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Negative heart sign を呈した肺サルコイドーシスの 1 例
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要旨：39 歳男性．3 ヶ月前から持続する労作時呼吸困難と乾性咳嗽を主訴に受診した．CTで両側肺門・縦隔
リンパ節腫大と両肺びまん性微細粒状影，すりガラス影を認めた．ガリウム -67 シンチグラフィでは全肺野
に著明な集積亢進を認め，negative heart sign を呈した．気管支鏡検査より肺サルコイドーシスと診断し無
治療で経過観察したところ，約 2 週間の経過で悪化したためステロイドで加療し改善した．Negative heart
sign は急速に呼吸器病変が進行する肺サルコイドーシスに特徴的な所見と考えられた．
キーワード：肺サルコイドーシス，ガリウム -67 シンチグラフィ，Negative heart sign
Pulmonary sarcoidosis, Gallium-67 (67Ga) scintigraphy

緒

吸困難があり，Y−1 月下旬から咳嗽が持続するため Y月

言

上旬に前医を受診した．胸部 CT で BHL と両側全肺野の

サルコイドーシスは非乾酪性類上皮細胞肉芽腫を生じ
る全身性炎症性疾患であり，わが国では両側肺門リンパ
節腫脹（bilateral hilar lymphadenopathy：BHL）を含め
た呼吸器病変を有する症例が全体の 86％を占める ．無
1）

微細粒状影を認めたため，精査加療目的に当院へ紹介さ
れ入院した．
既往歴：30 歳；帯状疱疹．サプリメントを含め内服歴
なし．

症状で健診等を契機に発見される症例も多く，実際に咳

生活歴：喫煙；20 本/日×21 年，現喫煙者．職業；自

嗽や息切れの症状がある割合はそれぞれ 18.3％，12.4％と

動車整備工場の受付．薬品吸入や金属研磨作業なし．住

少ない1）．サルコイドーシスの臨床経過は多様であり，約

居；築約 30 年の鉄筋コンクリートでカビはない．ペット

2/3 は自然寛解し，10〜30％は慢性に進行する ．本症例

飼育なし．アレルギーなし．

2）

は労作時呼吸困難と乾性咳嗽で発症し，入院後急速に画

入院時現症：身長 174.4 cm，体重 86.1 kg．体温 36.8℃，

像所見や肺機能，酸素化の悪化を認めた．また，ガリウ

血圧 121/73 mmHg，脈拍 83 回/分・整，呼吸数 20 回/分，

ム-67 シンチグラフィ（Gaシンチ）で negative heart sign

．表在リンパ節腫脹なし．胸部聴診
SpO2 97％（室内気）

と呼ばれる全肺野に著明な集積亢進を認める所見を呈し

で呼吸音・心音に異常なし．動悸，失神なし．皮疹なし．

ており3），急速に呼吸器病変が進行する肺サルコイドーシ

関節腫脹なし．神経学的異常所見なし．

スに特徴的な所見と考えられたため，報告する．

症

例

入院時検査所見： 一般血液検査では好酸球分画が
5.7％（270/μL）と上昇しているほか，特記事項はなかっ
た．ACE 40.6 IU/L，KL-6 4,952 U/mL，sIL-2R 2,400 U/

患者：39 歳，男性．

mL，リゾチーム 28.9 μg/mLと高値だった．動脈血液ガス

主訴：労作時呼吸困難，乾性咳嗽．

分析で PaO2 80.4 Torr と呼吸不全は認めないが，A-aDO2

現病歴：受診する約 1 年前の健診の胸部単純 X 線写真

は 26.6 Torr と開大していた．

では異常を認めなかった．20XX年 Y−3 月から労作時呼

肺機能検査：VC 3.49 L，％VC 75.4％，％DLCO 66.9％と
拘束性障害と拡散能低下を認めた．FEV1/FVC 89.94％
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と閉塞性障害は認めなかった．
画像所見：胸部単純 X線写真（Fig. 1A）で BHLと両肺
野にびまん性の微細粒状影を認めた．胸部 CT（Fig. 1B，
C）
で BHLと両肺びまん性に気管支血管束周囲や胸膜などの
リンパ流路に沿った，いわゆる広義間質に分布する境界
明瞭な微細粒状影，小葉間隔壁の肥厚を認め，背景肺に
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Fig. 1 Imaging ﬁndings. (A) Chest radiograph shows bilateral hilar lymphadenopathy and multiple small granular opacities. (B, C) Chest computed tomography (CT) shows bilateral hilar and mediastinal lymphadenopathy, multiple small
granular opacities and areas of ground-glass opacity. (D) Gallium-67 scintigraphy shows intense uptake in the whole
lung. There is no abnormal gallium uptake in the heart, and a ʻnegative heartʼ sign is produced.

淡いすりガラス影を伴っていた．縦隔条件では肺動脈幹

の胸部 CT ではびまん性の微細粒状影とすりガラス影が

径が 29 mm と拡大していた．Ga シンチ（Fig. 1D）では

ほぼ消失し，肺門・縦隔リンパ節径は縮小していた（Fig.

両側全肺野に著明な集積亢進を認めた．心臓に異常集積

2C，
D）
．1ヶ月後の肺機能はVC 4.12 L，％VC 87.8％，％DLCO

は認めず，いわゆる negative heart sign を呈しており，

74.9％，動脈血液ガス分析では PaO2 91.6 Torr，A-aDO2

涙腺や耳下腺の集積はわずかだった．

12.6 Torrと改善していた．PSLを 2 週間ごとに 5 mg/日ず

入院後経過：リンパ流路に沿った粒状影，ACEや sIL-

つ 30 mg/日まで減量し，第 50 病日退院した．その後も外

2R，リゾチームの上昇からサルコイドーシスの可能性を

来で PSLを漸減し発症から約 11 ヶ月後に中止した．中止

最も考え，他のリンパ増殖性疾患を否定するため第 3 病

から 2 ヶ月半後の胸部 CTでわずかに全肺野の微細粒状影

日に気管支鏡検査を施行した．気管支粘膜に異常所見は

が出現しており再燃が疑われたが，自覚症状に乏しく慎

なかったが，右 B から回収した気管支肺胞洗浄液（bron-

重に経過観察した．中止から 5 ヶ月経過した頃より労作

5

choalveolar lavage ﬂuid：BALF）中のリンパ球比率の上

時呼吸困難が出現したため PSL を 20 mg/日で再開した．

，CD4/CD8 比の上昇（9.24）を認めた．BALF
昇（27.1％）

症状と画像所見は改善し，1 ヶ月ごとに 10 mg/日までは

中の好中球は 2.3％，好酸球は 5.9％であった．右 B ，B ，B

2.5 mg/日ずつ，以降は 1 mg/日ずつ漸減した．現在 6 mg/

で施行した経気管支肺生検検体で非乾酪性肉芽腫を認

日内服中で，再燃や肺外病変の出現はない．

3

4

8

め，肺サルコイドーシス（組織診断群，重症度Ⅲ）と診
断した4）．眼科診察，ホルター心電図，心臓超音波検査

考

察

で特記所見を認めず，明らかな肺外病変はなかった．無

Negative heart sign は，Ga シンチで Gallium（Ga）が

治療で経過観察したところ，労作時呼吸困難や咳嗽の悪

びまん性に肺に取り込まれ，心臓のシルエットが白く抜

化とともに第 13 病日の胸部 CT で微細粒状影とすりガラ

けて見える所見である．Cooke らはサルコイドーシスに

ス影の悪化を認めた（Fig. 2A，B）．肺機能は VC 3.28 L，

おいても認めることを報告しているが，病態との関連は

％VC 69.9％と拘束性障害が進行し，％DLCO 60.7％と拡散

述べられていない3）．Negative heart signを認める肺サル

能の悪化も認めた．動脈血液ガス分析では PaO2 69.9 Torr，

コイドーシス症例を文献検索し，自験例を含めた 6 例の

A-aDO2 32.0 Torrだった．画像所見，肺機能，酸素化の悪

まとめを Table 1 に示す 5）〜9）．田中らの症例では自覚症

化を認めたため，同日よりプレドニゾロン（prednisolone：

状はないものの準呼吸不全の状態であり5），それ以外の全

PSL）40 mg/日（約 0.5 mg/kg）を投与した．投与翌日か

例で呼吸困難を認めた．肺機能検査データのある症例の

ら咳嗽が減り，5 日目より呼吸困難が軽減した．2 週間後

全例で拘束性障害や拡散能の低下を認め，6 例中 4 例で本
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Fig. 2 Chest CT ﬁndings. (A, B) About two weeks after admission, chest CT shows increased small
granular opacities and areas of ground-glass opacity. (C, D) Two weeks after the administration of
steroids, chest CT shows resolution of bilateral hilar and mediastinal lymphadenopathy, small
granular opacities and areas of ground-glass opacity.

Table 1

Age Sex

15） 27

2

6）

76

37） 53

48） 69

59） 39

Our
39
case

M

M

ExtrapulRespiratory
monary
symptoms
lesion

none

dyspnea

M

mild
dyspnea

F

dyspnea
on
exertion,
dry cough

M

dyspnea
on
exertion,
cough

M

dyspnea
on
exertion,
dry cough

Summary of the patients with negative heart sign on gallium scintigraphy

PaO2

A-aDO2 sIL-2R Lysozyme ACE

79.3
（NC O2 98.7
3 L/min）

neuron,
skin, eye

none

none

none

BALF

BALF

VC %VC
Chest
or
or %DLCO radiographic
FVC %FVC
stage

Chest CT

Treatment

III

small nodules,
thickening of the
bronchovascular
bundles,
emphysematous
changes

PSL

III

GGO in bilateral
lung ﬁelds
nodular opacity
after 6 months

PSL

III

ground-glass
pattern, mosaic
pattern,
thickening of
interlobular
septum

PSL

II

bilateral hilar and
mediastinal
lymphadenopathy,
panlobular GGO
with a mosaic
distribution

PSL

II

bilateral hilar
lymphadenopathy,
small granular
oxygen
opacity,
therapy
consolidation of
aggregated small
nodules

II

bilateral hilar and
mediastinal
lymphadenopathy,
small granular
opacity, GGO

CD4/
Lympho（Scadding
（μg/mL）
（IU/L）
（U/mL）
（Torr）（Torr）
（U/mL）
CD8 （L） （%） （%）
cyte（%）
criteria）
ratio

heart,
liver,
69.7
24.6
spleen, （room air）
skin

eye

KL-6

N/D

N/D

57.8
42.7
（room air）

55
44.9
（room air）

80.4
26.6
（room air）

N/D

N/D

N/D

1,510

N/D

2,400

29.8

14.2

N/D

28.5

17.6

28.9

36.6

11.5

32.7

25.2

28.8

40.6

1,890

863

N/D

3,147

639

4,952

42.0

46.4

N/D

65.5

51.0

27.1

6.88

2.22

N/D

12.05

3.62

9.24

3.24

1.83

N/D

1.55

3.99

3.49

74.8

60.6

N/D

72.1

95.3

75.4

N/D

44.9

N/D

70.8

54.9

66.9

PSL

M: male, F: female, NC: nasal cannula, N/D: not described, BALF: bronchoalveolar lavage ﬂuid, CT: computed tomography, GGO: ground-glass opacity,
PSL: prednisolone.
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症例のように呼吸器病変の急速な進行がみられた．CTで
は全例に肺野病変を認め，すりガラス影を伴う症例も多
かった．肺への Gaの集積は，肉芽腫や炎症細胞数に基づ
くサルコイドーシスの病理学的活動性と関連する10）．さ
らに，Gaの集積の程度は BALFリンパ球数とも相関し11），
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Abstract

A case of pulmonary sarcoidosis with negative heart sign
Ayumi Suzuki, Naoya Fujino, Taizou Hirano, Koji Murakami,
Tsutomu Tamada and Hisatoshi Sugiura

Department of Respiratory Medicine, Tohoku University Graduate School of Medicine
A 39-year-old man presented with dyspnea on exertion and dry cough for three months. Chest computed tomography showed bilateral hilar and mediastinal lymphadenopathy, multiple small granular opacities and areas
of ground-glass opacity. Gallium-67 scintigraphy showed diﬀuse pulmonary uptake greater than the uptake seen
over the cardiac area and produced a ʻnegative heartʼ sign. Bronchoalveolar lavage ﬂuid showed an increase in
the percentage of lymphocytes and CD4/CD8 ratio. Histological examination of a transbronchial lung biopsy
specimen showed epithelioid cell granulomas. We diagnosed this as pulmonary sarcoidosis and followed up without treatment. The clinical symptoms, radiological ﬁndings and restrictive impairment on pulmonary function
test worsened after two weeks and were improved by steroid treatment. The negative heart sign was considered to be a characteristic ﬁnding of pulmonary sarcoidosis with rapidly progressive respiratory disease.

