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Ⅰ．は じ め に

　体外式膜型人工肺（extracorporealmembraneoxy-
genation：ECMO）は、重篤な呼吸不全を認め人工呼
吸管理では酸素化が保てない場合に行う救命手段であ
る。膜型人工肺装置を用い体外循環で血液の酸素化を
行う。ECMOを導入するにあたりさまざまな合併症の
出現が懸念されるが、なかでも血栓形成はECMO管理
を行う際に避ける必要のある深刻な合併症である。一
方で血栓形成を予防する目的で抗凝固療法を行うため
出血に関連した合併症にも注意が必要となる。今回、
我々はECMO管理中に重篤な血胸を併発するも救命し
得た 1例を経験したため報告する。

Ⅱ．症　　　例

63 歳、男性。
主訴：呼吸困難。
現病歴：転院 9日前より急性膵炎の診断で他院に入院
していた。膵炎は軽快傾向にあったが、入院中に肺炎、
急性呼吸促迫症候群（acuterespiratorydistresssyn-
drome：ARDS）を併発し呼吸不全の急激な増悪を認
めた。このため精査加療目的で当院へ転院した。
既往歴：糖尿病、慢性膵炎、アルコール依存症。
アレルギー歴：特記すべきことはない。
生活歴：喫煙歴20 本 /日×43 年、飲酒歴多飲（量は
不明）。
入院時現症：GCSE4V2M4、身長170.0cm、体重52.0
kg、体温36.3℃、血圧134/71mmHg、脈拍76 回 / 分、
呼吸数16 回 / 分、SpO295％（酸素 12L/ 分、補助換
気下）であった。胸部聴診上、両側肺野に湿性ラ音を
聴取した。下腿浮腫は認めなかった。

V-V ECMO 管理中に重篤な特発性血胸を併発したが救命し得た 1 例
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要　　　旨

症例：63 歳男性。急性膵炎のため他院に入院していた。膵炎は軽快していたが肺炎、急性呼吸促迫症候群（acute 
respiratory distress syndrome：ARDS）を併発し重篤な呼吸不全を認めたため精査加療目的で当院へ転院した。転
院後より抗菌薬およびステロイドの投与を中心とした治療を行うとともに、気管挿管人工呼吸管理とした。その後
も呼吸不全が進行し第 6 病日に静脈 - 静脈体外式膜型人工肺（veno-venous extracorporeal membrane oxygen-
ation：V-V ECMO）を導入した。ECMO 管理下での治療で病状は改善傾向にあったが、経過中に胸部 X 線および
CT で著明な胸水貯留像を認めた。胸水穿刺の結果より血胸と診断した。ECMO 管理下でのドレナージ治療はリス
クが高いと判断し第 20 病日に ECMO を離脱した。その後にドレナージ治療を行い血胸は改善した。
結語：本症例は ECMO 管理中に重篤な特発性の血胸を併発するも、ECMO を離脱しドレナージ治療を行うことで
救命および社会復帰することができた。
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入院後経過：来院時に重篤な呼吸不全を認めており通
常のマスクによる酸素投与では酸素化が保たれなかっ
たため、気管挿管し人工呼吸管理とした。血液検査で
炎症反応の上昇、胸部X線およびCTで両側全肺野に
及ぶ浸潤影を認め（図 1）、臨床経過やその他の各種検
査結果をもとに細菌性肺炎、ARDSと診断した。入院
後より抗菌薬およびステロイドの投与を中心とした治

療を行った（図 2）。また経過中に菌血症の併発が疑わ
れたためエンドトキシン吸着療法（directhemoper-
fusionwithpolymyxinB-immobilizedfibercolumn：
PMX-DHP）を施行した。DIC スコアは 5点で播種性
血管内凝固症候群（disseminatedintravascularcoagu-
lation：DIC）と判断しトロンボモジュリンの投与、ア
ンチトロンビン（AT）が 56.9％と低値であったため

図 1　入院時の胸部X線および胸部CT画像
胸部X線では両側全肺野に及ぶ浸潤影を認める。胸部CTでは両側下葉背側を中心に
airbronchogramを伴う consolidation を認める。
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図 2　入院後の経過
入院後の治療内容、胸部X線、P/F比の経過を示した。また血液検査所見のうちWBC（/μL）、CRP（mg/dL）の推移を示した。
MEPM：meropenem，DRPM：doripenem，VCM：vancomycin，PSL：prednisolone，rTM：recombineantthrombomodulin，
AT：antithrombin，PMX-DHP：directhemoperfusionwithpolymyxinB-immobilizedfibercolumn，
ECMO：extracorporealmembraneoxygenation
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アンチトロンビン製薬の投与を行った。人工呼吸器条
件はPC-BiPAPアシスト®で PEEP15cmH2O、最大吸
気圧（peakinspiratorypressure：PIP）26cmH2O、P/
F 比67.4 であり、当院でのECMO導入基準の 1つで
ある P/F 比150 未満を満たしていた。さらに、腹臥
位療法を行うも呼吸不全の改善は認めなかった。この
ため第 6病日に veno-venousECMO（V-VECMO）を
導入した。V-VECMO装置は Cardiohelp システム®

を使用し、右大腿静脈より脱血（脱血管径 23Fr）し、
右内頸静脈より送血（送血管径 23Fr）した。導入時の
V-VECMOの設定条件は目標フロー3.85L/ 分、回転
数2,500rpm、酸素濃度100％、酸素流量2.0L/ 分とし
た。V-VECMO導入後は血栓予防のためヘパリンを持
続投与した。なお活性化部分トロンボプラスチン時間
（activatedpartialthromboplastintime：APTT）の目
標値は 60 ～ 80 秒と設定し 1日 2 回測定することで、
ヘパリンの投与量を増減した。APTT値はおおむね目
標範囲内を推移した。また目標血小板値は 5万 /μL
とし、ECMO管理中にこれを下回ることはなかった。
PT-INRは 1.12 ～ 1.67 の範囲で推移していた。ヘモグ
ロビン値は 10g/dL 以上を目標に適宜輸血を行った。
中長期的な人工呼吸管理が必要と判断し、第 14 病日に
気管切開を施行した。種々の治療により病状は改善傾
向にあったが、第 11 病日頃より胸部X線で右肺野に
新たな透過性低下像が出現した（図 2）。第 13 病日に
胸部 CTを施行したところ著明な胸水貯留像を認めた
（図 3）。精査のため胸水穿刺を施行したところ血性胸

水であり血胸と診断した。また、胸水穿刺の前後で穿
刺が原因と思われるHbの低下は認めず、経過中に他
の外傷歴もなかったため、特発性の血胸と判断した。
　血胸が発覚した当初は出血の助長を懸念しドレナー
ジを行わず、ヘパリン投与の中止および輸血で対応し
た。ヘパリン投与中止後にAPTTは 39.3 秒へ低下し
た。その後も血胸の改善は認めず、早急なドレナージ
が必要であった。しかしながらV-VECMO管理下で
のドレナージは出血を助長し合併症出現のリスクが高
いと考えられた。このためV-VECMOの酸素フロー
をオフとしポンプフローを 2L/分に低下させ離脱試験
を行ったところ、人工呼吸器のFIO2 を 1.0 に上げると
酸素飽和度は 91 ～ 94％に保つことができた。本来は
FIO2 が 0.4 の状態で酸素飽和度を 90％以上に保つのが
理想ではあったが、FIO2 を上げることで離脱は可能と
判断した。また、離脱後に血胸に対しドレナージを行
うことで酸素化の改善が得られることも期待された。
これらの見解よりドレナージ治療を行うことを念頭に、
第 20病日にV-VECMOを離脱した。離脱後は想定ど
おり呼吸状態はやや不安定であったが、人工呼吸器設
定は PC-BiPAP アシスト® で PEEP10cmH2O、PS24
cmH2O、FIO20.5 で酸素飽和度を 90％以上に保つこと
ができ、P/F比は 163 であった。血胸の治療のため第
24病日に右側胸部よりドレナージチューブを挿入した。
挿入直後より排液は良好であり血胸の改善を認めた（図
2・図 3）。十分なドレナージを行うことができたため、
第 29 病日にドレナージチューブを抜去した。血胸の改

図 3　胸部CT画像の経過
入院後の胸部 CT画像所見の経過を示す。201X 年 11 月 29 日には右優位の両側胸水貯留
像および両側肺野の airbronchogram を伴う consolidation を認めた。治療により胸水の
減少および consolidation の消退を認めている。
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善後より呼吸状態も徐々に改善した。第 57病日には酸
素4L/分投与のみでの管理が可能となり人工呼吸器よ
り離脱することができた。その後も徐々に病状は改善
し、酸素投与は必要なくなったため第 120 病日に気切
チューブを抜去した。
　入院直後よりベッドサイドにて四肢のリハビリテー
ション（以下、リハビリ）を行い、V-VECMO管理中
も積極的なリハビリを行っていたが、人工呼吸器離脱
後も四肢の筋力低下や嚥下機能低下は著しかった。こ
のため機能回復のための懸命なリハビリを行い、リハ
ビリを継続するため第 136 病日にリハビリ病院へ転院
した。転院後のリハビリで日常生活についてはおおむ
ね自立できるまでに回復し、第 191 病日に退院した。
退院後は社会復帰し自力で外来通院しており、第 237
病日の胸部 CTで肺野の陰影は著明に改善していた
（図 3）。

Ⅲ．考　　　察

　ECMOは重症肺炎、ARDS に伴う重症呼吸不全を
治療する際の管理法としてその有用性が示されてい
る1）。本症例も重症肺炎に伴うARDS により引き起
こされた重篤な呼吸不全を認めたため ECMOを導入
した。ECMOを導入する際に予後の指標となるRESP
score2）がある。これは年齡、免疫不全の有無、人工
呼吸管理の期間、急性呼吸不全の原因疾患などの項目
により重症度を点数化することでECMOを導入した際
の生存率を予測することができる。本症例ではRESP
score が 1点であり推定された生存率は約 50～ 65％で
あったが、幸いなことに種々の治療が奏功し病状の改
善を得ることができた。
　ECMO管理を行う際に種々の合併症が問題となる。
なかでも血栓形成や出血は重篤な合併症を引き起こす
可能性があり注意が必要である1,3～5）。とくに脳出血
や後腹膜出血、気切部およびカテーテル挿入部などの
出血が問題となっており5～ 7）、血胸を併発した症例も
報告されている8）。本症例では胸腔内出血に伴う重篤
な血胸が問題となった。このような重篤な血胸を起こ
した原因を突き止めるため、造影CTを施行したが明
らかな出血源は認めなかった。またその前後に咳き込
みや胸痛などの症状は認めておらず、リハビリに関連
する事象で出血を助長することはなかった。出血源や
出血した経緯は明らかではなかったが、ECMO管理に

伴い抗凝固治療を行っていたことが出血を助長した原
因として考えられた。
　血胸の一般的な治療は止血およびドレナージだが、
ECMO管理下でのそれらの治療は合併症のリスクが
高くなることが想定される。Huang らは ECMO管理
中に血気胸を併発した 14 症例についてまとめており、
胸腔ドレナージや胸腔開放、外科的止血などの積極的
な治療を行った結果、5例は亡くなっている8）。また
予後不良に働く因子として止血やドレナージ治療に伴
う合併症や ECMO管理に関連するトラブルなどが挙
げられる。これらのことをふまえ、積極的な治療介入
を念頭に置きつつも状況に応じて慎重な対応が必要で
あると考えられる。本症例では出血源を同定すべく造
影CTを施行したが、動脈性の出血は確認できず経カ
テーテル動脈塞栓術は困難と判断した。次にドレナー
ジ治療を行うにあたり、出血を助長するリスクを回避
するため、ECMO管理中ではあったがヘパリンの投
与を中止した。その後、ECMO管理下でドレナージ
チューブを挿入することも検討したが、ECMOの離
脱は可能と判断したため離脱後にドレナージ治療を行
った。またドレナージ治療で改善しない場合には外科
的アプローチを行うことも視野に入れ呼吸器外科医と
も協議した。ECMOから離脱する判断をした根拠と
しては、出血コントロールが最重要課題であったこと、
人工呼吸管理を行えば酸素化は保たれると想定された
こと、止血およびドレナージ治療による酸素化の改善
が期待されたことなどがある。本症例のように通常の
ECMO離脱基準を満たさない場合でも状況に応じて
は離脱を検討してもよいケースはあると考えられる。
結果として ECMOを離脱し、ドレナージ治療を行う
ことで病状の改善を得ることができた。
　最後に、本症例のように ICU管理が必要な重篤な疾
患の治療を行っていくうえで栄養管理とリハビリも重
要である。栄養管理については早期から介入すること
が望ましく静脈栄養よりも経管栄養のほうがよいとさ
れている9～11）。また、早期のリハビリが予後に関連
することも報告されている12～14）。本症例でも第 2病
日より経管栄養管理とし栄養状態をなるべく維持する
ように務めた。リハビリについては、人工呼吸管理や
ECMO管理中も積極的に介入することで病状の改善に
繋がった。
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Ⅳ．結　　　語

　今回我々は ECMO導入中に重篤な特発性血胸を併
発した 1例を経験した。ECMOを離脱し人工呼吸管
理に切り替えることで合併症のリスクを軽減させたう
えで、ドレナージ治療を行い救命することができた。
また、その後も集学的治療を行うことで気切チューブ
を抜去し自立した状態での退院までこぎつけることが
できた。

本稿の全ての著者には規定されたCOI はない。
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