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投稿
症例報告

原因不明の慢性出血性胸膜炎に合併した
気管支胸膜瘻にEWSによる充填術を施行した1例
西木慎太朗
博慈会記念総合病院呼吸器科（〒123-0864

東京都足立区鹿浜5-11-1）

要旨
Endobronchial Watanabe Spigot（EWS）を用いた気管支充填術は，気管支胸膜瘻に対する治
療法である。症例は83歳，男性。7年前の初診時に左血性胸水貯留を認め，胸水分析で滲出性で
あったが原因の診断には至らず，経過観察されていた。7年後湿性咳嗽と血痰が出現し，胸部CTで
左胸腔にニボー形成を認めた。気管支鏡で痰が舌区より出ていることを確認し，EWSによる気管支
充填術を左B4とB5に施行したが，EWSの自然喀出と再挿入を繰り返した。審査胸腔鏡で瘻孔は確認
できず，生検した胸膜には非特異的炎症所見を認めるのみで原因疾患は特定できなかった。左B4と
B5に各々2個のEWSを縦列に挿入後はEWS留置が維持され，自覚症状が改善し，胸腔内の空気も消
失した。EWSによる気管支充填術は，高齢者の慢性出血性胸膜炎に合併した気管支胸膜瘻に対して
も安全に施行可能で，呼吸器症状改善に有効であった。
Keywords：Endobronchial Watanabe Spigot（EWS），気管支充填術，慢性出血性胸膜炎，気
管支胸膜瘻／Endobronchial Watanabe Spigot (EWS), bronchial embolization, chronic
hemorrhagic pleurisy, bronchopleural ﬁstula

併した気管支胸膜瘻にEWSによる充填術を施

はじめに
気管支充填術は，気管支鏡を用いて充填剤

行した1例を経験したため報告する。

や充填器具を気管支に詰めることにより，そ
の末梢からの気漏を止め，続発性難治性気

症例

胸，肺瘻，有瘻性膿胸，諸臓器との気管支瘻

症例：83歳，男性。

などの病態を改善させることを目的とした治

主訴：湿性咳嗽，血痰。

療法である。従来は吸収性素材が用いられて

現病歴：X−7年に左胸水，X年Y−5月に右

きたため，気管支閉塞の確実性に難があった

胸水を指摘されていた。いずれの胸水も血性

1)。2000年に渡辺らにより，持続性かつ確実

で，滲出性胸水であった。以後，通院を自己

性 の あ る シ リ コ ン 製 気 管 支 充 填 材 と して

中断していた。約1週間前に血痰と湿性咳嗽

Endobronchial

Spigot

が出現し継続したため，X年Y月外来受診と

（EWS）が開発されて以来，種々の難治性呼

なった。胸部X線と胸部CTで左胸腔内にニ

吸器病態に対するEWSを用いた気管支充填術

ボーが出現しており，血液検査で炎症反応の

の有用性について国内外より報告されている

高度な上昇を認めたため，精査加療目的に入

2)3)。今回，原因不明の慢性出血性胸膜炎に合

院となった。

Wa t a n a b e
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表1

検査所見

生化学
CRP
Na
K
Cl
TP
Alb

表2

血算

腫瘍マーカー

28.47mg/dL

WBC

9,540/mL

137mM

SCC

Baso

0%

ProGRP

4.2mM

Eosino

0%

CEA

97mM

sIL-2R

Lymph

3%

6.8g/dL

Mono

2%

0.7ng/mL
96.1pg/mL
1.5ng/mL
1,070U/mL

2.8g/dL

Neut

95%

T-bil

1.4mg/dL

RBC

373 10⁶/μL

抗酸菌塗抹培養

喀痰検査
陰性

BUN

17.9mg/dL

Hb

11.7g/dL

結核菌（PCR）

陰性

Cr

0.86mg/dL

Ht

34.50%

MAC(PCR)

陰性

AST

108U/L

Plt

287,000/μL

ALT

151U/L

LDH

176U/L

ALP

449U/L

細菌培養
細胞診

γ-GTP

50IU/L

20XX-2年の採血

CK

26U/L

T-SPOT

左胸水分析所見

X年（溶血の
ため参考値）

3.7mg/dL

胸水 / 血清蛋白

Class Ⅱ

陽性

μL，Hb11.7g/dL，Ht34.5％，
Xー7年

蛋白定量

MSSA

3.3mg/dL

CRP28.47mg/dL，ProGRP96.1pg/mLであ
り，炎症反応の高度な上昇を認めた。

0.51

0.4

296U/L

13,380U/L

2.18

108.9

球優位の滲出性パターンでADA低値であっ

ADA

23.3U/L

176.0U/L

た。X年に施行した左胸水の胸水分析検査で

CEA

0.5ng/mL

総細胞数

1310 /µL

108,100 /µL

好中球

5.00%

99.00%

リンパ球

84.00%

1.00%

その他

11.00%

0.00%

LDH
胸水 / 血清LDH

細胞分画

細菌培養
抗酸菌培養
細胞診

左胸水分析所見（表2）：X−7年はリンパ

は，気管支胸膜瘻出現時に好中球の増加を認
めた。
右胸水分析所見（X年Y−5月）：淡血性ほ

陰性

ぼ透明の滲出性胸水で，細胞分画は好酸球

陰性

陰性

13.0％，好中球0％，リンパ球83.0％，その

Class Ⅱ

Class Ⅱ

陰性

他4.0％，中皮細胞0％だった。また，

既往歴：緑内障，白内障。

ADA37.2U/L，CEA1.1ng/mLで，原因は不

職業歴：鋳物業（16〜50歳）。

明だった。胸水細胞診はClassIIで，炎症性変

喫煙歴：前喫煙者，5本/日 10年間（30〜

化を認めた。

40歳）。

画像所見（図1）：今回X年Y月の胸部X線

家族歴：特記事項なし。

（図1d）および胸部CT（図1e）で，左胸腔

アレルギー歴：特記事項なし。

内にニボー像を認めた。

入院時現症：体温37.9℃，経皮的酸素飽和

入院後経過：入院時に吸い込み肺炎を起こ

度92％（room air）。胸部；左呼吸音減弱。

していなかったため，抗菌薬投与と胸腔穿刺

血液検査所見（表1）：RBC 373 10 4 /

による胸水排液で加療を開始した。感染合併
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a

b

c

d

e
図1 画像所見
a. 胸部X線（X-5年）：左胸水を認める。
b. 胸部X線（X年Y−5月）：両側胸水を認める。
c. 胸部CT（X年Y-5月）：両側胸水を認める。左胸
腔内は胸水で満たされている。
d. 胸部X線（X年Y月；湿性咳嗽出現時）：両側胸水
を認める。左胸腔内にニボー像を認める。
e. 胸部CT（X年Y月；湿性咳嗽出現時）：両側胸水
を認める。左胸腔内にニボー像を認める。

の可能性を考慮し，セフトリアキソンを点滴

ら血痰，湿性咳嗽は改善し，X年Y＋1月末に

投与したところ，Y＋1月Z日の血液検査で

退院となった。

Hb10.2g/dL，CRP6.81mg/dLとなり，炎症

しかし，1カ月ほどしか効果が持続せず，

反応は改善した。しかし症状は逆に悪化した

胸水が増量すると症状が再燃するため，2週

ため，臨床経過より，気管支胸膜瘻から胸水

間毎に外来で胸腔穿刺による胸水排液を繰り

が気道内に吸引されることが湿性咳嗽と血痰

返した。EWSが喀出されたため，1回目の充

の原因と判断した。高齢を理由に胸膜生検を

填術の4カ月後に2回目のEWS充填術を行っ

希望されなかったため，対症的に治療する方

た。湿性咳嗽出現の7カ月後頃より胸水が濃

針となり，EWS充填術を行うこととなった。

厚な血性となり，貧血も進行し，Hbが7.4g/

X年Y＋1月に施行した1回目のEWS充填術で

dLまで低下した。また胸部CTで胸膜の凹凸

は左B5にMサイズのEWSを挿入した。翌日か

不整が目立つようになり，悪性疾患の合併が
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a

b

図2 画像所見
a. 胸部造影CT（X＋1年Y-5月，肺野条件）：左胸腔ドレナージ後。凹凸不整を伴う胸膜肥厚像を認める。
b. 胸部造影CT（X＋1年Y-5月，縦隔条件）：左胸腔ドレナージ後。凹凸不整を伴う胸膜肥厚像を認める。

回目のEWS充填術を行った。左B5にSサイズ
とLサイズを縦列に充填，左B 4 に残存してい
たMサイズの手前に縦列にMサイズを1個充填
した（図4）。その結果，4回目のEWS充填
術後，約10カ月経っても喀出されない状態が
続いた。血痰がほとんど出なくなり，症状改
図3 画像所見
審査胸腔鏡（X＋1年Y-4月）での胸腔内写真：臓側胸
膜，壁側胸膜のびまん性の肥厚，壊死物質の付着を認め
る。

否定できないと考えられた（図2）。
そのため，出血源の確認と治療，悪性疾患
の鑑別を目的として審査胸腔鏡手術を行う方

善を目的とした胸腔穿刺の必要がない状態で
経過した。胸部X線と胸部CTの画像上，胸腔
内のニボーが消失し，胸腔内は以前と同じよ
うに胸水で満たされた状態となった（図
5）。また，胸部CTで悪性を疑う胸膜の変化
も認めなかった。

針とした。審査胸腔鏡の術中所見では臓側胸
膜，壁側胸膜のびまん性の肥厚，壊死物質の
付着を認めたが，出血源は認められなかった
（図3）。また，リークテストで瘻孔を確認
することはできなかった。壁側胸膜の生検を
行い手術は終了となった。病理所見は，広範
に壊死物質が拡がり，炎症細胞が軽度混在し
ていた。一部膠原線維が主体の結合組織があ
りヘモジデリン沈着がみられた。明らかな悪
性所見は確認されなかった。
審査胸腔鏡施行後，3回目のEWS充填術を
施行したがすぐに喀出された。そのため，4
Jpn Open J Respir Med 2020 Vol. 4 No. 6 article No. e00104

考察
胸腔鏡検査は安全で効果的な検査方法であ
り，患者の未確認の胸水に対する重要な診断
的価値がある 4) 。胸腔鏡下に胸膜生検を行っ
ても腫瘍性細胞や乾酪性肉芽腫，血管炎所見
などがみられず，炎症所見や線維化のみがみ
られる確定診断のつかない滲出性胸水症例は
非特異的胸膜炎と総称される5)。本症例は，X
年Y月外来受診の7年前に左胸水を，5カ月前
に右胸水をそれぞれ指摘されており，それら
の胸水の性状はいずれも血性で，胸水分析の
https://kokyurinsho.com/Immunity/e00104/
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a

b

左B4

左B5
図4 画像所見
a. 気管支鏡（X＋1年Y-2月，4回目のEWS充填術）：左B5と左B4に充填されたEWSを認める。
b. 胸部X線（X＋1年Y-2月，4回目のEWS充填術）：左気管支に挿入された複数のEWSを認め
る。

a

b

図5 画像所見
a. 胸部X線（X＋2年Y-4月，4回目EWS充填術の10カ月後）：左気管支に挿入された複数のEWSを認める。胸腔内に
ニボーを認めない。
b. 胸部CT（X＋2年Y-4月，4回目EWS充填術の10カ月後）：左胸腔内は胸水で満たされている。悪性を疑う胸膜の変
化を認めない。

結果はいずれも滲出性であったが，診断には

年鋳物業に従事していた職歴があるため，粉

至らなかった。そのため，定義的には非特異

塵吸入が疑われた。しかし，鋳物業で認めら

的胸膜炎の概念に合致すると考えられた。し

れる呼吸器障害は珪肺より二酸化ケイ素含有

かし，出血を認めるほどに程度の著しい炎症

が少なく，他の酸化物の混合した「混合粉

であったことから，慢性出血性胸膜炎である

塵」による肺線維症が一般的であり，胸膜病

と考えた。

変のみの報告はほとんどない。その一方，鋳

胸水ヒアルロン酸値は，7年前の胸水では

物業は「石綿曝露の可能性がある産業」で，

3,000ng/mLであり，悪性胸膜中皮腫の可能

石綿含有製品である耐熱防護服，石綿手袋，

性は低いと考えられた 6) 。胸水の原因は，長

作業着等が破損時に曝露したという報告があ
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るため，良性石綿胸水である可能性は必ずし

本論文の要旨は第171回日本呼吸器内視鏡

も否定できないと考えられた7)8)。しかし，

学会関東支部会（2019年，東京）で発表し

本症例では胸部CTで胸膜プラークを確認でき

た。

なかったことから，良性石綿胸水の可能性は
低いと判断した。
瘻孔形成時の胸水は，7年前の胸水と明ら

利益相反：本論文について申告する利益相
反はない。

かに異なる性状を示していたため，胸腔内で
二次的に別のイベントが起こったと推測され
た。気管支胸膜瘻が形成された原因として
は，感染症，気胸などが考えられた。胸腔内
にニボーが形成された時の胸部CTでは左舌区
に陰影を認め，採血でCRP28.47mg/dLと高
値であったことから，肺炎の合併により形成

Abstract
A case of performing bronchial
embolization using EWS in a
bronchopleural fistula with cryptogenic
chronic hemorrhagic pleurisy
Shintaro Nishiki

された可能性はあるものの，臨床的には，肺

Department of Respiratory Medicine, Hakujikai
Memorial Hospital, Tokyo

炎合併よりも，瘻孔が形成された結果として

Bronchial embolization has been reported

胸水が気管内に吸引されたために，炎症反応

with the use of Endobronchial Watanabe Spigot

上昇が引き起こされた印象だった。

(EWS) for treating various intractable

今回の症例では，1回目と3回目のEWSに
よる充填術では短期間で喀出されたのに対し
て，2回目と4回目のEWSによる充填術で比較
的長期間にわたりEWSが留置された。特に4

respiratory conditions. An 83-year-old man was
identified with a left pleural effusion on initial
consultation. Although results of pleural
effusion analysis showed exudative pleural
effusion, the cause could not be diagnosed and

回目のEWSによる充填術で長期間EWSが留置

the patient was followed up. Seven years later,

された理由として，EWSを縦列に2個挿入す

he presented with a wet cough and bloody

るという工夫が効を奏した可能性があると考

sputum. A chest computed tomography (CT)

えられた。そのため，EWS挿入の状況別に，

scan showed a niveau formation in the left

EWSがどの程度の期間留置されたかについ

thoracic cavity. Bronchoscopy examination

て，データを蓄積し分析することが有用であ

confirmed sputum coming out of the lingular

ると思われる。
EWSによる気管支充填術は，原因不明の慢

segment. Judging that the pleural effusion from
the bronchopleural fistula was inhaled into the
respiratory tract, a bronchial embolization was

性出血性胸膜炎に合併した気管支胸膜瘻にお

performed with EWS on the left B4 and B5

いて呼吸器症状改善に有効な治療法で，高齢

segments. However, spontaneous expectoration

者に対しても，安全に施行可能な手技である

and reinsertion were repeated. An intraoperative

と考えられた。

leak test could not identify the fistula. The
biopsy pleura only showed nonspecific

Jpn Open J Respir Med 2020 Vol. 4 No. 6 article No. e00104

https://kokyurinsho.com/Immunity/e00104/

6/7

2020年第4巻6号（6月号）e00104

inflammation, and the causative disease could
not be identified. After insertion of two EWSs in
tandem into the left

B4

and

B5

segments, their

placement was maintained. The patient’s
subjective symptoms improved, and air in the
thoracic cavity disappeared. Bronchial

© Shintaro Nishiki. 本論文はクリエイティブ・コモン
ズ・ライセンスに準拠し，CC-BY-SA（原作者のクレジッ
ト[氏名，作品タイトルなど]を表示し，改変した場合には
元の作品と同じCCライセンス[このライセンス]で公開す
ることを主な条件に，営利目的での二次利用も許可され
るCCライセンス）のライセンシングとなります。詳しく
はクリエイティブ・コモンズ・ジャパンのサイト（https://
creativecommons.jp/）をご覧ください。

embolization with EWS is an effective treatment
for bronchopleural fistula due to chronic
hemorrhagic pleurisy and is presumably a safe
technique for the elderly.
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