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肺内多発嚢胞陰影をきたした月経随伴性気胸の 1 例
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要旨：症例は，37 歳の女性．3 回目の左自然気胸にて緊急入院．胸腔内持続吸引をするもエアリークは持続し
た．胸部 CT にて左気胸に加えて両側肺に多発嚢胞を認めた．入院後に右気胸も発症し，右気胸に対して胸
腔鏡下手術を施行．横隔膜には明らかな異常を認めず，右上葉に嚢胞病変を認め，肺部分切除術を施行．病
理組織学的所見より子宮内膜症による月経随伴性気胸と診断した．術後偽妊娠療法を行い，その後，気胸の
再発を認めない．多発嚢胞陰影を伴う気胸の鑑別疾患の一つとして，月経随伴性気胸も考慮すべきと考えた．
キーワード：月経随伴性気胸，子宮内膜症，多発嚢胞
Catamenial pneumothorax, Endometriosis, Multiple cysts
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言

月経随伴性気胸は，月経 24 時間前から月経後 72 時間

現病歴：過去に 2 回左気胸に罹患したが，2 回の気胸と
も月経前日に発症し，脱気術のみで軽快した．2 回目の
気胸罹患後も時々月経前日の左胸痛が出現していたが，

以内に発症する気胸と定義され，女性の続発性自然気胸

症状が軽かったため，医療機関を受診せずに経過観察を

の原因として臨床上重要な疾患の一つとされている．

していた．20XX年 1 月，月経前日に突然の左胸痛，呼吸

月経随伴性気胸の責任病巣としては，横隔膜病変が最

困難が出現したため，当院へ救急搬送．胸部単純 X 線写

も高頻度であるが，臓側胸膜，肺内病変など横隔膜病変

真にて左自然気胸と診断，緊急入院になった．経過中血

を認めない症例も散見される．

痰，喀血の自覚症状はなかった．

月経随伴性気胸における画像所見は横隔膜子宮内膜症

入院時現症：身長162cm，体重52kg．血圧122/72 mmHg，

が多いことから肺虚脱以外の異常所見を認めないことが

脈拍 80/分・整．呼吸数 15/分，SpO2 97％．眼瞼結膜貧

多く，本疾患における画像診断の役割は低いとされてい

血なし，眼球結膜黄疸なし．表在リンパ節は触知せず，

る．今回我々は多発嚢胞陰影を伴う気胸症例において，

甲状腺腫大なし．心雑音なし，左下肺野の呼吸音やや低

病理学的に子宮内膜症を診断し，月経随伴性気胸と確定

下，ラ音なし．腹部異常なし．四肢浮腫なし，チアノー

診断した 1 例を経験したので報告する．

ゼなし，バチ様指なし．

症

例

入院時検査所見：血算では WBC 5,230/μL，RBC 429
×104/μL，血色素 13.8 g/dL，血小板 17×104/μLと異常な

患者：37 歳，女性．

く，生化学にて腎機能，肝機能を含め明らかな異常を認

主訴：左胸痛，呼吸困難．

めず，CRP 0.2 mg/dL と炎症反応亢進を認めなかった．

既往歴：33 歳，34 歳に左気胸．骨盤内子宮内膜症の罹
患なし．妊娠 1 回，出産 1 回，妊娠中絶手術なし．

胸部画像所見：入院時の胸部単純 X 線写真（Fig. 1a）
では左下肺野の限局した透過性亢進を認め，気胸に矛盾

生活歴：喫煙歴なし．飲酒歴なし．

しない画像所見と考えた．左胸腔ドレーンを挿入後に施

家族歴：特記事項なし．

行した胸部 CT（Fig. 2）では，左気胸に加えて両側肺に
散在する薄壁嚢胞を認めた．
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入院後経過：本例は繰り返す自然気胸症例で，すべて
のエピソードが月経前日発症であることから月経随伴性
気胸を強く疑った．入院時左自然気胸と診断し，左胸腔
ドレーンを挿入し，胸腔内持続吸引を行いエアリークは
改善傾向を示したが，完全には消失しなかった．第 13 病
日突然の右胸痛を自覚，胸部単純 X 線写真にて右気胸と

84

日呼吸誌

a

10（1），2021

b

Fig. 1 Chest X-ray ﬁndings. (a) Chest X-ray on admission showed hyperlucency in the left lower
lung ﬁeld, consistent with pneumothorax. (b) Chest X-ray 13 days after admission showed collapse
of the right lung in addition to left pneumothorax.

Fig. 2 Chest CT ﬁndings on admission revealed collapse of the left lung and multiple pulmonary
cysts (arrows).

診断した（Fig. 1b）．右胸腔ドレーンを挿入し右胸腔内

陰性，HHF36 染色陰性より子宮内膜症と診断．以上より

持続吸引を追加したが，肺の再膨張は得られなかった．

子宮内膜症による月経随伴性気胸と確定診断した．その

気胸自体については左よりも右の方が難治性と判断し，

後リュープロレリン（leuprorelin）による偽妊娠療法を

右気胸は内科的治療での治癒は難しいと判断したため，

行い，10 年経過するも気胸の再発はなく現在経過観察中

右気胸に対する外科的治療を行うことを選択した．第 15

である．

病日病理学的診断を兼ねて右気胸に対して胸腔鏡下手術
を施行した．右胸腔内を観察したところ，横隔膜は異常

考

察

を認めず，右上葉外側に母指頭大の嚢胞病変を認めたた

今回我々は，月経随伴性両側気胸で，胸部 CT にて認

め，右肺部分切除術を施行した．右気胸は術後もエア

めた多発嚢胞陰影が病理学的に子宮内膜症と証明できた

リークが遷延したこと，外科的治療を施行していない左

1 例を経験した．本例は気胸発症時の胸部 CTにて肺内多

気胸においてもエアリークが遷延したことから，両側気

発嚢胞陰影を認めたため，リンパ脈管筋腫症，Birt-Hogg-

胸に対してピシバニール®（picibanil®：OK-432）による

Dubé 症候群，シェーグレン症候群，リンパ増殖性疾患，

胸膜癒着術を施行し，その後両側気胸はコントロール可

アミロイドーシスなどの他の嚢胞性肺疾患との鑑別も考

能になった．手術検体の嚢胞病変を組織学的に検討した

慮したが，手術検体の病理学的検討により子宮内膜症と

ところ，肺内の嚢胞病変が臓側胸膜にも及び，嚢胞近傍

確定診断できた．以上より本例の肺内多発嚢胞は子宮内

に紡錘形細胞の増生を認め（Fig. 3a, b），免疫染色にてエ

膜症により形成されたものと考えた．

ストロゲンレセプター陽性（Fig. 3c），プロゲステロンレ

月経随伴性気胸は，月経 24 時間前から月経後 48〜72

セプター陽性（Fig. 3d），CD10 染色陽性，HMB45 染色

時間までに発症する気胸で，女性の気胸の 5〜20％を占

多発嚢胞を認めた月経随伴性気胸

a

b

c

d
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Fig. 3 Pathological ﬁndings. Pathological examination revealed cystic dilatation of the alveolar space and
visceral pleura (arrowheads), and spindle-shaped cells (arrows) adjacent to the cystic wall (a, b), showing
positivity of estrogen receptor (c), and progesterone receptor (d), consistent with endometriosis.

める1）．発症年齢は平均 35 歳（19〜54 歳）で，骨盤内子

（10.7％）に横隔膜病変を伴わない臓側・壁側胸膜病変，

宮内膜症より発症年齢が約 5 年遅れるとされる1）．病変部

3 例（10.7％）に横隔膜病変を伴わない肺嚢胞を認めたと

位について Korom ら は，右側が 91.7％，左側が 4.8％，

報告され，横隔膜病変が高頻度で胸膜病変は少なく，本

両側が 3.5％と右側が圧倒的に多いと報告している．

例の責任病巣である肺病変はさらに頻度が低いとされて

2）

月経随伴性気胸の発症機序として以下の 3 つが提唱さ

いる．しかし，Foster ら8）の月経随伴性気胸の手術例 41

れている．① Maurer説3）：月経時に子宮頸部の粘液腺が

例における手術所見として，横隔膜病変ありが 12 例（29％）

はずれ，子宮から腹腔内へ空気が流入し，まず気腹とな

に対して臓側胸膜病変のみが 20 例（49％）と臓側胸膜病

る．その後先天的な横隔膜欠損もしくは横隔膜子宮内膜

変が高頻度だったという報告や，手術時の肉眼所見では

症による横隔膜欠損を通じて胸腔内に空気が流入する．

臓側胸膜に異常を把握できず，手術標本の病理学的検討

② Lillington 説 4）：臓側胸膜子宮内膜が月経時に脱落し，

により初めて臓側胸膜や肺の子宮内膜症と診断される症

臓側胸膜に欠損孔を作り，気胸を起こす．③ Rossi説 ：

例報告がある9）ことから，月経随伴性気胸症例の責任病

月経時に血中で prostaglandin F2 αが増加し，肺血管お

巣として，臓側胸膜病変さらには肺実質病変の頻度が過

よび気管支を収縮させ，その結果肺胞断裂が生じ気胸を

去の報告より高い可能性を考えた．

5）

引き起こす．月経随伴性気胸症例の多くが横隔膜に子宮

本例の多発嚢胞陰影は肺実質を責任病巣と病理学的に

内膜症が確認されることから Maurer説が有力であるが，

証明できたことから，本来ならば肺子宮内膜症としての

すべての症例を説明することは難しく，本例においては

検討をすべきではあるが，肺実質単独子宮内膜症として

横隔膜病変がないこと，病理学的に肺内および臓側胸膜

検討された報告が過去になく，ほとんどの報告が臓側胸

にかけて子宮内膜組織が認められたことから，断定はで

膜・肺子宮内膜症としての検討であったため，今回は臓

きないが Lillington 説で説明可能と考えた．

側胸膜・肺子宮内膜症として臨床的検討をすることにし

月経随伴性気胸の責任病巣は，Channabasavaiahら に

た．我々が調べた範囲では，臓側胸膜・肺子宮内膜症に

よる 78 例の検討では 63 例（81％）に横隔膜病変，14 例

よる月経随伴性気胸は，本例，森脇ら9）の 3 例を含めて 17

（18％）に臓側胸膜病変，8 例（10％）に壁側胸膜病変，

例が報告されている9）〜15）．年齢は 19〜45 歳（中央値 34

5 例（6％）に肺実質病変と報告され，また Alifanoら7）に

歳）
，骨盤内子宮内膜症の合併例は 8 例，妊娠経験は 3 例，

よる 28 例の検討では 22 例（78.6％）に横隔膜病変，3 例

偽妊娠治療は 2 例に認めた．月経随伴性血痰の合併を 5

6）
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例に認めた．胸部 CT を施行できた 14 例の検討では 7 例
（50％）が異常なく ，7 例が嚢胞または空洞
9）

，1 例

10）
〜14）

10（1），2021

疑うことが必要と考えた．
謝辞：本例の診療についてご助言をいただきましたさいたま
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しては，1 例が単発，6 例が多発し，薄壁嚢胞が 4 例，厚
壁嚢胞が 3 例であった．分布については，非胸膜直下分
布であった単発嚢胞例以外の 6 例はすべて胸膜直下，非

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

胸膜直下分布が混在していた．手術を施行した 16 例中横
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Abstract

A case of catamenial pneumothorax presenting as multiple pulmonary cysts
Hidekazu Matsushima a, Yuta Tsukahara a, Rie Kawabe a,
Keiichi Akasaka a, Masako Amano a and Tamiko Takemura b
a

b

Department of Respiratory Medicine, Saitama Red Cross Hospital
Department of Pathology, Kanagawa Cardiovascular and Respiratory Center

A 37-year-old female was admitted to our department because of sudden onset of left chest pain and dyspnea on the day before menstruation. She had a history of left-sided pneumothorax on two occasions. Her chest
CT revealed left pneumothorax with multiple thin-wall cysts. She was diagnosed with spontaneous left-sided
pneumothorax and was treated with continuous thoracic cavity drainage; however, her left-sided pneumothorax
did not improve. In addition, it was complicated by right-sided pneumothorax. Therefore, she had surgery for her
right-sided pneumothorax. Thoracoscopy revealed a cystic lesion in the right upper lobe and normal appearance
of the diaphragm, and we performed partial resection of right upper lobe including the cystic lesion. Pathological
examination of the pulmonary cystic lesion revealed endometriosis, and therefore we diagnosed her as having
catamenial pneumothorax due to endometriosis. Radiologically, multiple pulmonary cysts due to endometriosis
are rare in cases of catamenial pneumothorax. Catamenial pneumothorax should be considered in the diﬀerential
diagnosis of patients with pneumothorax accompanied by multiple pulmonary cysts.

