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診断に苦慮した肺高血圧の 1 例
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東邦大学医学部心血管病研究先端統合講座

要約：55 歳時に特発性肺動脈性肺高血圧症（idiopathic pulmonary arterial hypertension：IPAH）と診断
され，エポプロステノールナトリウム，アンブリセンタン，リオシグアトにて 3 剤併用療法中の 61 歳男性．
55 歳時から左背部の圧迫感を訴え，胸部 X 線では経過を追うごとに左肺野すりガラス陰影の増悪を認め，59
歳時に慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease：COPD）を指摘された．増悪・寛解のマー
カーの 1 つとして brain natriuretic peptide（BNP）を用いていたが，BNP 高値が持続するため心不全の治
療目的に入院した．右心不全に対して治療を行なったが奏効を得られずに徐々に増悪し，また左背部圧迫感
の自覚症状も悪化していった．肺うっ血が著明となり，左心不全に対して bilevel positive airway pressure
（BiPAP）も要したが，心不全が改善せず永眠となった．背部の圧迫感や左肺野すりガラス陰影は肺うっ血
によるものと判断していたが，BiPAP 治療を要したことも含め，これらは通常の IPAH の経過と異なって
いた．本症例の問題点として ① IPAH の診断の再検討，② 胸部 X 線上のすりガラス陰影の本態，③ COPD
の関与の 3 つを挙げ，討論を行った．
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症例提示

登り坂がつらく感じられるようになった．初診 5 カ月前よ
り階段昇降時に息切れが出現し，また，日常的に行ってい

55 歳男性．妹が肺高血圧症（詳細不明）で他院通院中．

た水泳では以前は 1 km 泳いでいたが，この頃は 50 m が

初診 6 カ月前にハイキングに出かけた際に，いつもより

限界となり，本人は体力が衰えたためと思っていた．初診
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宮下

表1
血算
WBC
Neut
Lymph
RBC
Hb
PLT

8800
58.7
34.4
5.99
18.2
240

生化学
T-P
ALB
T-Bil
AST
ALT
LDH
ALP
γ-GTP
BUN
Cr
Na
K
Cl
CK
CRP

/μl
%
%
×106 /μl
g/dl
×103 /μl

弘

ほか

血液検査

7.9
4.7
0.7
52
69
306
324
236
11
1.09
145
3.9
108
49
0.1

g/dl
g/dl
mg/dl
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L
mg/dl
mg/dl
mEq/L
mEq/L
mEq/L
U/L
mg/dl

その他
BNP

216.5 pg/ml

FT3
FT4
TSH

3.40 pg/ml
1.30 ng/dl
5.18 μIU/ml

KL-6
SP-A
SP-D

211 U/ml
83.6 ng/ml
88.1 ng/ml

抗核抗体
RF

陰性
陰性

＿：異常高値または異常所見

4 カ月前の人間ドッグで心電図異常を指摘され近医を受診

律，右軸偏位，P 波増高，V5・V6 で深い S 波を認め，V1〜

し，狭心症疑いで紹介元の病院で心臓カテーテル検査を施

V3 で陰性 T 波を認め， 右房・右室負荷所見と考えられた．

行された．冠動脈には異常を認めず，肺動脈圧 78/38/51

心臓超音波では右房・右室の拡大，心室中隔の左室への圧

mmHg，肺動脈楔入圧 14 mmHg と肺高血圧症（pulmonary

排を認め，右室負荷があった．また三尖弁圧較差は 59

hypertension：PH）を認め た．Home

therapy

mmHg と高く，PH が示唆された．左室駆出率は 70% と

（HOT）導入開始．ワーファリン内服を開始したが症状の

保たれており，左心系の心筋症や弁膜症などは認めず，左

改善を得られず，自身で PH の治療に長けている病院を調

心系疾患に伴う PH の可能性は低いと判断された．肺機能

べ，東邦大学医療センター大森病院（当院）小児科（当科）

検査では換気障害なく肺拡散能も保たれており，肺高血圧

に 紹 介 受 診 と な っ た．New

Association

の原因となる所見は認めなかった．肺換気シンチグラムで

（NYHA）分類 III 度で，背部，特に左肩甲骨のあたりに

は局所の換気低下は認めず，均一な集積を示していたが，

York

oxygen

Heart

圧迫感を認めており，本人の判断で鍼治療が行われていた．

肺血流シンチグラムでは右肺野はびまん性に小結節状の集

初診時の身体所見は以下の通り．体温 36.4℃，血圧 134/102

積低下を示し，中下肺野を中心に楔状集積欠損を認めた．

mmHg，脈拍 74 回/分 整，呼吸数 20 回/分，経皮的動脈

また，左肺野は肺野全体の集積は保たれてはいたが，上肺

血酸素飽和度（SpO2）98%（3Lnasal）であった．全身状

野や下肺野に集積低下が見られた（図 2）
．最後に胸部造

態は良好で，胸部所見で II 音の亢進を認めた．腹部所見

影 CT では肺野条件にて左上肺野から左中肺野にかけてす

では肝脾触知せず，下肢浮腫も認めなかった．四肢末梢に

りガラス陰影を認めた．縦隔条件では右肺動脈中枢側に壁

冷感なく，capillary refill time は 2 秒未満であった．血液

在性血栓を少量認めたが，有意な狭窄ではなかった．また

検査では brain natriuretic peptide（BNP）が 216.5 pg/ml

右上葉末梢の背側に一部造影効果に乏しい所見を認めた．

と高値であった．また AST，ALT，γ-GTP が高値であり，

ここは血管が細く血栓があるかどうかまでは指摘困難で

右心不全に起因する肝うっ血が高値の原因と考えられた．

あった（図 3）．以上の結果から慢性血栓塞栓性肺高血圧

その他膠原病や感染症を示唆する所見は認めなかった（表

症（chronic thromboembolic pulmonary hypertension：

1）
．

CTEPH）の可能性はあるものの確定診断には至らず，特

１）
PH が疑われたため診断アルゴリズム（図 1）
に沿って

発性肺動脈性肺高血圧症（idiopathic pulmonary arterial

検査を行い，鑑別を行っていく．胸部 X 線，心電図，心

hypertension：IPAH）と診断し治療を開始した．妹が PH

臓超音波，肺機能検査，肺換気血流シンチグラム，single

を指摘されているため遺伝子検索を後日行なったが，現在

photon emission computed tomography（SPECT）
，胸部

知られている activin receptor-like kinase 1（ALK1）や bone

の造影 computed tomography（CT）を施行した．

morphogenic protein receptor 2（BMPR2）などの遺伝子

胸部 X 線では心胸郭比 50%，肺野透過性亢進や胸水貯

変異２）を認めなかった．

留は認めず特記すべき所見は認めなかった．心電図は洞調
東邦医学会雑誌・2017 年 6 月
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PH を示唆する症状/徴候/病歴
心エコー評価：PH の可能性？
高または中

低

他の原因を検索
左心疾患または肺疾患を考慮
および/または経過観察
症状・徴候・危険因子・ECG・
肺機能検査 +DLCO・胸部 X 線・
動脈血ガス
はい
左心疾患または肺疾患
はい
診断確定
重症 PH/
いいえ
重症 PH/右心不全の徴候なし
右心不全の徴候あり
V/Q スキャン
区域性血流欠損？
基礎疾患の治療
PH 専門施設へ紹介
はい PH 専門施設へ紹介 いいえ
CTEPH の可能性：
造影 CT，
右心カテーテルおよび/
または肺動脈造影

はい

右心カテーテル
いいえ
mPAP≧25 mmHg，PCWP
≦15 mmHg, PVR＞3 WU

PH として適合
特異的診断検査

他の原因を検索
第5群

膠原病

先天性心疾患

薬物・毒物
HIV 感染症

門脈―肺
住血吸虫症

遺伝性
PVOD/PCH

特発性
PVOD/PCH

特発性 PAH

遺伝性 PAH

肺高血圧診断アルゴリズム 1）
文献 1 を改変し引用．
PH：pulmonary hypertension，ECG：electrocardiogram，DLCO：diffusing
capacity of the lung carbon monoxide，CTEPH：chronic thromboembolic
pulmonary hypertension，mPAP：mean pulmonary artery pressure，
PCWP：pulmonary capillary wedge pressure，PVR：pulmonary vascular
resistance，PVOD：pulmonary veno-occlusive disease，PCH：pulmonary
capillary hemangiomatosis，PAH：pulmonary arterial hypertension
図1

ANT

POST

Left：14197.22 Right：19448.61

Left：290366.50 Right：84804.00

L/R＝0.73
R-LAT

L-LAT

肺換気シンチグラム

L/R＝3.42
R-LAT

L-LAT

肺血流シンチグラム

図 2 肺換気血流シンチグラム
肺換気シンチグラムでは局所の換気低下は認めず，均一な集積を示していた．肺血流シン
チグラムでは右肺野はびまん性集積低下を示し，中下肺野を中心に楔状集積欠損を認めた．
また，左肺野は肺野全体の集積は保たれていたが，上肺野や下肺野に集積低下が見られた．
ANT：anterior，POST：posterior，R-LAT：right lateral，L-LAT：left lateral
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弘

ほか

縦隔条件
肺野条件

図 3 初診時の胸部造影 computed tomography（CT）
肺野条件にて上肺野から中肺野にかけてすりガラス陰影を認めた．縦隔条件では右中枢側
に壁在性の血栓を認め，それによる肺動脈の狭窄を認めた（矢印）．また右上葉末梢の背
側に一部造影効果に乏しい所見を認めた．

BNP
600
500
400
300
200
100
0
初診時

初診後１

初診後 2

初診後 3

初診後 4

初診後 5

初診後 6

年

ボセンタン
リオシグアート治験
リオシグアート
アンブリセンタン
ベラプロスト
エポプロステノールナトリウム

図 4 今回入院までの経過
BNP：brain natriuretic peptide

臨床経過

られず，エポプロステノールナトリウムの持続静注を開始
し計画的に増量とした．その後速やかに改善を得られたが

まず，当院初診から今回の入院となるまでの臨床経過を

再度増悪．悪化の原因検索のため再度精査を行い 59 歳に

図 4 に示す．BNP を増悪寛解のマーカーとした．肺血管

肺機能検査で 1 秒率 65% より chronic obstructive pulmo-

拡張薬による内服治療を開始し，また当時行っていた新薬

nary disease（COPD）の診断となった．しかし，程度は

の治験にも参加し，一時的に改善を得られていたが，自然

軽症で PH を悪化させるまでの病態ではなかった．BNP

経過で増悪を認めた．治療薬の強化を行なったが改善を得

高値持続のため 60 歳に心不全コントロール目的で入院と
東邦医学会雑誌・2017 年 6 月
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初診時

3 年後

5 年後

6 年後

図 5 胸部 X 線
初診時から上肺野から中肺野のすりガラス陰影が増強し，特に左肺野で有意に年々
増悪を認めた．また心拡大も進行．初診 3 年後の X 線では左下肺野に胸水貯留も認
めた．

なった．この経過中にも左背部の圧迫感は常に持続してい

land Journal of Medicine にも発表されている imatinib を

た．胸部 X 線の経過を見ると初診時では明らかな異常陰

少量使用した３）．Imatinib は血小板由来増殖因子阻害効果

影は指摘できなかったが，初診 3 年後から上肺野から中肺

を持ち，肺動脈細動脈の血管壁肥厚を抑制する．肺高血圧

野にかけてすりガラス陰影が増強し，特に左肺野で有意に

の新たな標的治療薬として期待されており，これの使用に

年々増悪を認めた．また心拡大も進行し，初診 6 年後の胸

より僅かに臨床上の軽快が得られたが，2 週後より胸水が

部 X 線では左下肺野に胸水貯留も認めた（図 5）
．このす

増強した．また左背部の圧迫感も増強していった．利尿薬

りガラス陰影や胸水貯留は肺うっ血によるもの，特に左で

の増量により脱水傾向となり腎機能が悪化，死亡 1 カ月前

有意であったため当初から訴えのあった左背部の圧迫感も

に心不全の急性増悪を認めた．胸部 X 線では胸水貯留や

これと関連するものと判断していた．しかし通常右心不全

肺うっ血が強くなり，bilevel positive airway pressure（Bi-

が主な病態の PH では肺うっ血は起こらず，合致しない点

PAP）を開始した．利尿薬も適宜増量していったが，心

であった．胸部 CT でも同様にすりガラス陰影の増強を認

不全の改善が得られず，永眠となった．

めた（図 6）．初診 6 年後の胸部造影 CT では以前に指摘
された右中枢側の壁在血栓は消失した（図 7）
．
次に入院後の経過を図 8 に示す．入院時より右心不全に
対してカテコラミンを開始した．呼吸困難の程度は Borg

討

論

名取：それでは CPC をはじめます．症例提示いただき
ましたが，まず画像の説明をお願いします．

scale1 程度と軽いものであったが胸水貯留の改善を認め

宮下：肺換気血流シンチグラムの所見を示します（図

ず，利尿剤の増量を余儀なくされた．それにより BNP 値

2）
．肺換気シンチグラムでは，局所の換気低下は認めず，

は若干低下し，胸水もやや改善したが，左肺野のすりガラ

均質な集積を両側肺で認めていました．しかし，肺血流シ

ス陰影は増悪傾向であった．本人の了解を得て，New Eng-

ンチグラムでは，右肺野はびまん性に小結節状の集積低下
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初診時

3 年後

5 年後

6 年後

図 6 胸部 computed tomography（CT）
経過を追うごとにすりガラス陰影の増強を認めた．

初診時

初診 6 年後

図 7 胸部 computed tomography（CT）
初診時に存在した右中枢側の壁在血栓は消失した（矢印）
．

を認めており，中下肺野で楔状の陰影欠損を認めています．

上葉に少し，すりガラス陰影を認めています．縦隔条件で

左肺野は全体的に集積が保たれていますが，上肺野と下肺

は，右の主肺動脈のところに壁在血栓を認めており，上葉

野に軽度の集積低下を認めます．

背側の末梢側で陰影欠損を認めています．解釈として，こ

初診時における胸部 CT の所見を示します（図 3）．肺
野条件では，上肺野から中肺野にかけて背側に，特に左肺
野で有意にすりガラス陰影を認めています．
また右肺野も，

こは血管が細くて，血栓は指摘困難ですが，造影不良であ
ることから微小血栓の存在が疑われます．
名取：放射線科の先生，追加コメントはありますか．
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Borg
scale

BNP
2000

心臓リハビリテーション

BiPAP

9
7
5

1500
1000

3

500
0

1
死亡 3 カ月前

PGI₂
ETRA

死亡 2 カ月前

死亡 1 カ月前

死亡

イマニチブ

DOB
PDE 阻害
アゾセミド
スピロノラクトン
フロセミド
トルバプタン

死亡 3 カ月前

死亡 2 カ月前

死亡 2 カ月前

死亡 1 カ月前

死亡直前

図 8 入院後経過
BNP：brain natriuretic peptide，BiPAP：bilevel positive airway pressure，PGI2：prostacyclin，ETRA：endothelin receptor antagonist，DOB：dobutamine，PDE：phosphodiesterase

小林：CT の縦隔条件だと右肺動脈の本幹に広く血栓が

最終的に

特発性

と診断しています．

認められ，狭窄があります．それから，細かく全画像を検

遺伝性に関しては，妹さんに PH の指摘がありましたの

討した際には，細かいレベルで少し造影不良域が肺動脈内

で，後日，遺伝子検査を行いましたが，今のところ知られ

にありそうです．PH が特発性なのかと言われると，この

ている ALK1 遺伝子や BMPR2 遺伝子の変異を認めません

時点では血栓による二次性が疑われるような所見でした．

でしたので，したがって最終的に，IPAH と診断していま

すりガラス影が肺野に見えますが，慢性の血栓塞栓症でも

す．

すりガラス影は見られますし，肺梗塞，それから特発性 PH

この方は経過が長いので，今回の入院までの経過をお示

でもすりガラス影は見えるようなので，これはそれに一致

しします（図 4）．この方は BNP を増悪・寛解のマーカー

した所見だと思います．

として用いていましたので，BNP を実線で示します．ま

名取：ありがとうございました．では，次の経過をお願
いします．

ずボセンタン内服薬で治療を開始して，その後，当時行っ
ていた治験にも参加しました．

宮下：ここで，PH の診断アルゴリズムを説明させてい

治療開始後は，BNP はいったん速やかに低下傾向にな

ただきます（図 1）．PH が疑われた際には，まず，左心系

りましたが，自然経過で再度増悪を認めました．BNP が

の異常や肺疾患，膠原病がないかどうかを鑑別します．そ

下がらないので，PH 治療薬を変更したり併用したり，治

れには心エコーや肺機能検査，X 線，CT などを行います

療の強化を行いましたが，改善のないまま経過し，いま最

が，今回は，左心系の異常や肺疾患が疑われるような所見

も効果のある静注エポプロステノールナトリウムをこの時

はありませんでした．

点で導入したところ，速やかに低下しました．その後もエ

これらのことが否定されると，次に血流シンチグラムを

ポプロステノールナトリウムを徐々に増量していきました

行い，区域性の血流欠損がないかどうか調べます．ここで

が，再度増悪を認めて，心不全による入退院を繰り返すよ

鑑別するのが CTEPH ですが， 今回は肺シンチグラムで，

うになりました．

先ほど楔状の陰影欠損を認めていましたが，凝固系に異常

増悪の原因の再検索を行いましたが新たな異常は認め

がなかったことから，この可能性は，完全に否定はできな

ず，肺機能検査で 1 秒率 65％ と閉塞性のパターンを認め，

いけれども，IPAH と判断しました．膠原病や先天性心疾

COPD の合併が指摘されています．Non-smoker ですが，

患，門脈―肺疾患，感染症などは認めませんでしたので，

パチンコ屋によく出かけていたようです．しかし，PH に
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影響を与えるほど重度のものではありませんでした．
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はしませんが，右室圧の亢進に伴い左室を圧排することに

自然経過で IPAH が増悪していると考え，治療を行い

よって左室駆出率の低下を来していると考え，BiPAP 管

ながらみていましたが，改善が得られないため，
入院となっ

理を行いました．しかし，心不全の改善が得られず，利尿

ています．

薬も増やしましたが効果が得られず，永眠となっています．

入院までの経過の胸部 X 線画像をお示しします
（図 5）．

太田：この方は受動喫煙が疑われていました．肺機能で

6 年前には有意な異常は認めませんでしたが，3 年前に上

I 期の COPD と言える所見があったので，COPD の治療

肺野から中肺野にかけて年々増悪するすりガラス陰影を認

はしていました．また呼吸器疾患でも PH は来たしうるの

めています．また，1 年前には，左下肺野に胸水を少し認

で，抗コリン薬を吸入させていました．これらのようなエ

めるようになっています．

ピソードはあります．低酸素状態は肺血管収縮を来して肺

小林：補足ですが，初診時と比較して初診 6 年後では心
拡大も増悪していますし，さらに肺動脈も，径がだんだん
太くなってきて，昔は第 2 弓といっていた肺動脈も徐々に
増大しているのが分かるので，PH の増悪が疑われます．

動脈圧が上がるので，これらの改善にもなればと思い，治
療を加えていました．
宮下：まとめです．IPAH の診断時 55 歳の男性で，心
不全治療目的に入院となりましたが，治療抵抗性でした．

経過の CT 像においても（図 6）
，肺尖部ですりガラス

肺血管抵抗を下げなければ肺循環が改善せず，心拍出量も

影が，分布は同じですが濃度が徐々に濃くなってきていま

保つことができません．その状態で利尿薬を増量すること

す．特発性の PH でもこのようにすりガラス影，しかもモ

により血圧低下を来すこともあり，治療が非常に困難でし

ザイク状のものが見られます．これは文献的には，末梢の

た．左背部の圧迫感や左肺野優位の肺うっ血を認めていま

微細な血管レベルでの障害によって繰り返す肺胞出血のよ

したが，これらの病態は PH による右心不全だけでは説明

うなものや，その赤血球をマクロファージが貪食した肉芽

がつかないものでした．

腫などを反映している所見とも言われているので，そうい

名取：ありがとうございます．病理に宮下先生から聞い

うものを見ているのかなと思います．これらについては，

てみたいことがありますでしょうか．あるいは，放射線科

病理の結果も気になるところです．

の先生から先ほど肺胞出血の説明にもあったように，ほか

名取：肺の上肺野，先ほど肺尖部とおっしゃいましたが，
ここは PH に特徴的というより，この症例で特徴的なので
すか．
小林：この症例は上肺野優位に見られましたが，IPAH
でも，モザイク状に，だいたいびまん性に見られることも
あれば，上肺野優位というものもあると思います．

に聞いてみたいことがございますか．
宮下：血栓は比較的急速に起こると思いますが，それと
比べ PH だと慢性的に末梢血管の抵抗が起こってくるの
で，そのような所見がもし病理で分かるようでしたら，教
えていただければ幸いです．
太田：可能性は低いと思いましたが，肺気腫のような変

宮下：臨床症状ですが，このようなすりガラス陰影など

化があったかどうかということと，そして，すりガラス影

の増悪に伴い，最初から伴っていた左背部の圧迫感も徐々

が肺うっ血なのか，肺胞出血なのかということについてわ

に増悪していったという所見が見られました．

れわれも臨床的に迷っていましたので，何かということを

小林：また，初診時に見られた血栓は全てなくなってい
るのにもかかわらず（図 7）
，肺動脈の本幹が太くなって

教えていただければと思います．
名取：疑問に思ったことなのですが，外来での対応で 1

いて，初診 3 年後では大動脈と同じぐらいの径だと思いま

回は効いて悪くなり

すが，初診 6 年後には大動脈より径が太くなっています．

されている．私は頻繁に抗がん剤を使っているので「耐性」

を繰り返すため，薬を一生懸命変更

そうすると，血栓がなくなっているにもかかわらず増悪し

という言葉が思い浮かびますが，こういう非悪性疾患で，

ているところからは，CTEPH ではなくて IPAH と言って

薬を何回替えてもだんだん悪くなっていくというのは，レ

もいいのではないかという印象を受けます．

セプターが薬に対して反応しなくなってしまうからでしょ

宮下：入院後の経過をお示しします（図 8）．入院して

うか．あるいは，作用機序の異なる方向で PH に向かって

から，まずカテコラミンによる治療を行いましたが，胸水

何か経路が移っていくのでしょうか．そういうことを不思

の改善は見られず，利尿剤の増量を余儀なくされました．

議に思いました．

利尿剤を増量すると，BNP も低下傾向となり，胸水も改

岡：これは明らかに CTEPH だと思います．シンチグ

善を認めましたが，左肺野のすりガラス影は徐々に増悪し

ラムの画像で，楔状欠損像を認めていて，CT の所見も mo-

ていき，これに伴い左背部の圧迫感もどんどん強くなって

saic perfusion でよいと思います．このときに循環器科医

いきました．利尿剤の増量によって腎機能が徐々に悪化し

師に相談されましたか．

て心不全の急性増悪を認めました．胸部 X 線では胸水貯

宮下：いいえ．

留や肺うっ血が強くなったため，通常右心不全には BiPAP

岡：このような症例ばかり他院で 1 年近く診ていたの
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図 9 肺動脈の組織像（左：hematoxylin-eosin（H-E）染色，右：Elastica
van Gieson stain（EVG）染色）
．内膜の線維性肥厚を認める．平滑筋の増
生や類上皮細胞肉芽腫の形成，plexiform pattern を認めない．

で，換気できちんとシンチグラムが入っていて，血流であ

います．

のような欠損像を認めたら，CTEPH で間違いないと思い

病理解剖所見

ます．もう亡くなった症例なのでしょうがないとは思いま
すが，PH の分野で小児科の先生方は大変ご高名だと思う

61 歳の男性．患者の死亡後，担当医から患者家族に対

ので，シンチグラムで欠損像などの怪しいところがありま

して病理解剖ならびに組織の教育・研究目的の使用に関し

したら，肺動脈造影をすれば確実に診断できたと思います

て説明を行い文書による同意を得たのち，脳をのぞく全身

ので，もし今後このような症例がありましたら，声をかけ

解剖が行われた．剖検は死後 10 時間 19 分後に開始された．

ていただけるとうれしいです．

主病変

名取：ありがとうございました．酒井教授，お願いしま
す．

1）慢性血栓塞栓性肺高血圧症（chronic thromboembolic
pulmonary

hypertension：CTEPH）
（肺 重 量：左

酒井：CPC の目的は，今後どういった発展的な治療が

1210 g，右 986 g）：血栓の器質化に伴う肺末梢動脈

できるかということなので，各科がいろいろな意見を言う

における血管壁の肥厚（図 9）．肺静脈の変化は乏し

ことはとても大事だと思います．私の領域からは，腎機能

い．小葉間隔壁の肥厚と，胸膜直下における肺胞の

が悪くなったことに関してのアセスメントはいかがであっ

虚脱を伴う．高度のうっ血水腫および軽度の肺胞内

たか確認させて頂きたいです．単なる脱水でしょうか．
宮下：腎機能が悪くなったのは，PH のコントロールも
できておらず，左心系の循環がもともと少ないところで利

出血を伴う．
2）甲状腺乳頭癌（latent cancer）：甲状腺左葉における
10×8 mm大の白色調結節．頸部リンパ節転移を伴う．

尿剤を増量したので，腎前性腎不全となってしまったので

副病変

はないかと考えていました．

1）肺抗酸菌症：右肺上葉 S2 における空洞形成病変（図

酒井：腎前性腎不全を示唆する尿所見の電解質異常はど

める．多核組織球の出現は目立たず，非結核性抗酸

宮下：尿所見はあまりみていません．
酒井：腎前性腎不全と言うためには尿の電解質がとても
重要です．また，今日の話題は

大血管

ですが，もっと

細い動脈のレベルとして，蛋白尿や血尿についてはいかが

菌感染症が考えやすい．
2）肺性心（心重量 524 g）．右心室の拡張性肥大が目立
つ（図 11）．
3）尿細管変性を伴う腎（腎重量：左 184 g，右 162 g）．

でしたか．
宮下：蛋白尿や血尿も特別認めていなかったと思いま

4）うっ血を伴う肝（1824 g）
5）うっ血を伴う脾（206 g）．10 mm 大の副脾．

す．
名取：ありがとうございました．私も時々，腎センター
へのコンサルト依頼する際に

10）
．組織学的には necrotizing cavitary granuloma
の所見で，Ziehl-Neelsen 染色にて多数の抗酸菌を認

のようなものがありましたか．

尿所見なし

で胸を張って

6）膵脂肪変性．
7）虫垂切除後状態．

提出することもありますが，毎回毎回反省しています．ま

8）慢性前立腺炎．結石形成が目立つ．

た，循環器の先生から大変に心強い応援のメッセージが

9）過形成性骨髄．

あったので，とても良い CPC になったのではないかと思

10）身長 163 cm，体重 51.8 kg の男性屍体．
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図 11 心臓の割面．右心室の拡張性肥大が著
明で，肺性心の状態．

図 10 右 肺 の 割 面．
上葉 S2 胸膜直下に白
色調病変を認め，抗酸
菌が証明された．肺尖
部は暗赤色調となる．

核球浸潤がかなり見られたと思います．内膜の線維性肥厚
というのは，かなり時間が経ってからできるもので，起源
が

何か炎症があっての出来事

で，内膜の傷害が血栓を

二次的につくってくるというストーリーになるのかどう
か．つまり，その起源が原発性の PH ではなく，血管内皮
の障害を来すような炎症に基づいた一連の出来事であると
いう考え方は，病理からできるでしょうか．

質疑応答

栃木：ありがとうございます．血栓あるいは塞栓と言っ
ているにもかかわらず，剖検所見において，
「ここに血栓が

名取：今の病理の解剖所見でマクロからミクロに至るま

あります」あるいは，
「ここに塞栓があります」というよう

でお話しいただきました．では，最初にプレゼンテーショ

にお示しできないのです．あくまでも，酒井先生がおっ

ンしていただいた宮下先生，どうでしょうか．

しゃったように，かなり昔に何かが起こったその痕跡とい

宮下：私が受け持った永眠 1 年前からですと，最後の入

う所見だと思うので，その原因は，正直，分かりません．

院でしたが，最初に IPAH と診断がついていた状態で受

ただ，もともと血栓塞栓症があったと言われると，そこか

け持ったので，それ以外は疑うことがなく，治療抵抗性が

ら発生したと考えるのが妥当だと思いますし，この方は，

表れた時には最初から見返すべきだったと反省する症例で

山登りに行くという元気な方なので，おそらく深部静脈血

した．

栓症もないでしょうし，血栓ができやすい方でもないと思

小林：病理のすりガラス影は大変勉強になりました．あ
りがとうございました．
名取：何年にもわたって時間をかけてつくられたわけで
はないとおっしゃっていたように聞こえましたが．
栃木：そう思います．やはり出血という話が出てくると

うので，何が先なのか分からない

というのが正直なとこ

ろです．
杉野：循環器の先生は CTEPH を疑うものの，剖検時
には病理学的には CTEPH と言えるだけの所見がないと
いうことでよろしいですか．

思います．でも，肺胞出血が出てくれば必ずヘモジデリン

栃木：はい．

が残ると思いますが，高度のうっ血水腫なのですが，ほと

杉野：そうなると，われわれ臨床医としては，これは確

んどヘモジデリンが見えないので，おそらく血液というよ

かに臨床像とデータなどで考えれば CTEPH が考えられ

りは漿液と言いますか，そういったものがたまっていたの

るかもしれないけれど，これだけ長い年月かけて CTEPH

ではないかと考えます．

が全く残らないということに大変な違和感があります．で

名取：ありがとうございます．腎所見もいただきました
が，酒井教授いかがでしょうか．
酒井：特発性と言う前に内膜の線維性肥厚のところに単

すから，これは IPAH あるいは何かその原因となるもの
が少しあり，その経過の中で，先程酒井先生がおっしゃっ
たような内膜の障害が持続的もしくは間欠的に起こること
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により，時々，血栓形成性が増していったのではないかと

あまりにも効きすぎですね．実は，臨床試験でも投与量を

思います．

半分に減らしたいと申し出たぐらい効果があったんです．

また，すりガラス影に関しては，ground glass opacity

兄弟例ということもあり，CTEPH の可能性よりも IPAH

をわれわれはよく表現しますが，全て出血だけで説明がつ

と考えるのが妥当で，治療して血栓もなくなったところが，

くものではないと思います．やはり PH，要するに CTEPH

逆に臨床的な問題点ということになります．

も含めてですが，mosaic perfusion というのが画像的には

名取：病理の先生と小児科の先生，ありがとうございま

よく教科書にも出てきます．やはり換気と血流のバランス

した．さまざまなコメントをいただき，とても実のある

で説明できるところもたくさんあると思うので，形態的に

CPC になりました．感謝いたします．

は確かに出血が反映したときもあったのかもしれません

症例解説

が，呼吸器内科で診ていましたが，それだけで説明できる
のだろうかと思いながら聞かせていただきました．
佐地：ありがとうございました．分からないところがた

肺高血圧症（pulmonary hypertension：PH）について
1．定義

くさん分かったので，助かりました．特発性の PH の患者

安静時に右心カテーテル検査を用いて実測した肺動脈平

さんの肺血流シンチグラムを撮ると，CTEPH ではなくて

均圧が 25 mmHg 以上の場合が PH と定義され，特に肺動

も，半分の症例には欠損像があるのです．これは 20〜30

脈楔入圧が 15 mmHg 以下の場合を肺動脈性肺高血圧（pul-

年前から言われているということが 1 つ．それから，亡く

monary arterial hypertension：PAH）と定義されている３）．

なった方の病理を見ると，PH 症例では多かれ少なかれ肺

2．PH の臨床分類（ニース分類；表 2）

の血栓は存在するということは，どの病理の本にも書いて

肺高血圧症例を 5 つの群に分類整理することが提唱さ

あると思います．血管病変だけではなく，微小血栓が存在

れ，改変を重ね現在の肺高血圧症臨床分類（ニース分類）

することが多いと思います．

に至る．第 1 群は PAH，第 2 群は左心疾患による肺高血

この方は PH の兄弟例なのですね．CTEPH の兄弟例は，

圧症，第 3 群は肺疾患および/または低酸素血症による肺

あまり聞いたことがありません．CTEPH ではプロテイン

高血圧症，第 4 群は CTEPH，第 5 群は原因不明あるいは

C，プロテイン S といった凝固異常，もしくはきちんとし

複合的な要因による肺高血圧症に分類される４）．

た大静脈の病変があって深部静脈血栓症などが見られます

3．PH の症状，身体所見

が，この 2 人にはそういうことがありません．それから，

病初期は無症状であり，健康診断（健診）などで心電図

急性のイベントもありません．また，IPAH の 3％ ぐらい

異常を指摘され，偶発的に発見されることが多い．進行に

には急性肺血栓塞栓症が合併すると言われていますが，逆

伴い，労作時呼吸困難，息切れ，易疲労感，動悸，胸痛，

にわれわれの IPAH 症例で胸部 CT を撮っていると，壁

失神，咳嗽，腹部膨満感などの自覚症状が見られるように

在血栓は 2〜3 割の患者さんは持っていて，CT で見つか

なる．いずれも軽度の PH では出現しにくく，症状が出現

ることが多いです．肺動脈は太いし，常に肺動脈血流が逆

したときにはすでに高度の PH が認められることが多い．

流しているので，血液の停滞が起こっている．また，この

高度 PH では喀血や致死的な不整脈，労作時の突然死など

方にはないのですが，妹さんには遺伝子異常が見つかった

の危険性がある．小児では成人より発症から診断までの期

そうなので，この意味でも IPAH でしょう．

間が短い４，５）．

宮下：ご本人は遺伝子異常がなく，妹さんが ALK1 変異
陽性とのことです．

身体所見としては右室肥大に伴う傍胸骨拍動，II 音肺動
脈成分の亢進， Rivero-Carvallo 徴候， Graham steel 雑音，

佐地：そうすると，遺伝性出血性末梢血管拡張症（he-

収縮早期の click 音，右室由来の III 音，IV 音を聴取する

reditary hemorrhagic telangiectasia：HHT），Rendu-Osler-

ことがある．進行例では頸静脈怒張，肝腫大，下腿浮腫，

Weber 症候群関連ということになってしまいますよね．

腹水などが見られる４）．

鼻出血も脳膿瘍，arteriovenous（AV）fistula も全くあり

4．診断

ませんが，隠れ HHT もあります．年齢とともに症状が出

図 1 に示したように診断には血液検査，心電図，胸部 X

てきますから，HHT で血管拡張性の，出血性 HHT で，

線写真，心エコー，動脈血ガス分析，呼吸機能検査，肺換

逆に肺に血栓ができてしまうこと自体，病気の成り立ちと

気―血流シンチグラム，CT・MRI，右心カテーテルなどを

しては合わない．もし ALK1 陽性というのが本当であれば，

行い総合的に判断する４）．

CTEPH で ALK1 変異陽性であることは文献上にも記載が
ないので，その辺でも病理と検査所見とがうまく結びつか
ないですよ．臨床所見も，最初の臨床試験において，2 年
間で スパッ と良くなってしまった．CTEPH にしては，
64 巻 2 号

5．治療
上記の通り肺高血圧症は 5 つに分類され，どこに属する
かで基本治療も変わる．
分類 1 の PAH に対しての治療は進歩しガイドラインに
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宮下

ほか

肺高血圧症臨床分類（ニース分類）3）

表2
第1群

弘

肺動脈性肺高血圧症（PAH）

第2群

1）特発性肺動脈性肺高血圧症（idiopathic PAH：IPAH）
2）遺伝性肺動脈性肺高血圧症（heritable PAH：HPAH）
1．BMPR2
2．ALK1，endoglin，SMAD9，CAV1
3．不明
3）薬物・毒物誘発性肺動脈性肺高血圧症
4）各種疾患に伴う肺動脈性肺高血圧症（associated
PAH：APAH）
1．結合組織病
2．エイズウイルス感染症
3．門脈肺高血圧
4．先天性心疾患
5．住血吸虫症
第 1 群 肺静脈閉塞性疾患（PVOD）および/または肺毛細血
管腫症（PCH）
第 1 群 新生児遷延性肺高血圧症（PPHN）

左心性心疾患に伴う肺高血圧症

1）左室収縮不全
2）左室拡張不全
3）弁膜疾患
4）先天性/後天性の左心流入路/流出路閉塞
第 3 群 肺疾患および/または低酸素血症に伴う肺高血圧症
1）慢性閉塞性肺疾患
2）間質性肺疾患
3）拘束性と閉塞性の混合障害を伴う他の肺疾患
4）睡眠呼吸障害
5）肺胞低換気障害
6）高所における慢性暴露
7）発育障害
第 4 群 慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）
第 5 群 詳細不明な多因子のメカニズムに伴う肺高血圧症
1）血液疾患（慢性溶血性貧血，骨髄増殖性疾患，脾摘出）
2）全身性疾患（サルコイドーシス，肺ランゲルハンス
細胞組織球症，リンパ脈管筋腫症，神経線維腫症，
血管炎）
3）代謝性疾患（糖原病，ゴーシェ病，甲状腺疾患）
4）その他（腫瘍塞栓，線維性縦隔炎，慢性腎不全）
区域性肺高血圧

PAH：pulmonary arterial hypertension，BMPR2：bone morphogenic protein receptor type II，ALK1：activin receptor-like
kinase，CAV1：caveolin-1，PVOD：pulmonary veno-occlusive disease，PCH：pulmonary capillary hemangiomatosis，
PPHN：persistant pulmonary hypertention of the newborn，CTEPH：chronic thromboembolic pulmonary hypertension

も示されている．重症度に応じて治療が選択され，以前は

天性心疾患や感染症，門脈肺塞栓症などは認めなかった．

予後不良な疾患であったが，早期に診断され適切な治療を

妹に肺高血圧症の合併があったが，本症例では既知の遺伝

受けることができれば，その生命予後は著しく改善するよ

子変異は認めず，IPAH と診断された．

うになってきている．分類 2 の左心疾患に伴う PH，分類

IPAH に対し，肺血管拡張薬の内服による治療を開始し

3 の肺疾患に伴う PH の治療は原病を治療することが原則

一時的に改善を認めたが，再度徐々に増悪した．肺移植の

となる．分類 4 の CTEPH については亜区域枝以上の肺

適応がなく，内科的治療を強化し内服薬に加えて，持続静

動脈の内膜に生じた器質化血栓を機械的に除く治療が原則

注薬のエポプロステノールナトリウムも開始したが治療抵

となる．分類 5 は原因が複合しているもの，全身疾患に伴

抗性でコントロールに難渋した．

４，
６，
７）

うものが含まれ，分類 1 の治療が主に使われる

考

．

察

（臨床発表者担当）

本症例の問題点として ① IPAH の診断の再検討，② 胸
部 X 線上のすりガラス陰影の本態，③ COPD の関与の 3
つをあげた．
① 一般的な IPAH の経過では右心不全が強くなり，著

本 症 例 で は 心 臓 カ テ ー テ ル 検 査 で 平 均 肺 動 脈 圧 51

明な下肢浮腫，大量の喀血，頻発する不整脈による死の転

mmHg と高値を認めたことから PH と考えられた．PH は

帰をとることが多い．また，BiPAP 管理を要することは

図 9 に示した通り，第 1 群から 5 群に分類される．図 1 に

少ない．治療抵抗性であったこと，IPAH としては一般的

示すようなフローチャートに従って鑑別を行ったところ，

な経過と異なっていたこと，肺血流シンチグラムで楔状集

各種検査と心臓カテーテル検査で肺動脈楔入圧 14 mmHg

積欠損を認めていたことからは CTEPH の可能性があっ

と正常範囲内であったことから左心系疾患や肺疾患の可能

た（表 3）
．

性は低いと考えられた．次に肺換気血流 SPECT を施行し，

CTEPH は，器質化血栓により広範囲の肺動脈が狭窄ま

肺血流シンチグラムで楔状集積欠損を認めた．これは

たは閉塞し，肺高血圧症を呈した状態である８）．血栓の存

IPAH または CTEPH を示唆する所見であったが確定診断

在部位により，主肺動脈から連続して末梢まで見られる中

には至らず，IPAH と考えられた．PAH を来すような先

枢型と末梢側のみに見られる末梢型とに大別される．また
東邦医学会雑誌・2017 年 6 月
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表 3 本症例における IPAH としての一致点
と不一致点

原病の存在は否定的．本症例では肺抗酸菌症が存在するが，

IPAH 一致

的な成因ではないと考える．薬物毒物の吸入歴はない．器

IPAH 不一致

左心・肺疾患なし
mPAP≧25 mmHg

区域性肺血流欠損
（肺血流 SPECT）

PCWP≦15 mmHg
既知遺伝子なし

肺血管拡張薬に治
療抵抗性

少なくとも初診時における肺陰影は指摘されておらず直接
質的な肺疾患は COPD を含めて否定的．低酸素状態は結
果としてもたらされた所見であって，原因ではないと考え
る．病理組織学的な IPAH の典型例は，plexiform pattern

IPAH：idiopathic pulmonary arterial hypertension，mPAP：mean pulmonary artery
pressure，SPECT：single photon emission
computed tomography，PCWP：pulmonary
capillary wedge pressure

とされる所見であるが，動脈平滑筋の増生を含めて有意な
所見は指摘できない．また，肺静脈における壁肥厚や閉塞
を認めず，肺静脈閉塞症の所見も確認できない．病理組織
学的には CTEPH の典型例は細小血管内における微小血
栓の存在とされる．また血栓形成は IPAH でも認められ
るため，血栓の存在は CTEPH として特異的な所見とは
言えない．剖検時に血栓は確認できないものの，IPAH と
して典型的な所見が得られないことから，除外診断的に
CTEPH と結論した．IPAH は若年女性に好発することが

発症形式により，過去に急性肺血栓塞栓症を示唆する症状

多いとされるが，いかなる年齢でも起こりうるとされてお

が認められる反復型と，明らかな症状のないまま病態の進

り，50 歳代の発症が奇異であるとは断定できない．すり

９）

行が見られる潜伏型に分けられる ．一般的に肺換気シン

ガラス影は，うっ血水腫と二次的な肺胞内出血と考える．

チグラムは正常で，肺血流シンチグラムで肺区域枝以上の

本症例では甲状腺左葉に乳頭癌を認め，頸部リンパ節転

レベルの大きさでの欠損領域が，単発または多発して認め

移を伴っていた．生前には腫瘍の存在自体が検知されてお

１０）

られることが特徴的である ．典型例では肺の辺縁を底辺

らず，latent cancer である．Latent cancer として有名な

とする三角形の楔状欠損像の集合となる１１）．本症例では当

ものは，男性の前立腺癌と女性の甲状腺癌とされる．

院初診時に右肺動脈に壁在血栓を認めたが明らかな閉塞機
転は認めず，初診後 6 年の時点では消失していた．また肺
血栓塞栓症を示唆する症状・所見も認めなかった．肺動脈
造影が診断に有用であるが，致死性の合併症の報告もあり
施行が難しい．治療抵抗性であったことから再度診断を見
直し，可能な範囲内で肺動脈造影を行えていれば，転帰は
変わっていた可能性があると考えられた．
② 右心不全の進行により左室駆出率が減少し，左心不
全を来すこともあるが，通常は両側肺野に胸水貯留やうっ
血が強くなると考えられる．本症例では左肺野有意のすり
ガラス陰影増強であった．臨床的には利尿薬に反応を示し
たことから肺うっ血と考えたが，PAH の悪化の原因となっ
ていたのか，PAH の結果として出現していたのかわから
ず，病理診断が必要であった．
③ COPD の重症度は臨床的には軽度であったが，治療
抵抗性であったことから悪化に関与している可能性が考え
られた．また，COPD に肺静脈閉塞症（pulmonary venoocclusive disease：PVOD）が合併した報告もある．PVOD
の確定診断は肺生検などによる病理診断のみで可能であ
り，病理学的に鑑別が必要であったと考えられた．

考

察

（病理担当）
肺動脈圧の増加を来す疾患は多数存在するため，鑑別診
断を試みた．類上皮細胞肉芽腫の形成や血管炎はなく，膠
64 巻 2 号
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