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第295回: 縱隔原発と考えられ気管狭窄をきたした肺癌の症例
(H22.9.24)

三藤　久 (主治医・司会，呼吸器内科学)，真木　幸代 (受持医，呼吸器内科学)，

松本　育宏，三島　孝仁 (研修医)，岩渕　啓一 (病理学)

臨床経過及び検査所見

症　例

　57歳男性。入院期間; ○/○/○〜○/○。職業; 電力会

社勤務

主　訴: 呼吸困難

生活歴

　喫煙歴; 30本/日，40年間。飲酒歴; 2合/日，35年間

家族歴: 特記事項なし

既往歴: 蓄膿症 (30歳時手術)

現病歴

　○○年○月上旬より，嗄声出現。○月初旬，近医を

受診し左反回神経麻痺が疑われ，CTで気管左側に接す

る4.5 × 2.5 cm大の縱隔腫瘍を認めた。悪性リンパ腫

が疑われ，○月○日，当院紹介受診。Gaシンチでは，

取り込み低く，悪性リンパ腫は否定的と考えた。○月

○日，EUS下の縱隔生検の目的で北里東病院に入院し

たが，気道狭窄による呼吸困難のため生検は行えず当

院に転院。○月○日，○○大学病院に気管内ステント

留置目的で救急搬送され，○月○日，硬性鏡で，ステ

ントを気管狭窄部に挿入。この時，壁外性圧排像が認

められる病変部より生検された。その後，外来にて精

査をつづけられていたが，徐々に喀痰が増加し，レン

トゲンで腫瘤の増大を認めた。○月○日，夜間に掻痒

感が出現し，救急外来を受診し，緊急入院。ステロイ

ドパルス療法を施行し，皮疹の原因は不明であったが

全身状態は回復。その後，ステント挿入時に採取した

病理組織にてadenocarcinomaと診断。肺腺癌，縱隔型

TXN3M0 stage IIIbと診断。○月○日よりCDDP (80 mg/

m2) + VNR (20 mg/m2) で化学療法を開始し計4コース施

行 (①○/○，②○/○，③○/○，④○/○)。同日より放

射線治療も開始し，○月○日までtotal 54 Gy施行した。

治療効果はPRで，その後，外来で経過観察されていた

が，○月上旬に頸部の発赤，腫脹あり，頸部の蜂巣織

炎が疑われ，抗生剤で治療した。○月○日のレントゲ

ンで両側肺野に結節影が出現。○月下旬より呼吸困難

が出現し，○月○日，外来を受診したところ，右胸水

の貯留あり，緊急入院した。

入院時現症

　意識; 清明，身長; 168 cm，体重; 61 kg，血圧; 108/74

mmHg，脈拍; 110回/分・整，体温; 35.8℃，SpO2 90.2%

(room air)，眼瞼結膜; 貧血あり，眼球結膜; 黄疸なし，

口腔粘膜; 異常なし，咽頭; 発赤なし，表在リンパ節; 右

頸部リンパ節腫脹，甲状腺; 腫脹なし，胸部; 心音−

純，心雑音なし，呼吸音; 右中〜下肺野で呼吸音低下，

腹部; 平坦，軟，グル音正常，四肢; 浮腫 (-)，血管雑

音; なし

入院時検査

(血算) WBC 11,900/μl (Neut 92.9%，Eosino 0.1%，Lymph

3.4%，Mono 3.6%，Baso 0.0%)，RBC 4.11 × 106/μl，

Hb 12.5 g/dl，Ht 38.3%，PLT 27.4 × 104/μl

(凝固) PT-T 11.4 sec，PT-INR 1.02，APTT 31.5 sec，

FIB 668 mg/dl

(生化学) TP 6.6 g/dl，Alb 3.0 g/dl，T.Bil 0.4 mg/dl，GOT

26 IU/l，GPT 35 IU/l，ALP 275 IU/l，LDH 222 IU/l，

CPK 22 IU/l，BUN 16 mg/dl，Cr 0.57 mg/dl，UA 5.1

mg/dl，Na 139 mEq/l，K 4.3 mEq/l，Cl 101 mEq/l，

Ca 11.2 mg/dl

(免疫血清) CRP 17.85 mg/dl

(その他) KL-6 358 U/ml

(動脈血) pH 7.496，pCO2 39.3 Torr，pO2 53.1 Torr，

HCO3
- 29.7 mmol/l，BE 6.1 mmol/l，SO2 90.2%

(胸部X-p) CTR %，CP-angle

(心電図) 洞調律，心拍数 112/分，正軸

入院後経過

　入院後，胸腔穿刺を行い，胸水をドレナージしたが

胸水は増加するため，○月○日に胸腔鏡を施行。胸腔

内は癒着が強く，開窓しドレーンを留置した。また，

○月○日より炎症反応の上昇を認めフルマリン (1 g ×

2) の投与を開始するも効果なく，○月○日よりオメガ

シン 0.3 g × 2に変更して経過をみていた。しかし，

○月○夕方よりwheezeが著明となり，その後CO2ナル

コーシスとなった。胸部レントゲンでは縦隔周囲の浸

潤影，気道狭窄の増悪がみられた。クリンダマイシン
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600 mg × 2，プロジフ 100 mg × 1を追加するも呼吸不

全の増悪を認め，○月○日午後○時○分に死亡確認し

た。

臨床診断

#1. 肺腺癌

#2. 縦隔炎

臨床上の問題点

1. 縱隔原発の肺癌 (腺癌) で診断は正しかったのか？

2. 化学放射線治療の治療効果は？

3. ステント周囲の病状はどうであったのか？

4. ○/○の炎症反応の上昇に対して抗生剤を使用し改善

に乏しかったが，縦隔炎ではなく癌の悪化だったの

か？

病理解剖所見

A. 主病変
悪性中皮腫 (右胸膜原発／低分化な上皮型中皮腫，疑い)

発症から死亡まで，約11か月の経過

1. 剖検時，右肺のほぼ全体が灰白色調の厚い腫瘍組織

で覆われており (図1)，一部は壁側胸膜を巻き込んで

double layerとなっている (図2)。腫瘍は連続性に縦隔

側へ，さらに上方へと伸び出して気管周囲に腫瘍塊

を生じている (気管には6 cm長にわたって，stentが

装着されていた) (図3)。また肺内にも腫瘍結節が形

成されていた。

2. 組織学的には，紡錘形細胞の束状増生が主体で，細

胞の多型性は目だたないが多くのmitosisが観察され

る。はっきりした上皮様配列はみられない (図4〜

7)。

　免疫染色: CK (+)，vimentin (+)，TTF-1 (-)，S100 (-)

その他，リンパ球系，neuroendocrine系，

種々の非上皮系マーカー (-)

中皮腫マーカー; calretinin，HBME-1，

図3 図4

図1 図2
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　D2-40がweakly (+)，WT-1，CK5/6 (-)

3. 遠隔転移; 肝，左肺，右副腎，傍膵リンパ節

4. 生検; #XX-YYYYY (○○医大にて)→当院にて再診

断; carcinoma (図4)

    細胞診; #XXX-YYYYYなど，3回施行するもnegative

5. 治療; 化学療法CDDP + VNR 4コース，放射線 54 Gy

B. その他の所見
1. 肝，高度の脂肪変性 2,070 g

2. 腎，尿細管上皮の変性・壊死 (190/200 g)

3. 左肺，軽度のうっ血・水腫

4. 前立腺肥大，中等度

5. 憩室症，上行結腸

6. 正細胞性骨髄

7. 身長 173 cm，体重 63 kg

コメント

　○○年○月嗄声にて発症，画像検査にて縦隔腫瘍が

見いだされ，さらに気管の周囲にも急速な腫瘍の増大

がみられた症例。生検の結果からadenocarcinomaとし

て化学・放射線療法が行われたが，○○年○月，呼吸

不全にて死亡となった。剖検では，右肺を取り囲む厚

い腫瘍組織が認められ，そこから連続性に縦隔側，さ

らに上方へと進展して，ステントが装着された気管の

周囲はsolidな腫瘍塊となっていた。このようなマクロ

所見は胸膜発生の悪性中皮腫を強く示唆するが，しか

し腫瘍の組織所見は，細長いspindle cellの比較的単調な

増殖パターンが主体であり，むしろ何らかのsarcomaを

考えさせるものであった。一方，免疫組織化学では

CK +，vimentin +の共発現が認められ，さらにcalretinin，

HBME-1，D2-40にfocalな陽性像が得られた。中皮腫

の組織像としては著しくunusualではあるが，低分化な

malignant mosotheliomaの特殊型であろうと推定した。

司会者のコメント

　本例は病変部が縦隔に限局しており，病理診断のた

めの検体採取がむずかしい病状であった。病状の進行

も早く，食道超音波内視鏡検査の準備をしている間に

気管狭窄が生じ，やむなく○○大学病院呼吸器内科に

て気管内ステント留置を行った。ステント留置時に気

管腔内に認められた粘膜病変を採取し，病理診断を

図7

図6図5
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行ったところ未分化な上皮系悪性腫瘍が疑われたが，

確定には至らなかった。PET等の画像診断より縦隔発

症型の非小細胞肺癌として扱うこととし，化学放射線

療法を施行。PRの治療効果が得られたが，治療後治療

部位の気管欠損が生じ，縦隔から皮下に感染を繰り返

す後遺障害が生じた。治療終了後約3か月後に原発巣お

よび両側肺野，右胸膜に再発したが，当初は気管欠損

にともなう縦隔炎，胸膜炎および肺炎との鑑別が困難

で，局所麻酔下胸腔鏡検査を要する状況であった。臨

床経過を振り返り，発症時から死亡時まで診断に苦慮

する症例であった。CPCにおいても病理診断には苦慮

する症例で，死亡時の病巣の広がり，免疫組織染色の

結果より，あえて診断を下すとすれば，悪性中皮腫が

考えられるという結果であった。縦隔に腫瘤を形成す

る悪性腫瘍では，時に本例のように診断に苦慮し，取

りあえず非小細胞肺癌として治療を行うことがある。

現在は超音波気管支鏡による縦隔リンパ節生検が可能

となり，本例のような症例に対して検体を採取するこ

とができるようになったが，検体の大きさは小さく，

病理解剖でも診断を確定できない本症例の診断はやは

り困難であったと考える。また，気管ステント留置例

に化学放射線療法を行った場合，本例のように治療部

位の気管の再生が起こらないと縦隔炎を繰り返す後遺

症が生じることがあることを学んだ。今後の課題とし

て，縦隔にのみ病巣が認められる症例に対する検体採

取法の改善，病理診断法のより一層の進歩，気管ステ

ント留置例に対する適切な治療法の検討が必要である

と考えられた。さらに，当院においても気道内ステン

ト留置をはじめとする呼吸器インターベンションが行

えるようにしていくことも必要であると考えた。


