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Pulmonary oxalosis を伴い急速に呼吸不全の進行した
肺アスペルギルス症の 1 例
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要旨：症例は発熱と呼吸困難を主訴に受診し，肺炎の診断で入院した 64 歳の男性．気管支鏡で採取した気
管支内分泌物の培養で Aspergillus niger が分離され，広域抗菌薬，抗真菌薬の投与を行ったが，呼吸不全
が急速に進行し第 10 病日に死亡した．剖検では肺組織に血管侵襲性を伴うアスペルギルスの増殖とその周
囲に多量のシュウ酸カルシウムの沈着を認めた．A. niger によるシュウ酸産生から pulmonary oxalosis を生
じ，その強い炎症と組織破壊により急速に呼吸不全が進行したと推察された．
キーワード：肺アスペルギルス症，シュウ酸カルシウム，呼吸不全，Pulmonary oxalosis，Aspergillus niger
Pulmonary aspergillosis, Calcium oxalate, Respiratory failure, Pulmonary oxalosis

緒

ル 700 ml/日．

言

現病歴：当院入院の 2ヶ月前より咳嗽を自覚し，3 週

肺アスペルギルス症は肺へのシュウ酸カルシウムの沈

間前より発熱が出現していた．埼玉県の病院で市中肺炎

着（pulmonary oxalosis）を生じることが報告されてい

の診断を受け，レボフロキサシン（levoﬂoxacin：LVFX）

る ．pulmonary oxalosis はまれに高度な炎症と組織破

を投与されていたが，1 週間前に 39℃の高熱となり倦怠

壊が起こり，致死的な経過をたどることがあるが，画像

感が強くなったため，仕事で訪れていた長崎市内の病院

所見のみでは肺アスペルギルス症による炎症との判別が

に入院となった．体温 39.2℃，SpO2 92％（室内気）で

難しく，病理学的検査でシュウ酸カルシウムを検出しな

あり左上肺野に肺炎像を認め，市中肺炎の診断でアンピ

1）

いかぎり診断は難しい

． 今 回 我 々 は，

シリン・スルバクタム（ampicillin/sulbactam：ABPC/

2）〜4）

による肺アスペルギルス症から pulmonary oxalo-

SBT）6 g/日の投与が開始された．しかし病状は悪化し，

sis となり，急速な経過で呼吸不全が進行した 1 例を経

ABPC/SBT からメロペネム（meropenem：MEPM）2

験したのでここに報告する．

g/日へ変更されたが反応がみられず，さらに呼吸不全

症

が進行したため当院に転院となった．

例

入院時現症：血圧 171/100 mmHg，脈拍 122/min，体

患者：64 歳，男性．

温 36.8℃，SpO2 83％（リザーバーマスク 15 L 酸素），

主訴：発熱，呼吸困難．

呼吸数 40/min．胸部全域に吸気時の coarse crackle を

家族歴：特記事項なし．

聴取する．心音異常なし．腹部平坦，軟，圧痛なし．浮

既往歴：52 歳時
塞，64 歳時

胃癌（胃亜全摘術）
，54 歳時

腸閉

糖尿病（前医入院中に診断）
．

生活歴：喫煙歴：20 本×34 年
（〜54 歳），
飲酒歴：ビー

腫なし．
検査所見（Table 1）：WBC 32,200/μl，CRP 22.82 mg/
dl と炎症マーカーの顕著な上昇を認めた．入院時の 1,3β-D-グルカン値は正常範囲内であり，アスペルギルス抗
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原は陰性，アスペルギルス抗体は強陽性であった．
画像所見：胸部単純写真では左肺野全体に air bronchogram を伴う浸潤影と右上中肺野の網状影を認めた

ｂ

（Fig. 1）．胸部 CT では左肺は下葉の一部を残して air

ｃ

bronchogram を伴う浸潤影を認めた．左上葉の内部は
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肺構造が不明瞭となり一部空洞化していた（Fig. 2）．
入 院 後 経 過： 入 院 後， 人 工 呼 吸 管 理 を 開 始 し た が

Pulmonary oxalosis により重症化した肺アスペルギルス症の 1 例

Table 1
Hematology
WBC
32,200/μl
Neut
93％
Lymp
3％
Mono
4％
Eosi
0％
Baso
0％
RBC
282×104/μl
Hb
9.9 g/dl
Hct
29.2％
Plt
52.8×104/μl
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Laboratory findings on admission

Biochemistry
AST
AST
LDH
ALP
γ -GTP
T-Bil
CK
Na
K
Cl
Ca
IP
BUN
Cr

Fig. 1 Chest X-ray film on admission showed infiltration in left whole lung field and a reticular shadow in
right upper and middle lung fields.

FiO2 0.9 で PaO2 103 Torr，A-aDO2 483 Torr と強い呼吸

Serology
CRP
22.8 mg/dl
27 IU/L
1,3-β-D-Glucan
10.7 pg/ml
25 IU/L
Ag
0.4 COI
209 IU/L
Ab
positive
536 IU/L
62 IU/L
0.4 mg/dl Microbiological findings
23 IU/L
Blood culture
negative
135 mEq/L
Sputum culture
4.3 mEq/L
Acid fast bacilli
negative
102 mEq/L
8.2 mg/dl Data of previous hospital
HbA1c（JDS）
8％
2.6 mg/dl
17 mg/dl
0.49 mg/dl

Fig. 2 Chest CT showed extensive consolidation and
air bronchogram in the left lobe. Normal lung structure appeared to have been destroyed in the left upper lobe（arrow）.

不全を呈していた．循環動態も安定せずノルアドレナリ
ン（noradrenaline）などの投与を並行して行った．痰
のグラム染色では多数の好中球を認めたが起炎菌は推定

mg×2/日を追加した．第 5 病日に診断確定のため細径

できず，起炎菌不明の重症肺炎として MEPM 1 g×3/日，

気管支鏡を用いて左上葉内部の観察を行ったところ，末

ミノサイクリン（minocycline：MINO）100 mg×2/日，

梢の気管支の構造は破壊され，黒色の壊死物質を認めた

ミカファンギン（micafungin：MCFG）150 mg/日の投

（Fig. 3）．同部位より施行した気管支生検組織の病理所

与を開始した．
第 2 病日に施行した気管支内視鏡検査にて，気管から

見で多数の Y 字状の真菌を認め，入院時に気管支鏡に
て採取した気管支内分泌物の培養からも

が分

左主気管支にかけて付着する広範な白苔を認めた（Fig.

離同定され，肺アスペルギルス症の確定診断となった．

3）．翌日，左 B5 の気管支洗浄液の細胞診よりシュウ酸

抗真菌薬の追加後も全身状態の改善は得られず，第 10

カルシウム結晶が検出されたため，気管支内視鏡所見と

病日に死亡した．

あわせ肺アスペルギルス症を疑い，MCFG を 300 mg/

剖検所見では，肉眼的所見で左肺上葉から下葉の上部

日に増量しボリコナゾール（voriconazole：VRCZ）300

にかけて 12×6.5 cm 大の黒色壊死巣を認めた（Fig. 4）．
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Fig. 3 Bronchoscopic observation showed（A）white-coated bronchus（second
.
bifurcation of left bronchus）and（B）dark necrotic tissue（B3 of left bronchus）

Fig. 4 Macroscopic appearance of the left lobe before
a formalin fixation showed destruction of lung and
bronchial structures and the presence of several
white crystals（arrow）within black necrotic tissue.

Fig. 5 There were numerous calcium oxalate crystals
（arrowhead）in both the vessel lumen and the vessel
wall（hematoxylin-eosin stain, ×100）
.

右上葉にも 1.5 cm の壊死性空洞があり内部には fungus

考

ball を認めた．左上葉内部の肺や気管支構造は破壊され，
壊死物質の中には白色調の結晶成分の混在を認めた．組

察

アスペルギルスの一部はシュウ酸を産生するとされ，
に比較的特異的であるとされている5）6）．

織所見では，壊死巣の中央部にアスペルギルスの集簇増

なかでも

殖を認め，一部に血管侵襲も認めたが，その増殖は壊死

産生されたシュウ酸は，組織や血液中のカルシウムと結

巣の一部に限局していた．黒色壊死部の大部分は出血性

合してシュウ酸カルシウムとなり喀痰や組織内に検出さ

壊死とシュウ酸カルシウムの広範囲沈着であり，血管内

れるが，肺に沈着したシュウ酸カルシウムは非常に強い

にも血栓形成とともにシュウ酸カルシウムが沈着する所

炎症を起こし肺出血や壊死を引き起こすことがある7）．

見を多数認めた（Fig. 5）
．右肺上葉 4×2 mm 大の小さ

本症例は当初，アスペルギルスによる広範な肺炎と考え

な壊死層の中に，異物反応性肉芽腫に囲まれたアスペル

られていたが，剖検時のアスペルギルスの増殖は壊死巣

ギルスの菌体を認めたが，それ以外の部位には認められ

の一部に限局しており，その周囲の出血壊死の部分に広

なかった．背景肺には，慢性閉塞性肺疾患（chronic ob-

範なシュウ酸カルシウムの沈着を認めたことから，アス

structive pulmonary disease：COPD）の所見も混在し

ペルギルス感染そのものよりも pulmonary oxalosis が

ていたが，アスペルギルスの増殖のない左右肺下葉にも

炎症の主因と考えられた．Nakagawa3）らの報告した症

間質パターンの肺炎の所見がみられ，びまん性肺胞障害

剖検によっ
例では，
経過中両肺に浸潤影を認めていたが，

（diﬀuse alveolar damage：DAD）の像を呈していた．

て

の増殖を確認できたのは右肺の空洞のみで

Pulmonary oxalosis により重症化した肺アスペルギルス症の 1 例

あり，左肺にはシュウ酸カルシウムしか認めなかったと
している．また，Roehrl らにより報告された
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Abstract

A case of acute progressive respiratory failure resulting from pulmonary
aspergillosis with pulmonary oxalosis

a

Tomoko Ishifuji a, Masahiro Takaki a, Yoshiko Tsuchihashi b,
Hiroyuki Yoshimine c, Konosuke Morimoto a and Koya Ariyoshi a

Department of Clinical Medicine, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University
b
Juzenkai Hospital
c
Inoue Hospital

A 64-year-old man complaining of fever and breathlessness was referred to our hospital with a provisional
diagnosis of severe pneumonia. There was no apparent medical history suggestive of immunodeficiency. A diagfrom airway secretions collectnosis of pulmonary aspergillosis was made based on isolation of
ed by bronchoscopy. Despite intensive care with broad-spectrum antibiotics and antifungal agent, respiratory
failure progressed rapidly, and the patient died ten days after admission. A postmortem autopsy revealed vasoinvasive aspergillosis with deposition of calcium oxalate crystals in the lungs. We report a case of severe pulmonary aspergillosis complicated by deposition of calcium oxalate crystals resulting from
infection, leading
to severe inflammation and tissue injury in the lungs.

