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Eur Respir J 1998; 12: 116–122 �

n  対象　1.1.1984―12.31.1993　 
　　　　血液疾患患者で呼吸器合併症によりICU入室した患者 

n  方法　単施設・後ろ向き研究 
               Barcelona, Spainの総合病院 

血液腫瘍疾患患者の呼吸器合併症でRICU入室した患者



89人

死亡 
70/89 

 

移植後患者
47/52(90％) 
非移植患者 
23/37(60％)

造血幹細胞移植後 
52/89 

感染 
37/89 

非感染 
24/89



造血幹細胞移植 
Hematopoietic stem cell transplantation 



移植後の肺合併症 
 

30-60%

Jules-Elysee K, Stover DE, Yahalom J, et al. Pulmonary complications in lymphoma patients treated with 
high-dose therapy autologous bone marrow transplantation. Am Rev Respir Dis 1992; 146:485–491 �



CHEST 2005; 128:1385–1392

骨髄移植後の肺合併症で死亡者の解剖の結果の検討

n  対象        1996. 8- 2003.5に骨髄移植を受けた患者 
　　　　    18才以下は除外 

n  方法　後ろ向き研究 
               Mayo Medical Center, Rochester, MN. Mayo Medical Center 
　　　　　 



N=71

DAD: diffuse alveolar damage 
BO: bronchiolitis obliterans 
BOOP: Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia

Most 
 common 
infection

Most 
 common  

non-infection

Rare



N=71

術前に診断がつくことが少ない 
とりわけ非感染性疾患

DAD:diffuse alveolar damage



Relationship between premortem and postmortem diagnosis 
 in critically ill bone marrow transplantation patients 

Crit Care Med. 2002 Mar;30(3):570-3. �

ICU入室したBMT後患者の生前診断と術後解剖での死因は？

DESIGN            : Retrospective cohort study 
 
SETTING         : 2つのトロント大学関連病院の  medical surgical ICU 
  
PATIENTS         : November 1,1994, and June 30,1999 
　　　　　                  BMT施行されたのちICUで死亡した患者 
 
INTERVENTION: ICUで死因と診断したものと死後解剖との比較 





適切な診断と管理をするには？



どうempiric therapy を始めるか？



l 症状が出現した時期 

l 画像所見



l 患者の移植前の状態 
                   CMV・トキソプラズマのserology 
                                          ドナーのCMVのserologic status 
                                            移植前の真菌感染の既往 
                                            猫・鳥・抗酸菌や  真菌との接触 
                                            感染予防薬は何を飲んでいたか 
 
l 移植前の化学療法や放射線療法 
　　　　　化学療法のレジュメに肺毒性・心毒性のあるものはなかったか 
　　　　　　    胸部への放射線療法はなかったか 

 
l 現在の免疫抑制剤と化学療法　 

Check Point

UP TO DATE, Pulmonary complications after allogeneic hematopoietic cell transplantation 



Infection 
 

Non-infection 



Engraftment

骨髄移植のながれ

化学療法 
放射線治療 

BMT

免疫抑制剤



免疫不全 
Immunological disorder

好中球減少 
neutropenia 

細胞性免疫不全 
cellular immune defect 

液性免疫不全 
 humoral immune defect 

物理的バリアの障害 
皮膚・粘膜障害

南山堂, 免疫不全患者の呼吸器合併症



好中球減少 
neutropenia 

細胞性免疫不全 
cellular immune defect 

液性免疫不全 
 humoral immune defect 

物理的バリアの障害 
皮膚・粘膜障害

l  内科的緊急事態! 

l  細菌感染症のリスク 

l  Empiricな治療は必須 
　  緑膿菌を主としたGNRはカバー

l  T細胞を中心とした免疫応答不全 

l  ウイルス・一般細菌・抗酸菌・真
菌・原虫と幅広い 

l  しかし微生物により障害臓器にある
程度パターン 

l  B細胞や補体を主体の免疫不全 

l 細胞外に存在する細菌の除去不全 

l 細菌感染をきたしやすい 

l 菌の侵入を完全に制御できない
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Guidelines for Preventing Infectious Complications among Hematopoietic Cell Transplantation 
Recipients: A Global Perspective Biol Blood Marrow Transplant 15: 1143-1238 (2009) �



Guidelines for Preventing Infectious Complications among Hematopoietic Cell Transplantation 
Recipients :A Global Perspective, Biol Blood Marrow Transplant 15: 1143-1238 (2009) �



Pneumonia in allogeneic stem cell transplantation 
recipients: a multicenter prospective study

Clin Transplant 2011: 25: E629–E638. �

最近の造血幹細胞移植後の肺炎の疫学とOUTCOMEは？

n  前向き研究 

n  September-2003 to November-2005 

n  Spanish Research Network of Transplant (RESITRA) 
　　        の10の移植センター 

n  14歳以上の同種の造血幹細胞移植後患者 



肺炎のエピソード 
 

112/427人
平均発症 
移植後65日 

100日



細菌が同定できた 
72/112 
（64.3％） 

N=72

BAL
21 6

肺生検

細菌 

32

真菌 
21

ウイルス 

14

複数感染 

8



Escherichia coli (n = 7, 8.9%) 
S. pneumoniae (n = 4, 5.0%) 
CMV (n = 12,15.4%) 
Aspergillus spp. (n = 12, 15.4%).



移植後1年の生存率 
 

肺炎なし　82.7％ 
肺炎あり　47.4％ 



画像での特徴は？



Ｚ

•  貧血、早期のニューモチシス、塞栓症、心不全、BOといった気道の疾患 
•  早期のニューモチシス・Veno-occlusive disease 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→CXPは正常だがCTは異常所見あり 
•  塞栓症　→CXPは正常だが、低酸素、D-dimerの上昇などが見られる   

Diffuse pulmonary 
•  色々 
•  細菌・ウイルス・真菌感染、生着症候群、IPS、DAH、間質性肺炎、
肺胞蛋白症、など 

Focal pulmonary opacities  
•  細菌・真菌感染、血栓塞栓、器質化肺炎 
•  とりわけ結節性の陰影は真菌肺炎を疑わせる 

Clear chest  

UP TO DATE, Pulmonary complications after allogeneic hematopoietic cell transplantation 

CXPでは3日ほど遅れることも　早期診断にはCTが推奨される



びまん性肺胞陰影 区域性陰影 網状陰影 結節性陰影

ニューモチスシス 
CMV 
RSV 
インフルエンザ 
アデノウイルス 

細菌性 
レジオネラ 
RSV 
インフルエンザ

ノカルジア アスペルギウス 
その他の真菌 
結核 
ノカルジア

南山堂, 免疫不全患者の呼吸器合併症



cytomegalovirus

びまん性肺胞陰影
normal

diffuse alveolar 
hemorrhage 

発症時期も似てる 
BALで鑑別できる

UP TO DATE, Pulmonary complications after allogeneic hematopoietic cell transplantation 



非区域性のすりガラス状陰影

肺門部優位の浸潤影
•  小葉間隔壁の肥厚 
•  メロンの皮状 
•  crazy-paving shadow 
　（不揃いな敷石状）

肺胞蛋白症

“bat-wing” 



Air Crescent Sign
アスペルギウスに特徴的

Differential Diagnosis 
•  Cavitating neoplasm 
•  TB 
•  Nocardiosis 



発症のタイミングと背景と画像で 
何が疑われるかを予測してカバーしよう！！



Infection 
 

Non-infection 



N=71

DAD:diffuse alveolar damage

Pulmonary Complications in Adult Blood and Marrow Transplant Recipients * : Autopsy Findings Chest 2005;128;1385-1392 

27

69

Infection NonInfection<



Pulmonary complications after T-cell-depleted allogeneic stem cell transplantation: low incidence and strong association 
with acute graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplantation (2006) 38, 561–566 �

幹細胞移植後の肺合併症　61/369人

21 

40

Infection NonInfection<



- Idiopathic pneumonia syndrome 
- Diffuse alveolar hemorrhage 
- Connective tissue disease 
- Organizing pneumonia 
- Malignancy 
- Pulmonary alveolar proteinosis 
- Pulmonary cytolytic thrombi 
- Pulmonary veno–occlusive disease 
- Drug toxicity and radiation pneumonitis 
- Airflow obstruction and bronchiolitis obliterans

 

- Pulmonary edema 
- Engraftment syndrome 
- Hyperacute and acute graft-versus-host disease 

UP TO DATE, Pulmonary complications after allogeneic hematopoietic cell transplantation 

Preengraftment period 

Post hematopoietic cell engraftment 



 

- Pulmonary edema 
- Engraftment syndrome 
- Hyperacute and acute graft-versus-host disease 

Preengraftment period 

•  発症は移植後7-11日 
•  CTで両側スリガラス陰影 
•  症状は急性GVHDに似てるが、
皮膚生検で区別がつく

•  超急性はかなりまれ 
•  急性GVHDは移植後2-6週間 
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- Idiopathic pneumonia syndrome 
- Diffuse alveolar hemorrhage 
- Connective tissue disease 
- Organizing pneumonia　(BOOP) 
- Malignancy 
- Pulmonary alveolar proteinosis 
- Pulmonary cytolytic thrombi 
- Pulmonary veno–occlusive disease 
- Drug toxicity and radiation pneumonitis 
- Airflow obstruction and bronchiolitis obliterans

Post hematopoietic cell engraftment 

•  移植後3－4週目 
•  喀血は少ない 
•  BALのブロンコでみつかる

•  発症までの中央値は19日 
•  診断はBALで 
•  死亡率は70％ 

IPSの一種

•  まれ 
•  呼吸検査で
閉塞性障害 

IPSの一種 
BOと似てる
が予後良好

UP TO DATE, Pulmonary complications after allogeneic hematopoietic cell transplantation 

•  BALで米のとぎ汁状 
•  画像も特徴的 
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•  まれ 
•  呼吸検査で
閉塞性障害 

•  BALで米のとぎ汁状 
•  画像も特徴的 

ステロイド



多くの治療はステロイド 
感染性疾患があるかどうかの判断が重要



どうアプローチしていく？



Noninfectious pneumonitis after blood and marrow transplant. Current Opinion in Oncology 2008, 20:227–233 �

l  CXPやCTで診断がつかない 
l  Empiric therapyで改善見られず 
l  新たな浸潤影の出現



Bronchoalveolar lavage in the diagnosis of pulmonary 
complications of bone marrow transplant patients

Bone Marrow Transplantation (2000) 25, 975–979�

BMT後患者の肺合併症に対するBALの有用性は？

DESIGN   : Retrospective review. 
 
SETTING : The University of Texas MD Anderson Cancer Center,  
                                                              Houston, Texas, USA 
 
PATIENTS: BMT後の肺合併症の診断のためにBALを行った89人の患者 
 

BALは主に新たな肺浸潤影がでたことで適応 



BAL　延べ回数124回  / 89人
42%　診断がついた 

一時的に酸素化が悪くなる以外の合併症はなし

BALは診断に有用である 
とりわけInfectionとDAH

CVC

CVC



他の同様の文献では

平均54％で診断がついている 

積極的なBALは診断に有効



Open lung biopsy in bone marrow transplant 
recipients has a poor diagnostic yield for a 

specific diagnosis
Transpl Infect Dis 2002: 4: 80-84 �

BMT後患者に肺生検をした結果どうであったか？

DESIGN    : Retrospective review 
 
METHODS: The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center 
　　　　　1998―1999にBMT後患者で肺生検を受けた12人 



BMT　1205人 12人(1％) 肺生検

•  治療に影響する結果はでなかった 
•  5/12　生検後21日で死亡(1-42)



Pulmonary Nodular Lesions in Bone Marrow 
Transplant Recipients 
Impact of Histologic Diagnosis on Patient Management and Prognosis

Am J Clin Pathol 2004;121:205-210 �

BMT後患者の結節性浸潤影に対して肺生検の有用性は？ 

DESIGN    : Retrospective review. 
 
METHODS: the Blood and Marrow Transplant database  
                                     at the University of Minnesota, Minneapolis 
 
PATIENTS:1993- 1998 BMTを受けた1228人 



•  BALでは陰性だったFungal infection を検出 
•  しかし3人は肺生検後1週間以内に死亡 

BMT　1228人 
 

　局所浸潤影　88人(7.1％)　 
肺生検　　　　42人(47％) 
診断がついた　33人(78％)



今日のまとめ

l  感染があるかないかの判断が重要 

l  まずは時期と画像所見でempiric therapyを 

l  BALを積極的に早期に施行するのがよさそう 

l  肺生検はかなり症例を選ぶ必要がある


