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はじめに

「呼吸器が苦手」「呼吸器が嫌い」「呼吸器がよくわからない」……。

学生さん，研修医の皆さん，はたまた開業医の先生方や非専門医の

先生方からも，本当によく言われるセリフです．

呼吸器の独自性として，数値化・定量化できない画像の取り扱いが

ほぼ必須である，また，ちょっと複雑な呼吸生理を理解しないと血

ガスや呼吸機能の解釈が難しい，あるいは，取り扱うべき疾患が感

染症・アレルギーのようなコモンな機序のものから，吸入物質によ

るもの，変性疾患，それに換気障害や循環異常，腫瘍，などなど大

変幅広い，というところがあるでしょう．

でも，本当は呼吸器領域って，病歴，身体診察，画像その他の検査

を有機的に組み合わせて臨床推論を進めるうえで，大変理論がしっ

かりしていて，かつ答え合わせがしやすい，何より興味深く面白い，

そんな症例の宝庫なのです．そのような素敵な経験をするには，ベ

ッドサイドやカンファレンスなどでしっかり上級医の指導を受けて，

その素晴らしさを追体験して頂くことが近道です．

で，これから呼吸器を臨床実習で回る，ローテートで回るんだけれ

ども，今から呼吸器を勉強しようか，となったときに，途方に暮れ

る，カンファレンスで何を尋ねられるのか不安，何を知っておくべ

きか，範囲が膨大すぎてわからない，そういう声もよく聞くのです

ね．特にカンファレンスでの発表って，ある程度の知識があって，

筋道がわかっていないと難しいですから．

それに，全国的に呼吸器内科専門医，指導医が不足している現状で，

ひょっとすると，大学病院や研修病院であっても，呼吸器スタッフ

がいない，とか，すごく忙しそうでゆっくりと指導をしてもらえな

い，ということもあるかもしれません．
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逆に，指導医の先生方にとって，毎度毎度回ってくる医学生さんや

研修医の皆さんの指導は悩みの種でしょう．ベッドサイドやカンフ

ァレンスでの指導は彼らにとって効率のいい学びの場であることは

間違いありませんが，実習・ローテート期間は短く，知っておくべ

きことを教えるには時間が足りなかったりする．

症例について理解しておくべき「重要なポイント」を効率よくムラ

なく指導，といっても，症例だってムラがあるし，いつもいつも都

合よく教育的症例がやってくるとも限らない……．折角の教育チャ

ンスに，これではモッタイナイ．

そこで，滋賀医科大学呼吸器内科カンファレンスから，教育的症例

を取り上げて臨床診断の過程での論理展開を追体験して頂きながら，

どのようなことが重要で，カンファレンスで尋ねられがちなのか，

やさしイイく解説することで，滋賀医大で研修を受けているがごと

くに呼吸器について学べるよう工夫しました．

教育的，ということで，主に呼吸器診断ならではの，臨床診断の流

れ，呼吸器の面白さがわかるような症例を取り上げ，肺癌の TNM

病期分類，とか，遺伝子変異別の治療戦略，とか，どこにでも書い

てあるような事項は，この本の目指すところとは異なりますので，

あえて取り上げておりません．

一般的に大学病院のメリットとして挙げられるのは，一般病院と比

較して上級医・指導医スタッフが多く，質問がすぐにできて，患者

さん 1人 1人にかけられる時間が長い，という点でありましょう．

医学生さんの実習でもそうですし，研修医の先生方でもそうなので

すが，一例一例上級医といっしょに丁寧に患者さんを診る，ベッド

サイドの教育が何より深い学びにつながります．滋賀医科大学呼吸

器内科では，できるだけ質の高い研修を提供し，丁寧に物事を考え

られる医師を育成できるよう努力しています．
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呼吸器内科ローテートや臨床実習の現場で，上級医・指導医にカン

ファレンスで突っ込まれるポイントは何か．いわば，呼吸器内科カ

ンファレンスをサバイバルするために，知っておくべきポイント．

より自信を持って，効率よく呼吸器内科を回るためのコツを丁寧に

ご紹介します！

他に「呼吸器内科を改めて勉強したい，でもこれから研修，という

のも立場的に難しい」という先生方にも，ベッドサイド・ カンファ

レンスで学ぶような効率のよい学習を追体験して頂くことができる

と思います．

この書籍の使い方として，

　　① 前から，通常の「目次」に従って，診断を考えながら読んで

いく

以外に，

　　② カンファレンスサバイバル用として後ろにある，索引＆診断

名一覧を使って，「この疾患を担当することになったらこの

項目を読む」

という使い方もできます．十分ご活用頂き，少しでも呼吸器疾患の

学習，教育のお役に立つことを念願しています．滋賀医科大学呼吸

器内科の教育システムに興味を持たれた方は，是非見学・研修にい

らしてください．大歓迎です．

最後に，常日頃，質の高い教育を実践頂いている滋賀医科大学呼吸

器内科スタッフの先生方，いつも支えになってくれる家族に感謝し

ます．

　2018 年 4月

長尾 大志　　
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病歴
〈主訴〉  
発熱，咳嗽�
�

〈現病歴〉  
5 日前，庭仕事をしてから夜間 38.5℃の発熱，悪寒戦慄，咳，鼻汁，嘔吐を自
覚した．自宅にて様子をみるも軽快せず 2日前にかかりつけのA医院を受
診．アジスロマイシン（AZM）を処方され，2日間内服したが症状が改善しな
いため，本日当院当科に紹介受診された．�
� �

〈既往歴〉  
8 年前に肺癌に対して化学放射線療法を行い，終診となっていた．�
�

〈内服薬〉 
常用薬はなし�
A医院での投薬�
　フスタゾール ®（クロペラスチン）　10mg　3錠�
　ビオフェルミン ®（ビフィズス菌）　6mg　3錠�
　ムコスタ ®（レバミピド）　100mg　1錠�
　ナウゼリン ®（ドンペリドン）　10mg　1錠�
　ジスロマック ®（アジスロマイシン水和物）　250mg　2錠�
　ロキソニン ®（ロキソプロフェンナトリウム水和物）　60mg　頓服�
�

〈家族歴〉 
兄：癌（詳細不明）�
�

コモン編Ⅰ

「呼吸器クイズ本（仮題）」著者イラスト 1

まずは，呼吸器疾患の，といいますか，日常臨床で遭遇するコモ
ンディジーズの，診断～治療の過程をのぞいてみます．これだけ
のことを考えて診療できるように，頑張りましょう．

Case
1

70歳代男性
5日前からの発熱，悪寒戦慄，咳，鼻汁，嘔吐
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1
〈生活歴〉 
飲酒歴：機会飲酒 
喫煙歴：60本 / 日× 40年間（20～ 60歳） 
健康食品：にんにく卵黄 
職業：工場勤務 
旅行歴：なし 
温泉歴：銭湯へはよく行く 
ペット飼育歴：なし 
周囲の感染：なし 
肺炎球菌ワクチン：未接種 
�

〈アレルギー〉 
特記事項なし�

Q1 	 病歴からの第一印象は？
❶ 肺癌の転移があやしい
❷ 感染症の可能性が高い
❸ 間質性肺炎の疑いもある
❹ 初期投薬が AZM なのはいかがなものか

病歴からの第一印象は，まず数日前からの発症，これは感染症を疑わせるも
のです（❷○）．疾患経過としては，

突然発症：破れた，詰まった，捻れた
急性発症：感染症，慢性疾患の急性増悪，自己免疫疾患など
慢性発症：いろいろ……悪性腫瘍の可能性，慢性疾患など

という感じであろうと思われます．たとえば大腸菌は 20 分に 1 回細胞分裂
しますから，1 時間で 8 倍，10 時間では 8 の 10 乗で 10 億倍……というわけ
で，一般細菌による感染症では，（もちろん免疫力との攻防はありますが，ひ
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とたび突破されると）数日で症状が完成してくることがおわかり頂けるかと
思います．

比較的急性の発症で悪寒戦慄あり，という症状．悪寒戦慄というのはただの
悪寒（寒気がする）とは違い，布団をかぶってもガタガタ震えが止まらない
ような状態をいいます．そこまでのことが起こることはそうそうありません．
菌血症に特徴的な症状とされていますから，まずこの時点で警報を鳴らしま
す．

それ以外の症状として発熱，咳，鼻汁，嘔吐．一般的に，感染症というくく
りで考えると，一般細菌による臓器感染は，その臓器由来の症状が生じるも
のの，他臓器由来の症状は起こりにくい．それに対して感冒などのウイルス
感染症では，多彩な臓器由来の症状が見られることが多いとされています．

とすると発熱に加えて咳がある，気道感染症を想起します．でも，たとえば
細菌性肺炎であれば，発熱に加えて咳，痰，呼吸困難などの症状が起こりま
すが，消化器症状や鼻汁などは見られないことが多い．まあ，鼻汁だけでし
たら先行する上気道炎の名残でも矛盾はしないかもしれませんが，嘔吐が生
じているのは，細菌性肺炎らしくはない．

消化器症状のある肺炎とくれば，レジオネラ肺炎か．そんなことも連想しま
すが，菌血症があるとすれば，これは一臓器にとどまるものではありません
から，消化器症状があってもいいでしょう．

前医で AZM が投与されていますが，無効であった．この意味するところは
何でしょうか．そもそも昨今では，細菌感染症に AZM が有効であるという
ことは期待しない方がいいくらいです（❹○）．ましてや菌血症であればな
おさら．ある程度効きそうな抗菌薬を投与して無効であれば，「細菌感染以
外の疾患を考える」ということになるかもしれませんが，AZM を投与されて
も……情報はあまり増えませんが，AZM の副作用（肝障害，下痢など）が生
じている可能性は想定しておく必要があるでしょうね．
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1肺癌の転移は，こういう急性な発症様式をとることはあまりありません（❶
×）．しかも症状からは転移巣が多臓器にわたっている必要がありますから，
なおさら，それらが「同時に，急性に」起こる可能性は低いと思われます．

他に間質性肺炎の可能性ですが，急性発症のもの，慢性経過のものが急性増
悪した，膠原病や血管炎・自己免疫疾患の合併など，こちらは可能性が十分
考えられますね（❸○）．

Q 1正解 病歴からの第一印象は？
× ❶ 肺癌の転移があやしい
○ ❷ 感染症の可能性が高い
○ ❸ 間質性肺炎の疑いもある
○ ❹ 初期投薬が AZM なのはいかがなものか

Q2 	 他に病歴でほしい情報は？
❶ 鳥の接触歴
❷ 工場での作業内容
❸ にんにく卵黄の成分
❹ 銭湯利用者の似た症状の流行

間質性肺炎を疑うという点から，示された症状以外の，膠原病や血管炎を示
唆するような症状はないか，そして間質性肺炎のリスクとなるような，鳥の
接触歴（❶○），粉塵曝露〔工場での作業内容（❷○）〕，薬剤・健康食品・サ
プリメント〔にんにく卵黄（❸○）も含む〕摂取などについても情報収集が
望ましいと言えるでしょう．まあ，画像などでクサイ，となってからでもい
いかもしれませんが．

銭湯利用者の似た症状の流行（❹○），というところは多分にレジオネラを意
識しています．一応．でもその他接触可能性のあるグループの流行状況も含
めて確認はしておくべきでしょう．
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Q 2正解 他に病歴でほしい情報は？
○ ❶ 鳥の接触歴
○ ❷ 工場での作業内容
○ ❸ にんにく卵黄の成分
○ ❹ 銭湯利用者の似た症状の流行

病歴はこのあたりにして，診察に進みましょう．研修医の先生による診察記
録です．

診察記録
〈バイタルサイン〉 
血圧：89/58mmHg（普段は 120 前後）�
脈拍：100/ 分�
体温：36.5℃�
呼吸数：24回 / 分�
SpO2：95％（room�air）�
意識清明�
JCS：0�
GCS：15　E4V5M6�
�
身長：158cm�
体重：57kg�
BMI：22.83�
�

〈頭部〉 
眼瞼結膜：蒼白（－）�
眼球結膜：充血（－），黄染（－）�
眼球運動：複視（－），輻輳可，眼振（－）�
�

〈頚部〉 
副鼻腔：tapping�pain（－），圧痛（－）�
側頭動脈：圧痛（－）�
リンパ節：腫脹（－）�
甲状腺：腫大（－）�
�
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1
〈口腔〉 
咽頭粘膜：発赤（－），白苔（－），口蓋垂正中�
扁桃：発赤（－），腫大（－）�
舌：発赤（－），挺舌正中�
口唇：発赤（－）�
顔面：表情筋左右対称，触覚左右差（－）�
耳介：牽引痛（－）�
�

〈胸・背部〉 
右肺野 coarse�crackles 聴取�
CVA叩打痛（－），脊柱叩打痛（－）�
�

〈心音〉 
整，雑音（－）�
�

〈腹部〉 
平坦軟，圧痛（－），皮疹（－），反跳痛（－），腸蠕動音正常�
�

〈四肢〉 
冷感（－），足背動脈触知可，橈骨動脈触知可，浮腫（－）�

Q3 	 この時点での鑑別診断は？
❶ 肺炎はありそう
❷ 尿路感染もあるかもしれない
❸ 菌血症～敗血症もあやしい
❹ 肺結核も鑑別に入れておくべき

入院時身体所見，まずバイタルサインですが，意識は清明で，脈拍数 122/ 分
と頻脈です．血圧は普段は 120 前後のところ 89/58 mmHg ですから低い．
体温は 36.5℃で診察時は発熱なし，呼吸数 24 回 / 分で頻呼吸，SpO2 は
95％(room air) ですから低酸素血症はあっても軽度です．
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レジオネラ肺炎の可能性，ということであれば比較的徐脈に注意しますが，
ここでは発熱なしで頻脈ですから，とりあえず当てはまりません．

血圧が低いのは菌血症～敗血症の可能性，頻呼吸と軽度の低酸素からは肺の
感染症⇒肺炎の存在を疑うことになります．頻呼吸と血圧低下は敗血症の判
定にも使われようかという qSOFA（quick sequential organ failure assess-
ment）のスコアに含まれていますから，これだけで 2 点＝敗血症の疑いあ
り，ということになります．

qSOFA スコア　［2点以上で敗血症の可能性が高い］

呼吸数≧ 22/ 分
意識レベルの変容
収縮期血圧≦ 100mmHg

教訓 肺炎など，細菌感染症が疑われるときは，敗血症の
有無を確認する．

「呼吸器クイズ本（仮題）」著者イラスト 3

診察所見で目立つものは，右肺野の coarse crackles 聴取，これからも肺炎
はありそう（❶◎），となるでしょう．菌血症～敗血症もあやしい（❸○）で
す．

尿路感染もあるかもしれませんが，少なくとも CVA 叩打痛など，積極的に示
唆する所見には乏しいと言えます（❷△）．肺結核も，鑑別に入れることを強
く推奨するわけではありませんが，否定するものでもありません（❹△）．

Q 3正解 この時点での鑑別診断は？
◎ ❶ 肺炎はありそう
△ ❷ 尿路感染もあるかもしれない
○ ❸ 菌血症～敗血症もあやしい
△ ❹ 肺結核も鑑別に入れておくべき
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1ということで，次にやるべきことが決まってきましたね．

Q4 	 次にやるべきことは？
❶ 胸部 X 線写真
❷ 胸部 CT
❸ 肺以外の臓器障害を評価
❹ 喀痰培養，尿培養，血液培養
❺ プロカルシトニン測定
❻ 輸液による血圧の維持
❼ 広域抗菌薬投与
❽ 乳酸値測定

これまでのところ，肺炎からの菌血症～敗血症が疑われますから，次は診断
確定へのステップと，治療の同時進行になります．

敗血症の場合，チンタラ診断を待っている暇はありませんから，悪寒戦慄が
あって qSOFA が 2 点であれば，（これはどこでも判断可能！）直ちに血液培
養（❹◎）⇒広域抗菌薬投与（❼◎），輸液，循環・臓器モニター開始が必要
です．敗血症になっているということは菌が体内でじゃんじゃん増えている
わけで，20 分で 2 倍⇒ 1 時間で 8 倍に増えます．血培も抗菌薬も，1 時間遅
れると取り返しがつきません．A.S.A.P. ＝ as soon as possible，であります．

胸部 X 線写真（❶○）は肺炎の診断にはまだまだ必須だと思いますが，CT
まではどうでしょうか（❷△）．胸部 X 線写真で両側に広範な濃度上昇があ
ったり，疑問に思われるような陰影があったりすれば，わからなくもありま
せんが……．

敗血症・敗血症性ショックの定義は最近新しくなりました．敗血症は以前の
定義，SIRS（systemic inflammatory response syndrome）で強調されて
いた「炎症」よりも「臓器不全」があることが強調され，新しい定義では
SOFA スコアを
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SOFA スコア

呼吸（P/F 比）
凝固（血小板数）
肝機能（ビリルビン）
循環（平均動脈圧）
中枢神経（GCS）

（　）内の指標を用いて評価します．これがベースラインから 2 点以上増加
すれば敗血症と診断されますから，ここでは急いで，肺以外の臓器障害を評
価しなくてはなりません（❸◎）．

敗血症性ショックは，敗血症によって，ショック（臓器障害を来たす低血圧）
を起こした状態ですが，輸液やカテコラミンに反応しない低血圧に加えて，
細胞障害，代謝障害を来たしている状態を表すと定義されました．

敗血症性ショックになると末梢循環不全から臓器虚血を来たします．そこで
嫌気性代謝が回り始め，乳酸が産生されるので，この細胞および代謝障害を
表す指標として乳酸値が用いられます（❽◎）．乳酸値＞ 2 mmol/L（18mg/
dL）であれば敗血症性ショックと考えられます．

乳酸増加による代謝性アシドーシスになると，身体はそれを代償するべく頻
呼吸となり，呼吸性アルカローシス～呼吸数≧ 22 回，となるわけですね．
肺炎でも頻呼吸になるし，敗血症性ショックでも頻呼吸になるのです．

さてそれではプロカルシトニンの測定はこの場合必須でしょうか？　敗血症
の「診断」ということで言えばエビデンスとしては弱いものしかありません
し，個人的には悪寒戦慄や qSOFA の方がよっぽど有用だと思っています

（❺△）．
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1Q 4正解 次にやるべきことは？
○ ❶ 胸部 X 線写真
△ ❷ 胸部 CT
◎ ❸ 肺以外の臓器障害を評価
◎ ❹ 喀痰培養，尿培養，血液培養
△ ❺ プロカルシトニン測定
○ ❻ 輸液による血圧の維持
◎ ❼ 広域抗菌薬投与
◎ ❽ 乳酸値測定

さて，いよいよ胸部 X 線写真を見ましょう．そもそも呼吸器系の症例検討で
は，まず X 線，みたいな風潮がありますが，本来はこのくらい，病歴と診察で
しっかり議論しておくべきではないかと思っていて，日頃のカンファレンス
ではこんな感じで進めるよう意識しています．若い人に伝わってるかな……．

身体診察所見からは，右に病変がありそうですよね．実際に胸部 X 線写真
（図 1）を見てみましょう．

 図 1 �　胸部 XP線写真
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Q5 	 所見を述べてください．
❶ 右上肺野に無気肺
❷ 右上葉にコンソリデーション
❸ 両側びまん性にすりガラス影
❹ 右上肺野に空洞病変
❺ 右胸水

あ，読影の基本は皆さん，もうご存じだという前提で進めますね．基本につ
いては『レジデントのためのやさしイイ胸部画像教室』を参照してください．

何気なく問題を出しましたけど，これだけで所見，わかりますか？？

既往歴にさりげなく書いてあった，「8 年前に肺癌に対して化学放射線療法を行
い，終診となっていた．」たぶんこれ，画像診断をするうえでは重要な所見じゃ
ないでしょうか．化学放射線療法後って，結構縦隔が動いたりしますし……と
いうことで，今回の episode 以前の胸部 X 線写真（図2）を確認しますと……．

 図 2 �　以前の胸部 X線写真
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1教訓 以前の胸部 X 線写真を入手する努力を惜しまない．
カンファレンスで「ようわからんなあ，前の写真な
いのん？」と聞かれがち！

「呼吸器クイズ本（仮題）」著者イラスト 3

こちらは 5 年前のものです．もうちょっと最近のものはないのか．探して
みると，たまたま他科で腹部大動脈瘤を指摘され，フォローされていた CT
のスカウト画像（図 3）が手に入りました．

1年3ヵ月前 3ヵ月前

 図 3 �　CT スカウト画像

この写真を見ると，右上肺野の濃厚な陰影はこのときはありませんが，気管
の偏位や右横隔膜の上昇は認められ（図 3矢印），8 年前の化学放射線療法に
よる放射線肺炎～線維化によって，右上肺がゆっくり収縮してきているよう
です．

今回はそこにコンソリデーションが乗って，濃厚な陰影になったものと考え
られます．したがって右上肺野は無気肺ではなく（❶×），コンソリデーショ
ン（❷○），しかも毛髪線とおぼしき線でハッキリ境界されていますから，こ
の陰影は上葉の陰影だとわかります（❷○）．右肋横角も以前から鈍ですの
で，胸水あり，という所見にはならない（❺×）でしょう．

CT もなんだかんだで撮っています．当初は以前の写真が参照できなかった
もようで…（汗）．答え合わせのつもりで見てみましょう（図 4）．
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