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大橋病院外科における間質性肺炎合併肺癌治療の経験
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東邦大学医療センター大橋病院外科

要約：東邦大学医療センター大橋病院外科における，2010 年 1 月から 2019 年 12 月までの原発性肺癌手
術症例は 293 例で，間質性肺炎合併肺癌症例は 23 例（7.8%）であった．1 例を除きすべて男性で，平均年
齢は 74.7 歳．全例で喫煙歴を認め，平均の Brinkman

index（BI）は 1130.7 であった．発生部位は右側 13

例で左側 10 例，上葉 11 例，中葉 1 例，下葉 11 例．組織型は腺癌 9 例，扁平上皮癌 13 例，分類不能の非小
細胞肺癌 1 例であった．術式は葉切除 10 例，部分切除術 11 例，縦隔鏡 2 例で，手術時の病期分類は IA 期
が 3 例，IB 期が 9 例，IIB 期が 3 例，IIIA 期が 5 例，IV 期が 3 例であった．全例術前急性増悪歴認めなかっ
たが，術後急性増悪を 2 例（8.7%）で経験し，いずれも死亡（術死 1 例，在院死 1 例）した．リスクスコア
を活用して，不幸な転帰となる症例をいかに減らしていくかが，今後の課題と考えている．
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はじめに
急性増悪や重篤な合併症を起こす可能性があるため，間
質性肺炎合併肺癌患者に対する治療選択は熟慮が必要であ
り，特に手術療法は周術期に発症すると即術死につながる

で発表する機会を得られたので，東邦大学医療センター大
橋病院外科における，間質性肺炎合併肺癌治療の現状を報
告する．

当科における治療指針

ため，常に慎重な選択をおこなうことが必要である．間質

当科では，呼吸器内科および病院病理部・放射線科との

性肺炎は肺癌を合併する頻度が高く，とくに特発性肺線維

カンファレンスを週 1 回開催しており，間質性肺炎合併肺

症（ldiopathic pulmonary fibrosis：IPF）は 5〜15％ 程度

癌症例があれば，その都度治療方針を検討している．そし

肺癌を発症し，肺癌を罹患する相対リスクは一般人の 7〜

て手術可能である場合には，選択施行している．

１）

14 倍とされている ．また，手術対象となる患者のうち，

その中の治療選択の指針として，日本呼吸器外科学会が

おおよそ 5％ はなんらかの間質性肺炎を合併しているとの

提案した，7 つの因子を用いた多変量解析のオッズ比をも

報告もある２）．

とにしてリスクスコアを使用している３）．内容としては急

今回，第 155 回東邦医学会例会シンポジウムにて，
「東邦

性増悪の既往：無し 0 点/有り 5 点，術式：部分切除 0 点/
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Fig. 1

Postoperative changes in inflammatory parameters
POD: Postoperative day
PSL: Prednisolone
MEPM: Meropenem

pattern 4 点，性別：女性 0 点/男性 3 点，術前ステロイド

あった．

投与歴：無 0 点/あり 3 点，KL-6：1000 U 以下 0 点/1000

術後急性増悪死亡症例報告

U 以 上 2 点，％VC：80％ 以 上 0 点/80％ 以 下 1 点，と し
て，これらを足し合わせたものがスコアとなる．スコア 0〜

残念ながら肺癌術後に間質性肺炎急性増悪にて死亡した

10 では急性増悪の予測発症率は 10％ 以下，スコア 11〜14

症例を経験した．今後の知見に役立てたいと考え報告する．

では 10〜25％，スコア 15 以上では 25％ 以上と予測され

患者：80 歳，男性

る．

主訴：左肺異常陰影

当科の現状
2010 年 1 月から 2019 年 12 月までの原発性肺癌手術症
例は 293 例で，このうち間質性肺炎合併肺癌症例は 23 例

現病歴：25 年前から狭心症および高血圧にて，当院循
環器内科通院中，2019 年 2 月に胸部 CT で右肺下葉に異
常影指摘．3 月の CT にて増大傾向認めたため，4 月当科
依頼．
既往歴：8 年前食道癌（化学放射線療法のみ）

（7.8%）であった．内訳は男性 22 例：女性 1 例で，平均年

喫煙歴：20 本/日，47 年間，BI：940．13 年前より禁煙．

齢は 74.7 歳（5288 歳）
．全例で喫煙歴を認め，平均喫煙

入院時現症：身長 166.5 cm，体重 63 kg，体温：36.4℃，

本数は 24.8 本（10-70 本）で，平均喫煙年数は 48.3 年（2070 年），平均 Brinkman index（BI）は 1130.7（460―2000）
であった．発生部位は，右側 13 例で上葉 4 例，中葉 1 例，
下葉 8 例，左側 10 例で上葉 7 例，下葉 3 例であった．組

脈

拍：79 回/分，血

圧：136/64 mmHg，SpO2：98％

（room）．意識清明，独歩可能，呼吸苦なし．
入院時検査所見：WBC：6900/mm3，CRP：0.58 mg/dl，

織型は腺癌 9 例，扁平上皮癌 13 例，分類不能の非小細胞

Hb：12.7 g/dl，LDH：530 U/L，KL-6：405 U/ml，CEA：

肺癌 1 例であった．術式は葉切除 10 例，部分切除術 11 例，

4.8 ng/ml，CYFRA：2.7 ng/ml，Pro-GRP：74.1 pg/ml

縦隔鏡 2 例で，手術時の病期分類は IA 期が 3 例，IB 期が
9 例，IIB 期が 3 例，IIIA 期が 5 例，IV 期が 3 例であった．
全例術前急性増悪歴認めなかったが，術後急性増悪を 2

肺機能検査：％VC：101.1％，FEV 1.0% G：74.78％，
FEV1.0：2.55 L，DLCO：36.0％
胸部 X 線写真：明らかな異常陰影指摘されず．

例（8.7%）で経験し，いずれも死亡（術死 1 例，在院死 1

胸部 CT 検査：右肺下葉 S7 に最大径 24 mm の辺縁不整

例）した．また，術後 5 年未満経過の生存症例や消息不明

な結節影を認める．背景肺は上葉中心の気腫性変化や，肺

症例をのぞいた 14 例の予後については，1 年生存率 64.3％

底部優位の間質性変化あり．他臓器に明らかな転移なし．

（9 例），2 年 生 存 率 50.0％（7 例）
，3 年 生 存 率 28.6％（4
例），4 年生存率 14.3％（2 例）
，5 年生存率 7.1％（1 例）で

また間質性肺炎の急性増悪歴はなかった．
以上より 2019 年 4 月手術施行，右肺下葉肺底区に表面
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白色調に変化した胸膜陥入伴う結節を認めた．当初肺機能

しまった．開胸法選択していれば，低減できた可能性があっ

温存考慮して胸腔鏡下部分切除開始したが，線維化による

た．また間質性肺炎急性増悪時における呼吸管理開始が遅

硬化のため自動縫合器による肺挫滅および出血を認めた．

れてしまったことも，不幸な転帰につながってしまった一

幸い術中呼吸状態安定していることから，術式を右肺下葉

因であると考えた．痛恨の極みであったが，多くのことを

切除術に変更した．手術時間 6 時間 29 分，出血量 300 ml．

学ばせていただいた．

病理結果は扁平上皮癌で臓側胸膜への浸潤（pl1）と肺内
リンパ節への転移を認めたため病期分類は pT2a，N1，M
0，Stage IIB であった．

ま と め
当科における間質性肺炎合併肺癌治療の現状および症例

術後経過を図表に示す（Fig. 1）
．術翌日は呼吸状態問題

を報告した．間質性肺炎と喫煙は密接な関係にあると言わ

なく，ICU から一般病棟へ上がったものの，術後 2 日目

れているが４），当科の症例でも全例喫煙歴があり，喫煙と

より労作時の呼吸苦・SpO2 低下を認め酸素投与を開始し

関連が強い扁平上皮癌が多く，予後もやや悪い結果が出た．

た．術後 3 日目に胸部 CT 施行．網状影増悪あるが，明ら

このような成績の悪い間質性肺炎合併肺癌の手術に対して

かな間質性肺炎の急性増悪ではなく，KL-6 や LDH の上

は，リスクスコア等を活用して，不幸な転帰となる症例を

昇も認めなかった．念のためステロイドミニパルスとして

いかに減らしていくかが，今後の課題と考えている．

プレドニゾロン（PSL）を術後 4 日目より 3 日間投与した
後は，呼吸器内科に相談したうえで PSL 中止として抗菌
薬のみで経過を見ていた．術後 8 日目に胸部 CT 施行した
が，大きな変化は認めなかった．
しかしながら，術後 13 日目夜間より SpO2：50% 台と低
下し呼吸苦増悪出現．胸部 X 線写真にて浸潤影増悪を認
め て お り，HCU に 転 棟 し 非 侵 襲 的 陽 圧 人 工 呼 吸 療 法
（NPPV）として Bi-PAP 装着，プレドニゾロン投与再開
とした．術後 14 日目に一度離脱も術後 16 日目に増悪し再
装着．この時点で気管内挿管施行考慮も本人家族は希望さ
れなかった．術後 17 日目さらに呼吸状態悪化したため気
管内挿管施行した．しかしながら施行直後に突然徐脈傾向
になり心停止したため，直ちに蘇生処置を試みるも回復せ
ず，家族同意の上で死亡確認となった．病理解剖は希望さ
れなかった．
今回の反省点としては，肺部分切除術にて胸腔鏡下手術
を選択したが，肺の圧排不良にて肺挫滅と出血を起こして
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