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●症 例

気管支喘息様症状を呈した肺血栓塞栓症の 1 例
小牧 千人

丹羽

崇

辰岡 浩樹

井上 洋介

要旨：症例は 75 歳女性．老人施設入所中．朝起床後に突然，喘鳴および呼吸困難が出現した．朝食後も症
状改善せず，SpO2 も 80％ 前後と低酸素血症を呈していたため，同日当院救急外来に搬送された．心不全
などを除外の上，気管支喘息発作と診断され β アゴニストの吸入，テオフィリン製剤とステロイド製剤の
経静脈投与がなされ，喘鳴は消失した．しかし，低酸素血症が続くため当科に紹介され ICU 入院となった．
胸部造影 CT で両下葉肺動脈に血栓を認め，肺血流シンチグラフィでも両下葉の欠損像を認め，肺血栓塞栓
症と診断した．抗凝固療法を開始し，低酸素血症，および肺血流シンチグラフィの欠損像も改善した．肺血
栓塞栓症に気管支喘息様症状を合併することは知られているが，実際に遭遇することは稀であり報告する．
キーワード：肺血栓塞栓症，気管支喘息
Pulmonary embolism，Bronchial asthma

緒

言

気管支喘息発作様症状を主徴とする疾患の一つとして
肺血栓塞栓症が知られている１）．しかし，実臨床の場で
遭遇することは稀である．今回我々は，気管支喘息発作

診断された．β アゴニストの吸入，ステロイド剤・テオ
フィリン製剤の経静脈的投与がなされ，喘鳴は消失した．
しかし，低酸素血症が改善しないため当科に紹介の上
ICU 入院となった．
来院時身体所見：意識清明，身長 152 cm，体重 37.6

として初期治療を受け，喘息発作様症状は改善したもの

kg，血圧 134!
72 mmHg，脈拍 110!
分・整，呼吸回数 26!

の，呼吸不全の遷延を契機に発見された肺動脈塞栓症の

分，体温 36.6℃，結膜に貧血・黄疸無し，心音正常・心

1 例を経験した．本例は肺血栓塞栓症における気管支喘

雑音無し，呼吸音両肺広範囲に wheeze を聴取，腹部平

息様症状の発生機序を考える上で興味深い症例と考え，

坦軟，神経学的異常なし，表在リンパ節触知せず，浮腫

若干の文献的考察を加えて報告する．

無し，ばち指無し，SpO2 84％．

症

例

血液検査では好中球優位の白血球増多，D ダイマー高
値を認め，低酸素血症を認めた．心エコー検査では有意

症例：75 歳，女性．

な所見は無かった（Table 1）
． 胸部レントゲン単純写真，

主訴：喘鳴，呼吸困難．

心電図も異常は無かった．

家族歴・アレルギー歴：特記すべきもの無し．

経過：入院時には初期治療により両肺の喘鳴は消失し

既往歴：67 歳くも膜下出血．糖尿病．

ていたが，低酸素血症は改善していなかった．突然の発

喫煙歴：never smoker.

症で，D ダイマーも高値であったことより，初診時に撮

現病歴：発症 2 年前より特別養護老人ホームに入所中

影され異常無しと判断されていた胸部造影 CT を再検討

であった．発症日の朝，起床後より呼吸困難・喘鳴が出

したところ両肺下葉の区域動脈レベルに陰影欠損を認め

現した．朝食後も症状が続くためホーム職員が SpO2 を

（Fig. 1a）
，肺血栓塞栓症と診断した．念のため肺血流シ

測定したところ 80％ 前後であったため，当院救急外来

ンチグラフィも施行し，両肺下葉の perfusion defect を

へ搬送された．来院時両側肺に著明な wheeze が聴取さ

確認した（Fig. 1a）
．ヘパリンの持続静注を開始し入院

れ，低酸素血症がみられた．胸部単純レントゲン写真，

3 日目には低酸素血症は消失し，ICU を退室し，ワーファ

心電図，心エコー，胸部造影 CT などが施行されたが異

リン投与に切り替えた．入院 14 日目の胸部造影 CT で

常なしとして，心疾患等を否定の上，気管支喘息発作と

の肺動脈内血栓の消失
（Fig. 1b）
，肺血流シンチグラフィ
での perfusion の改善（Fig. 1b）
，および下肢静脈エコー
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での血栓の存在を否定した上で退院とした．以後は紹介
もとの施設で抗凝固療法を受けている（喘息の治療は受
けていない）
．約 2 年無症状であると電話確認をした．

気管支喘息様症状を呈した肺血栓塞栓症

Table 1
Peripheral blood
WBC
11,370/μl
Neut
88.2%
Eos
1.9%
Bas
0.4%
Mon
4.0%
Lym
5.5%
RBC
457×104/μl
Hb
14.0 g/dl
Ht
40.2%
Plt
25.0×104/μl

a
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Laboratory data at the consultation
Biochemistry
Alb
4.1
T-bil
0.6
GOT
20
GPT
12
LDH
225
CPK
70
BUN
11
Cr
0.52
Na
138
K
4.0
Cl
100
CRP
0.07
D-dimer
2.04

g/dl
mg/dl
U/L
U/L
U/L
U/L
mg/dl
mg/dl
mEq/l
mEq/l
mEq/l
mg/dl
μg/ml

Blood Gas (Room Air)
pH
7.392
40.4 torr
PaCO2
PaO2
48.7 torr
HCO3 −
24.5
BE
0.2
83.6%
SaO2
echocardiography
LVIDd
LVEF
LV wall motion
TR-PG

35.00 mm
0.51
normal
38.00 mmHg

b

Fig. 1 Chest contrast enhanced CT and pulmonary perfusion scintigraphy (a) at admission and (b) at 14
days after admission
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りは，日常生活の活動性が低下したホーム入所者で，起

察

床後に突然の発症をしていることから，肺血栓塞栓症が

肺血栓塞栓症に気管支喘息様症状が出現することは，
１）
〜７）

これまでのいくつかの報告で知られている

．これら

によると，血栓形成部位に凝集した血小板からトロンボ

先行し，それに続発して出現した気管支喘息様症状が前
景に出たものと解釈している．本病態は気づかれにくい
側面を持つと思われたため報告した．

キサン A2，ヒスタミン，セロトニン，アデノシン 2 リ
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Abstract

Bronchial asthma-like symptoms induced by pulmonary embolism
Chihito Komaki, Takashi Niwa, Hiroki Tatsuoka and Yousuke Inoue
Department of Pulmonary Medicine, Matsunami General Hospital
A 75-year-old woman who lived in a retirement home was admitted to the emergency room of our hospital
because of acute respiratory failure with sudden onset of wheezing on awakening. A differential diagnosis of heart
failure, showed that she had experienced an attack of bronchial asthma. She was therefore given β-agonists via inhalation and theophylline and steroids intravenously. Her wheezing decreased but her respiratory failure persisted. Therefore, she was transferred to the intensive care unit and was referred to our department. Contrastenhanced computed tomography of her chest showed pulmonary embolisms involving both lower lung lobes.
Moreover, pulmonary perfusion scintigraphy showed defects in both lower lobes. Thus, pulmonary embolism was
diagnosed. Subsequently, we started anticoagulant therapy, and her respiratory failure was saved. Pulmonary embolism is known to induce symptoms such as bronchial asthma, although such symptoms are rare.

