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愛媛労災病院集中治療部

低用量ヒドロコルチゾン投与療法を行なった
肺挫傷後の ARDS症例

西山　芳憲

2. 症　例

79歳、男。身長 163cm、体重 71kg。

主訴：低酸素血症。

既往歴、家族歴：特記すべきことなし。

生活歴：重度喫煙者。

現病歴：単車で走行中に転倒して受傷、救急車で来院

した。意識レベルは清明で、バイタルサインも異常は

なかった。X線写真で右鎖骨骨折、恥骨骨折があった。

CT検査で外傷性くも膜下出血、右血胸および右肺野

の浸潤陰影を認め (図 1)、肺挫傷と考えられた。Injury 

severity scoreは 13であった。 右胸腔穿刺で約 400mlの

血性胸水を吸引し、持続ドレナージを開始した。その

後も胸腔内への出血が持続し、第 3病日にヘモグロビ

ン濃度が 6.1g/dlとなり、濃厚赤血球 4単位を投与した。

第4病日の胸部写真で肺野の透過性低下を認めた。同日、

□　症例報告　□

1. はじめに

　急性期の急性呼吸促迫症候群 (acute respiratory distress 

syndrome、ARDS)に対するステロイド投与は現在のガ

イドラインでは推奨されていない。高用量のステロイ

ド投与は ARDSの予後を改善しないばかりか、免疫抑

制作用により日和見感染を発症すると考えられている 1)。

しかし、最近になって急性期の ARDSに対して速やか

に全身性炎症反応を制御する目的で、低用量から中等

量のステロイドを持続投与すべきであるとの主張がな

されている 2)。今回、肺挫傷に続発した ARDSに対し

て低用量ヒドロコルチゾン持続投与療法を行ない、改

善させることができたので報告する。

Abstract

A case of acute respiratory distress syndrome secondary to pulmonary contusion treated with low dose 

hydrocortisone.

Yoshinori Nishiyama.

Intensive Care Unit, Ehime Rosai Hospital

13-27, Minamikomatsubara-cho, Niihama, Ehime, 792-8550, Japan

A man of 79 years old was hospitalized due to multiple injuries with pulmonary contusion and admitted to the 

ICU because of developing hypoxia on the 4th disease day.  He was diagnosed as acute respiratory distress 

syndrome (ARDS) and disseminated intravascular coagulation.  Low tidal volume ventilation with biphasic 

positive airway pressure, infusion of sivelestat sodium hydrate and anticoagulation therapy were performed, but 

C-reactive protein（CRP）increased on the next day.  Subsequent infusion of low dose hydrocortisone (intravenous 

200mg bolus followed by infusion at a rate of 10 mg/h) decreased CRP immediately.  His pulmonary oxygenation 

and the infiltrations on the chest radiograph improved smoothly.  It is likely that low dose hydrocortisone infusion 

attenuated systemic inflammation and leaded to earlier resolution of ARDS secondary to pulmonary contusion.  

Key words: Pulmonary contusion, Acute respiratory distress syndrome, Low dose hydrocortisone infusion.
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図2　ICU入室時の胸部写真。両肺野に広がる浸潤陰影を認める。
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表 1：ICU入室時の血液検査
Plat: platelet. PT: prothrombin time. APTT: activated partial thromboplastin time.  Fib: 
fibrinogen.  ATⅢ : antithrombin Ⅲ . FDP: fibrin/fibrinogen degradation product. TP: total 
protein.   TB: total bilirubin.  BUN: blood urea nitrogen.  Cr: creatinine. BS: blood suger.

図 1　入院時の胸部 CT。右側に血胸および肺挫傷による浸潤
陰影を認める。

肺酸素化能障害はさらに進行し、低酸素血症をきたし

て ICUに入室した。

　ICU入室時現症および検査所見：血圧 175/75mmHg、

心拍数 107/min、呼吸数 30/min、体温 37.6℃、意識レベ

ル 2(Japan coma scale)であった。胸部写真で両肺野全体

に浸潤陰影を認めた (図 2)。心電図は洞性頻脈であっ

た。血液検査では貧血、血小板数減少、総ビリルビン、

AST、CK、CRPおよび血糖値の上昇があり、凝固異常

と fibrin/fibrinogen degradation productの増加を認めた。

血液ガスは肺酸素化能障害および代謝性アシドーシス

を示した (表 1)。

　ICU入室後経過 :気管挿管し、一回換気量を 500ml

として間欠的強制換気による人工呼吸を開始した。直

後の P/F 比は 70mmHg であった。最高気道内圧が

30cmH2Oに達したので、人工呼吸モードを biphasic 

positive airway pressureに変更し、PEEP-high 27cmH2O、

PEEP-low 10cmH2O、呼吸数 15回 /分、PEEP-high時間 1.7

秒、圧立ち上がり時間 0.2秒に設定した。一回換気量は

400〜 470ml、PaCO2は 49mmHgに維持できた。中心静

脈圧は 6mmHgであり、心エコー検査では左室駆出率は

77%で、壁運動異常はなかった。これらから、ARDS

で播種性血管内凝固症候群 (disseminated intravascular 

coagulation、DIC)を合併していると診断した。

　ARDSの薬物療法として、シベレスタットナトリウ
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ム水和物 (4.8mg/kg/day)を投与した。DICに対してヘ

パラン硫酸 (2500単位 /day)とアンチトロンビンⅢ製剤 

(1500 単位 /day、3日間 )を投与した。

　低容量換気および上記薬剤の投与を継続したが、入

室 24時間後の CRPは 17.8mg/dlとさらに上昇したの

で、低用量ヒドロコルチゾン投与療法 (200mg静注

後、10mg/h 持続投与 )を開始した。CRPおよび P/F

比 は翌日 11.3mg/dl、109mmHg、翌々日には 5.8mg/dl、

144mmHgと改善し、血小板数も 12.5× 104/mm3に増加

したので、ヘパラン硫酸を中止した (図 3)。なお、入室

図 4　第 10 病日 ( 人工呼吸離脱時 ) の胸部写真。肺野の浸潤陰
影はほぼ消失している。
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図 3　ICU 入室後経過。低用量ヒドロコルチゾン投与療法開始後に CRP の低下
が顕著に見られ、P/F 比がそれに続いて改善している。
IMV: intermittent mandatory ventilation. BIPAP: biphasic positive airway 
pressure. PSV: pressure support ventilation.

当初に気管内より吸引した喀痰および動脈血の培養検

査は陰性であった。その後、肺酸素化能および炎症反

応は順調に改善し、胸部写真でも肺野の浸潤陰影は減

少した。第 9病日には CRP2.1 mg/dl、P/F比 303mmHg

となったので、ヒドロコルチゾンおよびシベレスタッ

トナトリウム水和物を中止した。人工呼吸モードを

pressure support ventilationに変更してウイーニングを開

始し、翌日人工呼吸から離脱した。胸部写真上、肺野

の浸潤陰影はほぼ消失し (図 4)、第 11病日に ICUを退

室した。
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3. 考察

　ICU入室時の心拍数と呼吸数から全身性炎症反応症

候群の判定基準は満たされており、左心不全はないと

考えられたことから、ARDSと診断した。また、日本

救急医学会の提唱する急性期 DICを合併していた。低

酸素血症のため意識障害を呈していたと思われた。

　ARDS発症の原因は肺挫傷と考えられる。培養検査

が陰性であったことから、肺炎などによる敗血症性

ARDSは考えにくい。

　治療として、①対症療法、②凝固亢進の制御、③そ

の他を行なった。①一回換気量を 10ml/kg以下、最高

気道内圧を 27 cmH2Oとした protective ventilationを施行

し、②ヘパラン硫酸とアンチトロンビンⅢ製剤による

抗凝固療法を行なった。③好中球エラスターゼを直接

阻害するシベレスタットナトリウム水和物を投与して

ARDSに対処した。これらの治療を 24時間継続したも

のの、CRPはむしろ上昇したので、全身性炎症反応を

制御することを目的として低用量ヒドロコルチゾン持

続投与を考慮した。

　急性期の ARDSに対する治療として、メチルプレド

ニゾロン 1g/dayを 3日間投与するパルス療法が従来

よく用いられた。しかし、高用量のステロイド投与は

ARDSの予後を何ら改善しないことが示された。この

ような方法は患者の免疫能を抑制して日和見感染をき

たすためむしろ有害とされ、現在は推奨されていない 1)。

一方、Kehらは敗血症性ショックの患者において、低

用量ヒドロコルチゾン投与療法 (10mg/h、3日間持続静

注 )は interleukin(IL)-6、IL-8の血中濃度を低下させて

炎症反応を抑制するが、免疫系にあまり影響を与えな

いことを示した 3)。Confalonieriらは重症市中肺炎の患

者 46例を 2群に分け、一方のグループに低用量ヒドロ

コルチゾン投与療法 (200mg静注後、10mg/h持続投与、

7日間 )を施行し、他のグループを placeboとして比較

した結果、前者で肺酸素化能および CRPの改善が早く、

人工呼吸期間および ICU滞在日数が短く、患者の予後

が良好であったと述べ、重症肺炎の治療上、全身性炎

症反応すなわち高サイトカイン血症を抑えることが重

要であると報告している 4)。しかし、重症市中肺炎の

65%に副腎不全がみられるとされ 5)、重症市中肺炎にお

いてステロイドが有効であったのは副腎不全に対する

治療がなされたためではないかという意見がある 6)。

　Meduriらはメチルプレドニゾロン持続投与 (1mg/kg/

day)による全身性炎症反応の制御が急性期 ARDS患者

の肺酸素化および他の臓器障害を改善し、患者の人工

呼吸期間および ICU滞在日数が短縮されたとし、ARDS

の 25%に相対的副腎不全を認めたが、ステロイドの治

療効果は副腎不全群より副腎機能正常群において大き

い傾向があったと述べている 7)。さらに、ARDSにおい

てしばしばみられる病態の中で、全身性炎症反応と関

連した「ステロイド抵抗性」が重要な問題であり、血

中コルチゾール濃度が正常以上であっても「ステロイ

ド抵抗性」が存在するため、副腎機能の如何にかかわ

らず、ステロイド補充によって ARDSを改善できる可

能性があるとしている 8)。

　この症例においても、低用量ヒドロコルチゾン投与

療法開始後 CRPの低下が顕著であった。P/F比と肺浸

潤陰影の改善がこれに続いておこっており、この治療

法が有効であった可能性が示唆される。

4. 要　約

　79歳の男性が肺挫傷を含む多発外傷で入院し、第 4

病日に低酸素血症をきたして、ICUに入室した。肺挫

傷に続発した ARDSで、DICを合併していた。ARDSの

治療として、biphasic positive airway pressure による低容量

換気とシベレスタットナトリウム水和物の投与を行な

い、DICに対して抗凝固療法を行なった。しかし、翌

日に CRPがさらに上昇し、肺酸素化能の改善もみられ

なかったので、低用量ヒドロコルチゾン投与療法 (200mg

静注後、10mg/h持続投与 )を開始した。翌日より CRP

は速やかに低下し、肺酸素化能と肺浸潤陰影の改善も

みられ、ARDSを治癒させることができた。低用量ヒ

ドロコルチゾン投与療法は全身性炎症反応を抑制し、

肺挫傷に続発した ARDSの改善を促進する可能性があ

ると考えられた。
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