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　北里大学東病院CPC 北里医学 2014; 44: 54-58　

第70回: パーキンソン病経過中に早期胃癌を合併した一症例
(H25.7.19)

浦野　義章 (主治医・司会，神経内科学)，金子　厚 (受持医，神経内科学)，

大部　誠 (病理学)

臨床経過及び検査所見

症例: 72歳，男性

現病歴

　○○年頃 (41歳時) より歩行時に左下肢を引きずるよ

うになり，徐々に動作が緩慢になった。○○年○月○

日に北里大学病院を紹介受診し，安静時振戦，筋固

縮，仮面様顔貌を認め，Parkinson病と診断された。L-

dopaで改善は認めたものの，その後徐々に無動・固縮

の増悪を認めた。○○年東病院受診時にはYahr IV程度

であり，wearing-offも認められた。○○年秋より幻

視，認知症が出現しセロクエルが追加され，また同時

期よりWearing-offや薬剤誘発性dyskinesiaが目立つよう

になり，Off時には寝たきりの時間が多くなった。○○

年○月より幻覚がさらに増悪し，○○年○月より薬剤

調整目的に入院した。メネシットを減量し (300 mg 5

×)，ベルマックスをレキップに変更し，抑肝散を追加

した。しかし同年○月より一日中幻視を認め，夜中に

大声で騒ぐようになり，再度入院し調整を行った。入

院後ADL低下が著しく，自力での食事接種が不可能と

なり○○年○月○日に胃瘻を増設した。胃瘻造設の際

の検査で早期胃癌 (adenocarcinoma) が発見されたが，

全身状態より手術適応はなく，治療は行わず経過を見

る方針となった。幻覚はその後も制御困難であり，ア

ゴニストを中止し，メネシット700 mg，コムタン800

mgとしたが，ADLは低下しYahr Vとなった。

　○○年○月，○月，○月に誤嚥性肺炎にて入院し

た。○月の入院時に小球性貧血を認め，胃瘻からコア

グラ様の出血が認められ，胃瘻からの出血が考えられ

た。○○年○月○日胃瘻の脇から茶褐色の血液流出を

認めたが，しばらくして止まったため，胃瘻からの経

管栄養は継続していた。○月○日になり再度胃瘻の脇

から血液流出認め，減圧チューブ挿入後，同様の物が

排出された。○時頃，茶褐色の嘔吐があり，苦しそう

な様子であったため，救急車を要請し，当院に搬送さ

れた。胃癌からの出血と考えられ，また嘔吐による誤

嚥性肺炎の可能性も否定できないため，同日入院した。

既往歴

　○○年○月内視鏡検査で早期胃癌 (adenocarcinoma)

が発見された。全身状態より手術適応はなく，また家

族の希望もなく，治療は行わず様子を見ることとなっ

た。

　甲状腺腫瘤は○○年○月のCTにて指摘，経過観察し

ていた。

入院時現症

Vital: BT 36.6，BP 103/68，HR 115，SpO2 98% (酸素6 l)

　呼名に反応あり。追視あり。発語あり。のどの奥か

らやや血性な唾液・痰が時々あふれている。

肺: 全肺野でラ音聴取，痰がらみあり。

腹部: 胃瘻周囲がやや腫脹しており，やや硬く弾性がある。

神経所見

　従命が入らない状態，高次脳機能については評価不

可能。

脳神経: 眼裂左右差なし，眼位正中，瞳孔両側5 mm，

正円同大，対光反射迅速。

運動系: 筋緊張，上肢; 固縮 (右 < 左，左上肢では歯車

様固縮)，下肢; 両側固縮，不随意運動なし。

知覚: 評価不可能。

反射: 下顎; -，上腕二頭筋; +/+，上腕三頭筋; +/+，腕

橈骨筋; -/-，膝蓋腱; -/-，アキレス腱; +++/+++，

Hoffmann; +/+，Tromner; +/+，Babinski; +/+，

Chaddock; +/+，手掌頤反射; +/+，把握反射; +/+，吸

引反射; +/+，口尖らし反射; +，膝クローヌス; -/-，

足クローヌス; +/+

協調運動: 評価不可能

髄膜刺激症状: 固縮のため評価不可能

起立歩行: 寝たきりの状態

入院後経過

#1. 進行胃癌 (肺転移，骨転移)，#2. 小球性貧血，#3. 胸

水，腹水貯留

　入院時に胃癌の原発巣からの出血が疑われ，Hb 6

mg/dlまで低下していた。輸液管理，鉄剤投与にて一時

Hbは11 mg/dl台にまで上昇を認めたが，胃瘻からの出

血はしばしば認めていた。○月○日のフォローの腹部

CTでは胸骨，腸骨に骨転移と考えられる所見を認め

た。また次第に胸水，腹水貯留が著明となり，努力性

の呼吸様式となっていた。○月○日に腹水穿刺施行し
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た。腹水穿刺の結果では，細胞診においてがん細胞は

認められず，また腹水の定性検査においても，癌性腹

水の所見は認めなかった。腹水の原因は低Alb血症に

よる漏出性腹水が考えられた。その後○月○日までは

Hb 9〜10 mg/dl台で経過していたが，○月○日の採血

でHb 7.8 mg/dlまで低下を認め，胃瘻からの出血量も増

加してきていた。○月○日午前○時頃より，SpO2の低

下を認め，酸素10 l使用もSpO2の上昇認めず，午前○

時○分に死亡確認した。

#4. パーキンソン病

　入院後は内服薬中止とし，ドパストン100 mg/dayで

症状に著変なくYahr Vの状態で経過していた。胃瘻か

らの出血が落ち着いたため，10月10日より，メネシッ

ト100 mg3T3X，コムタン100 mg3T3Xの胃瘻からの内

服を再開した。病状に著変は認めなかった。○月○日

に胃瘻からの出血量の増加認めたため，再び内服は中

止として，ドパストン50 mg/day開始していた。

#5. 発熱，炎症反応高値

　入院時発熱，炎症反応高値，嘔吐認めたため，誤嚥

性肺炎を考え抗生剤治療を開始した。その後も発熱，

炎症反応の沈静化と悪化を繰り返し，その度に抗生剤

治療を行った。

剖検所見

A-I. パーキンソン病
1. マクロ所見: 脳重量1,270 g (図1)，中脳黒質・橋青斑

核色素脱失 (図2)，前頭葉・側頭極萎縮

2. 組織所見

1) 中脳黒質・橋青斑核メラニン含有神経細胞脱落

図3

図1

図2
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2) Lewy小体: 中脳黒質，橋青斑核，Meynert核，視床

下部に散在 (図3)。α-synuclein陽性 (図4)

3) 神経細胞内α-synuclein陽性球状体: 迷走神経背側

核，大脳皮質 (前帯状回，前頭回，側頭回，中心

前回，内側後頭側頭回)

4) Tauタンパク蓄積神経細胞: 海馬 (多数)，扁桃核

(多数)，前頭回 (散在) (図5)

A-II. 進行胃癌
1. ○○年○月○日胃生検 (XXX-YYYYYY): adenocarcinoma

2. 剖検時所見

1) マクロ所見: 体上部〜下部，小弯を中心として前

図5

図4

〜後壁に及ぶ約15 × 9.5 cm大の巨大な3型腫瘍。

表面に出血を伴い，血性胃内容130 g (図6)

2) 組織所見: 中分化 > 低分化相当の腺癌 (図7)。type

3，pT4・SI，tub2 > por，INFc，ly3，v3

3) 浸潤・転移

・直接浸潤: 食道壁 (7 cm長)，肝・十二指腸靱帯，

脾門部，肝門部結合織，膵 (図8)，両側副腎周囲

・臓器転移: 両側肺 (多発，最大4 × 4 cm) (図9)，肝

左葉1.2 × 0.8 cm，門脈枝腫瘍塞栓多発)，副腎 (2

× 0.8 cm大)，骨髄 (Th7-9，胸骨，顕微鏡的)，脾

(顕微鏡的)

・癌性リンパ管症: 両側肺，主として胸膜 (図9右)。

北里大学東病院CPC (第70回)
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図8

図7

図6
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気管支壁や小葉間結合組織内にも認める。

・リンパ節転移: 胃周囲，脾周囲，肝門部，後腹膜，

鼠径，気管周囲，気管・気管支分岐部

B. 随伴病変
1. 胸水: 左800 ml，右500 ml

2. 左室拡大: 280 g，冠状動脈硬化: 軽度，左前下行枝:

約50%，左回施枝: 約30%硬化性狭窄

3. 腎: 集合管石灰円柱，散在

4. 慢性膀胱炎

C. その他の所見
1. 甲状腺右葉濾胞腺腫: 3.6 × 2.7 cm大，!胞変性を伴

う (図10)。

2. 大動脈粥状硬化: 軽〜中等度

3. 前立腺肥大

4. 精巣萎縮: 高度

5. 胃瘻造設後の状態

6. るいそう: 身長165 cm，体重45 kg

コメント

　剖検時，癌性リンパ管症を伴う多発肺転移，胸水貯

留を認め，これによる呼吸不全が死因となった。

図10

図9
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