μl，HGB 6.8

g/dl，HCT 21.3%，MCV 95.9 fl，MCH 30.6 pg，

MCHC 31.9％，PLT 16.5 × 104/μl，NEUT 90.8%，

EOSINO 0.0%，LYMPH 2.0%，MONO 7.2%，BASO

0.0%，好中球数5,630/μl，総リンパ球数124/μl

(凝固) PT-T 13.5 sec，PT-% 80%，PT-INR1.11，APTT

61.1 sec，FIB 460 mg/dl，HT-% 101%，FDP 3.40μg/

ml，Dダイマー1.18μg/ml

(生化学) 総蛋白6.4 g/dl，アルブミン0.5 mg/dl，総ビリ

ルビン0.5 mg/dl，尿素窒素85.8 mg/dl，Cr 2.16mg /dl，

eGFR 24.5ml/min，AST 23 U/l，ALT 14 U/l，ALP 308

U/l，LDH 305 U/l，CPK 176 U/l，CK-MB 10 U/l，ア

ミラーゼ376 U/l，血糖83 mg/dl，総コレステロール

147 mg/dl，浸透圧296 mOsm/kg，Na 135 mEq/l，K

5.3 mEq/l，Cl 96 mEq/l，Ca 8.5 mg/dl，Mg 3.0 mg/

dl，ミオグロビン473.4 ng/ml，アンモニア26μg/dl，

CRP 3.21 mg/dl

(内分泌) BNP 131.9 pg/ml

(免疫) トロポニン I 0.11 ng/ml

(動脈血) pH 7.442，PCO2 23.4 Torr，PO2 47.9 Torr，

HCO3- 15.6 mmol/l，BE -8.0 mmol/l，SO2 79.8%

入院時画像診断

(胸部X線写真) CTR 73.0%，右CPA dull，肺血管陰影の

両側増強

(心電図) HR 61 bpm，Sinus rhythm，軸102度，QTc 501

ms

(心臓超音波) AOD/LAD 24/44 mm，IVS/PW 11/9 mm，
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LVDd/Ds 46/22 mm，EF 63% (MOD)，IVC 23/23 mm，

TR V max 2.99 m/sec，TR-PG 35 mmHg，PR-PG 21 mmHg，

PHパターン (+)，右心系拡大，AR II°，MR III°，TR III°

入院後経過

　入院後，呼吸不全に対しNIPPVを導入し，P/F 360，

PCO2 36.6 Torrと改善を認めた。心不全に対しては，カ

ルペリチドを開始，徐々に呼吸状態の改善傾向を認

め，○月○日には鼻カヌラO2 2 lでSpO2 97%程度を保っ

ていた。○月○日○時頃，SpO2低下を認め，NIPPVへ

変更。P/F 100程度であり，胸部X線写真より胸水増加

による呼吸状態悪化が考えられた。38.6℃の発熱を認

め，胸部単純CTで両側下肺に気管支透亮像を伴う浸潤

影を認めたことから肺胞性肺炎が疑われた。喀痰塗抹

所見，尿中肺炎球菌抗原陽性から細菌性肺炎と診断さ

れ，○月○日からTAZ/PIPC開始し，炎症反応は改善傾

向を認めていたが，○月○日，意識状態悪化，PaCO2

115であり，CO2ナルコーシスの状態と考えられた。

フェイスマスクからNIPPVへ変更し，PaCO2は60まで

低下し意識状態は改善，また，収縮期血圧65〜80と低

下を認めていたため，PIカテーテルを挿入した後，カ

コージン (DOA)，ノルアドレナリンの投与を開始し

た。P/F 300程度，収縮期血圧80 mmHg程度を維持し，

炎症反応改善傾向であり，○月○日にNIPPV離脱を試

みたが，フェイスマスクでP a C O 2再上昇したため

NIPPV再装着，また，入院時Cr 2.16 mg/dlであったが，

徐々に腎機能悪化，心拡大も徐々に増悪しており，○

月○日頃より浮腫の増悪を認めていた。○月○日，意

識状態の悪化を認め，○月○日○時頃呼吸停止とな

り，それに伴い心停止。同日○時○分，死亡確認。

臨床診断

#1. 心不全

#2. 三尖弁閉鎖不全症

#3. 肺高血圧症

#4. 慢性腎不全

#5. 貧血

#6. 肺炎

病理所見

A. 主病変
1. 心筋炎 + 心外膜炎 (544 g)

　肉眼的に右室後壁〜側壁にかけて心外膜のザラつき

を認める (図1a)。割面では両室後壁〜中隔の一部の心

筋がやや白味を帯びている (図1b)。左室前壁に数mm大

の小型線維化巣を認める。

　組織学的に，左室〜中隔〜右室のほぼ全周性に好中

球浸潤を主体とする数mm大の小型膿瘍の形成を認

め，筋組織の破壊像も散見される (図2a〜c)。急性心筋

炎に矛盾しない所見。後壁を中心に線維化巣も多数み

られる。右室後壁〜側壁の心外膜表層にはフィブリン

の付着が目立ち，心外膜炎の所見と考える (図2d)。

2. 肺高血圧症: 全経過約3年

　肉眼的に肺動脈弁周囲経10 cmであり，肺動脈弁輪径

の拡張を伴う (図1c)。右室壁5 mmと肥大。

　組織学的には肺末梢側の細動脈の一部に中膜肥厚及

び内膜の軽度肥厚が散見される (図4a〜c，5a，b)。明

らかな壊死所見や血管の著明な拡張所見は認めない。

3. 三尖弁閉鎖不全症 (心房中隔欠損症，パッチ閉鎖術

後): 全経過約23年
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　肉眼的に三尖弁周囲径13 cmと，軽度拡張 (図1d)。

B. 随伴病変
1. 心肥大 (544 g): 右室は拡大，右室壁は場所により菲

薄化や肥厚を示す。

2. 気管支肺炎 (図3a，b): 両肺下葉背側 (左 > 右) に肺胞

領域を主体とする慢性炎症細胞優位な中等度の炎

症細胞浸潤と気管支内腔に好中球や壊死物の貯留

を認める。明らかな菌体は確認できず。

3. 軽度腎萎縮 + 腎盂腎炎 (左110 g，右111 g): 皮質の菲

薄化を認め，腎糸球体硬化像が散見される。髄質

〜腎盂に慢性炎症細胞浸潤が目立つ。左腎盂の軽

度石灰化 (+)。

4. 諸臓器うっ血

　慢性脾うっ血 (163 g): 赤脾髄に赤血球充満や軽度の

線維化。

　その他，肺うっ血 (左402 g，右307 g)，腎うっ血: 軽

度。

5. 腔水症: 胸水 (左700 ml; 淡血性，右1,090 ml; 黄色透

明)，腹水 (1,000 ml，淡血性)

C. その他の所見
1. 早期肝硬変 (1,255 g): 主に門脈域間の架橋性線維化

を認め，中心静脈周囲の肝細胞は比較的保たれてい

る (図6a〜c)。HBV (-)，HCV (-) であり，再生結節

は比較的大型である点は非定型的だが，以前のエタ

ノール換算1日摂取量約166 g (基準値30 g) で，4年

図3

図2
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以上の禁酒期間があることから，アルコール性を最

も考える。

2. 大動脈粥状硬化，高度

3. 食道炎，軽度

4. 慢性胆!炎

5. 慢性膀胱炎

6. 正〜富細胞性骨髄

7. 身長160 cm，体重55 kg

考　　察

　剖検上，心臓は重量を増し，肺動脈弁及び三尖弁の

高度な拡張を認め，組織学的には心筋炎及び心外膜炎

の所見を認めた。心臓は周囲との癒着が強く，手術に

よる影響も考えられるが特に右後面癒着が強かったこ

図6

図4

図5

ともあり，心外膜炎の影響も考えられる。肺は両側下

葉を主体とする高度な気管支肺炎を認めた。臨床経過

で肺高血圧症を指摘されていた。肺動脈弁と三尖弁の

周囲径の拡張は肺高血圧症を支持する所見と考えられ

るが，組織学的にはごく一部の末梢血管に中膜及び内

膜肥厚を認める程度であった。また，脾臓などのうっ

血や多量の両側胸水，腹水の存在から，右心不全の状

態が示唆された。腎には皮質の菲薄化を認めたが糸球

体は比較的保たれており，腎実質に明らかな機能障害

の原因となるような病変は確認出来ないことから，循

環不全による腎前性腎不全として矛盾しないと考える。

　以上より，ASDの開心術→術後の心膜・心筋への炎

症の波及→収縮性心膜炎状態→肺高血圧→右心不全→

肺炎を契機に循環動態の破綻→腎機能増悪→腎不全，

心不全のため死亡したものと思われる。


