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●画像診断

X 線写真が炭酸ランタン水和物チュアブル錠の誤嚥の診断に有用であった 1 例
大久保初美＊
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要旨：維持透析中の 88 歳男性．腰椎圧迫骨折で入院中，活気低下，CRP 上昇の精査目的に施行した X 線写
真で左主気管支，腸管内に円形の高吸収像を認めた．病歴より，炭酸ランタン水和物（lanthanum carbonate
hydrate）を内服しており，同剤を咀嚼せずに内服し，誤嚥したと疑った．気管支鏡検査を施行し，左主気管
支に同剤を確認し回収した．リン吸着薬である炭酸ランタン水和物チュアブル錠は噛み砕いて内服する．同
剤は溶解せず，体内に吸収されない．また，X線写真ではヨウ素やバリウムと同等の高吸収像を示すため，X
線写真が本剤の誤嚥の診断に有用であった．
キーワード：気道異物，誤嚥，炭酸ランタン水和物，チュアブル錠
Airway foreign body, Aspiration, Lanthanum carbonate hydrate, Chewable tablet

緒

言

炭酸ランタン水和物（lanthanum carbonate hydrate，
商品名：ホスレノール®）チュアブル錠は，透析患者に対

ンタン水和物，ジピリダモール（dipyridamole）．
現病歴：腰椎圧迫骨折で当院整形外科に入院し歩行訓
練・嚥下訓練を行っていた．第 20 病日に活気低下，CRP
の上昇があり，第 21 病日に内科へ紹介となった．

する高リン血症の治療薬で，よく噛み砕くことでリン吸

初診時現症：体温 37.7℃，血圧 119/53 mmHg，脈拍 59

着能を発揮する．また，気道異物は 4 歳以下の小児と高

，意識清
回/min，呼吸数 14 回/min，SpO2 97％（室内気）

齢者で好発し，高齢化とともに高齢者の気道異物は増加

明，難聴あり．るいそう著明．口腔内残歯なし，義歯使

することが予想される．今回胸部 X 線写真で特徴的な所

用，やや不適合あり，口内炎なし．呼吸音は左優位に両

見を呈した，炭酸ランタン水和物チュアブル錠の誤嚥症

側肺野で減弱．腹部平坦・軟，腸雑音やや減弱，圧痛な

例を経験したので報告する．

し．四肢浮腫軽度．

症

例

検 査 所 見：WBC 37.2×103/μL，Hb 10.6 g/dL，Neut
36.0×103/μL，LDH 434 U/L，ALP 43 U/L，Alb 2.9 g/dL，

患者：88 歳．男性．

CRP 11.53 mg/dL，BUN 17.9 mg/dL，Cre 3.75 mg/dL，

主訴：活気低下．

K 2.8 mmol/L．

既往歴：本態性血小板血症，慢性腎不全（維持透析中）
，
高血圧，完全房室ブロック．
内服薬：アスピリン（aspirin）
，チクロピジン（ticlopi-

画像所見：胸部 X 線写真（図 1）で左主気管支に円形
の陰影と左下肺野の透過性低下を認めた．腸管内にも円
形の陰影を複数個認めた．

dine）
，アムロジピン（amlodipine）
，ランソプラゾール

胸部 CT（図 2）では，左主気管支に内径に一致した直

（lansoprazole）
，ニコランジル（nicorandil）
，ビカルタミ

径約 1 cmの円形の陰影を認め，左下葉の浸潤影と両側胸

ド（bicalutamide）
，フロセミド（furosemide）
，炭酸ラ

水を認めた．
臨床経過，胸部 X 線写真，CT 所見より，患者内服中
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の炭酸ランタン水和物の誤嚥とそれに伴う誤嚥性肺炎を
疑った．同日，局所麻酔下にヒドロキシジン（hydroxyzine）注射液の点滴静注による鎮静を併用し，軟性気管
支鏡にて異物除去を行った．左主気管支の中間に内径と
一致した，錠剤と思われる白色円柱状の異物を認めた
（図 3）
．異物末梢までバルーン鉗子を挿入し，バルーン
を膨らませて気管分岐部まで引き抜いた．異物は脆く，
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図 1 胸部 X 線写真．ペースメーカー植え込み後．左主
気管支に円形の陰影と左下肺野の透過性低下を認め
た．腸管内に円形の陰影を複数個認めた．

図 3 気管支鏡検査所見．左主気管支の中間に内径と一
致した，錠剤と思われる白色円柱状の異物を認めた．
上皮に発赤・腫脹・潰瘍形成は認めなかった．

図 2 胸部 CT．左主気管支に内径に一致した直径約 1 cm
の円形の陰影を認め，左下葉に浸潤影と両側胸水を認
めた．

図4

回収された炭酸ランタン水和物チュアブル錠．

瞭な 1 cm大の円形の陰影を認めた．ボタン電池などの金
属や造影剤などと同程度の高吸収像を呈した．気管内異
把持鉗子では把持困難であり，回収ネット（オリンパス，

物に対して緊急内視鏡を施行したところ，剤型を保った

モデル名 00711191）に変更し回収した．回収した異物

炭酸ランタン水和物を認め，同剤の誤嚥と診断した．

（図 4）の性状より炭酸ランタン水和物チュアブル錠と判

気道異物は，4 歳以下の小児と高齢者で好発し，成人

断した．炭酸ランタン水和物の誤嚥とそれに伴う誤嚥性

では主に疾病や加齢による咽頭反射の低下によって引き

肺炎と診断し， 同日よりアンピシリン/スルバクタム

起こされる．成人におけるハイリスクグループとしては，

（ampicillin/ sulbactam：ABPC/SBT）1.5 gq 24 h を開始

高齢者，飲酒，鎮静剤の使用や長期療養施設入所者，神

した．腸管内の錠剤は，自然に排泄されており経過観察

経疾患，精神疾患，精神発達遅滞などが挙げられる1）．本

した．治療開始後，状態の改善がみられたため，第 24 病

症例では，高齢，認知機能低下に伴う廃用症候群があり，

日に抗菌剤は終了した．嚥下リハビリを継続し，再燃な

それに起因すると思われる嚥下機能低下を認めていた．

く経過したため，第 38 病日にサービス付き高齢者向け住

また，義歯不適合を放置しており，咀嚼機能低下も併存

宅へ退院となった．

していたこともハイリスクとなっていたと考える．

考

察

本症例では，X 線写真で左主気管支，腸管内に境界明

慢性腎不全患者では腎のリン排泄機能が低下し高リン
血症を呈しやすくなり，血管石灰化による心血管系合併
症2）や透析患者の二次性副甲状腺機能亢進症を進展させ
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生命予後を低下させる3）．リン吸着薬としては，炭酸カル
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の内服歴と X 線写真が診断の一助となる．

シウム製剤やセベラマー（sevelamer）製剤があるが，強
力なリン吸着能を有すると同時にカルシウム負荷がなく
内服しやすいリン吸着薬として炭酸ランタン水和物チュ

著者の COI（conﬂicts of interest）開示：本論文発表内容に
関して申告なし．

アブル錠がある．炭酸ランタン水和物は蛋白質中のリン
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Abstract

A case of a bronchial foreign body in the form of a tablet diagnosed by X-ray imaging
Hatsumi Okubo＊, Yuki Takagi, Tomohiro Tamura,
Shozaburo Yamaguchi, Ikuta Hashimoto and Takayuki Kaburagi

Respiratory Disease Center, Ibaraki Prefectural Central Hospital, Ibaraki Cancer Center
＊
Present address: Department of Internal Medicine, Ibaraki City Hospital
The subject is an 88-year-old man who was undergoing maintenance dialysis. He was admitted for a lumbar
compression fracture. X-ray imaging seeking the cause of his high C-reactive protein (CRP) level showed round,
highly absorbent bodies in his left main bronchus, stomach, and colon. He was taking lanthanum carbonate hydrate (Fosrenol®) chewable tablets. We diagnosed an airway foreign body that had not been chewed and removed it by bronchoscopy. Lanthanum carbonate is a phosphate binding agent without a calcium load, and it is
activated by chewing. It does not dissolve and is therefore not absorbed by the body. It absorbs X-rays at the
same high rate as iodine and barium. X-ray imaging is useful for diagnosing a lanthanum carbonate hydrate airway foreign body.

