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当番教室企画（第 152 回東邦医学会例会）
総

説

当院における呼吸器外科手術の現状と課題
長島
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平沼
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1）

東邦大学医療センター佐倉病院外科
2）

東邦大学医学部臨床腫瘍学講座

要約：東邦大学医療センター佐倉病院では，年間に約 100 例の呼吸器外科手術を施行している．大部分の
肺癌症例で，胸筋温存の小開胸を併用した低侵襲な鏡視下手術を選択している．呼吸器内科，放射線科，病
理部と共同で，遺伝子プロファイル，免疫染色の情報を基盤に個別化肺癌診療を実践している．若年発症の
自然気胸は 3 ポートの完全鏡視下手術，高齢者の肺気腫に合併した続発性気胸は，安全に癒着剥離を行うた
めに小開胸併用・鏡視下手術を行っている．ブラやブレブを含む気腫性肺を切除し，広範囲に胸膜を補強す
ることによって，高齢者の難治性気胸も術後の再発を認めず，良好な治療成績が得られている．佐倉病院が
千葉県の印旛二次医療圏を中心に，呼吸器外科領域の診療，研修，研究をより充実させていくために，東邦
大学全体での人材交流，研修プログラムの整備，多施設臨床試験，共同研究などの取り組みを，さらに推進
していきたいと考えている．
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呼吸器外科手術の動向
東邦大学医療センター佐倉病院における 2008 年から

呼吸器外科の診療体制
2008 年から 2 年間は，4 人体制で呼吸器外科の診療を実

2017 年までの呼吸器外科手術症例数の推移を図 1 に示す．

施していたが，1 名の退職者，1 名の大学院進学，さらに

2011 年以降，呼吸器外科手術の総数は年間 100 例前後，

1 名は他の業務に追われることにより，2010 年からの数年

肺悪性腫瘍，気胸手術は各々 40 例前後である．ここ数年，

間は，1 名の呼吸器外科医と外科後期研修医のローテー

当院の呼吸器内科への新規肺癌の紹介患者は増加してい

ションだけで年間に約 100 例の呼吸器外科手術を行わなけ

る．約 50% が stage IV であり，手術適応とならない症例

ればならない事態となった．2012 年からは 1 名が大学院

も多く含まれているが，潜在的には肺癌の手術症例の増加

を卒業し復職し，その後は 2 名体制で診療が行われるよう

が見込まれている．また近年は，根治手術が不可能な進行

になった．2018 年には再び 1 名が退職することとなり，1

肺癌で，気管支鏡検査や CT ガイド下生検で EGFR，ALK，

名＋α の体制になってしまったため，一時的に診療を縮小

ROS1，PD-L1 等の遺伝子診断，免疫染色を実施するため

せざるをえなかった．7 月からは，東邦大学医療センター

の十分な組織が確保できなかった場合に，ドライバー遺伝

大森病院呼吸器外科学講座からの支援により，2 名＋α の

子変異の確認，免疫チェックポイント阻害薬の効果予測の

体制が復活し通常通りに呼吸器外科診療が行えるように

目的で，呼吸器内科から鏡視下手術による腫瘍生検（腫瘍

なった．初期研修医，および佐倉病院の外科後期研修医の

切除）を依頼される症例も増加している．

ローテーションがあるものの，常に人的な要因に関しては
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ほか

呼吸器外科手術症例数の年次推移

厳しい状況が続いている．

肺悪性腫瘍手術
2008 年から 2017 年の 10 年間に肺悪性腫瘍に対して実
施された 416 例の手術のうち 357 例（86%）が鏡視下手術

気腫を基礎疾患に持つ高齢者の難治性の続発性気胸に大別
される．一部，女性の異所性子宮内膜症やリンパ脈管筋腫
症（LAM）に合併する続発性気胸の手術症例も経験する
が頻度は稀である．当院で施行された気胸手術のうち，24%
が 50 歳以上の症例で，最高齢は 88 歳であった．

で行われた．胸筋を温存し約 7 cm の後側方小開胸を併用

若年者の自然気胸に対しては，3 ポートの完全鏡視下手

した胸腔鏡手術を基本としている．肺動脈や肺静脈の処理

術を施行している．気胸の責任病変となっているブラ，ブ

を必要とする肺悪性腫瘍手術に関しては，安全性を最優先

レブを周囲の肺実質とともに自動縫合器で切除し，切除ラ

して完全鏡視下による手術は行っていない．周術期死亡は

インおよび周囲の胸膜をポリグリコール酸（PGA）シー

1 例もなかった．肺腺癌の全症例で EGFR 遺伝子変異の解

トと生体組織接着剤（フィブリノゲン加第 XIII 因子製剤）

析を行い，EGFR 遺伝子に変異が認められない症例に関し

で補強している．手術時間は 72 分（中央値），術後に胸腔

ては，ALK，ROS1 遺伝子の解析も追加し実施している．

ドレーンを抜去するまでに要する日数は 2 日間（中央値）

2018 年からは PD-L1 の発現も免疫染色で確認している．

であった．

呼吸器内科，病理部，放射線科，研修医，検査技師等が参

一方，50 歳以上の症例に関しては，肺気腫の基礎疾患

加する検討会で，個々の症例を詳細に分析し，遺伝子プロ

に加え，巨大肺嚢胞，間質性肺炎，陳旧性肺結核，転移性

ファイル，免疫染色の情報を基盤にした個別化肺癌診療を

肺癌，原発性肺癌，肺アスペルギルス症，膿胸，肺膿瘍，

実践している．昨年の当院における肺悪性腫瘍手術症例の

肺切除術後，胸膜癒着術後等，さまざまな合併症，リスク

平均在院日数は 13 日，1 日の診療単価の平均は 147,734 円

を伴う背景因子を有しており，呼吸機能，酸素化が低下し

であった．

ている症例も多かった．慢性炎症を生じている肺組織が，

気胸手術

胸壁や上縦隔の血管や神経へ強固に癒着している症例もあ
り，慎重な手術操作，術後管理が要求される．癒着剥離の

気胸手術の対象は，ブラの破裂が原因となって発症する

手術操作に関して安全性を担保するために，84% の症例

若年，大部分が男性の自然気胸の患者と，喫煙歴があり肺

は胸筋を温存し約 5 cm の後側方小開胸を併用した胸腔鏡
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手術を施行，残りの 16% は，癒着が軽度のことを確認し

研究「遺伝子多型検査によるテーラーメイド疼痛治療法の

3 ポートの完全鏡視下で気胸手術を行った．癒着を剥離し，

開発」
（代表研究者：東京都医学総合研究所精神行動医学研

気胸の責任病変のブラ，および周囲の気腫性肺を広く自動

究分野・池田和隆プロジェクトリーダー）に参加し，オピ

縫合器で切除した後，PGA シートと生体組織接着剤を用

オイド感受性の個人差を規定する遺伝子多型を解析し

いて広範囲の胸膜補強を行うことが基本術式である．術後

た３―５）．

は数日，ICU 管理とし，急性肺障害等の出現には厳重に

おわりに

監視を行った．手術時間は 121 分（中央値），180 分以上
を要した症例も 13% に認め，術後に胸腔ドレーンを抜去

東邦大学医療センター佐倉病院は，東邦大学の分院とし

するまでの日数の中央値は 6 日であり，若年者の自然気胸

て，また地域の基幹病院として，診療，研究，卒前・卒後

に対する手術よりも長期の入院期間が必要であった．

教育において，重要な役割を果たしている．原発性肺癌，

若年者の自然気胸に対する肺部分切除に用いた自動縫合

転移性肺癌，気胸，縦隔腫瘍等，呼吸器外科領域の手術は

器の長さの合計は 180 mm（中央値）
，50 歳以上の症例で

増加傾向であるが，千葉県北東部には呼吸器外科の緊急対

は 225 mm（中央値）であった．50 歳以上の肺気腫に合併

応が可能な診療機関が少なく，当院がより広域の医療圏を

する続発性気胸の方が，若年発症の自然気胸よりも広範囲

カバーできるよう，診療体制を整備していく必要がある．

に肺を切除しており，根治性を高めることができた要因の

また，外科医不足の中で，呼吸器外科を専攻する若手医師

1 つと考えている．手術操作，手術時間，術後経過等，若

の確保等，難題は山積している．今後，ますます，東邦大

年発症の自然気胸に対する手術と高齢者の肺気腫合併の続

学全体としての協力体制を維持し，人材交流，研修体制の

発性気胸の手術は，侵襲，難易度等，全く異なる手術であ

充実，臨床試験の実施等を積極的に推進していきたいと考

る．

えている．

気胸手術の全症例において，周術期の死亡例は 1 例もな
く，今日までのフォローアップで，手術部位および同一葉
内近傍における気胸の再発は認めていない．数例において
他の肺葉内に新規の気胸を発症し再手術を行ったのみであ
る．当院における気胸に対する胸腔鏡下・肺部分切除＋胸
膜補強術は，再発がなく良好な治療成績が得られており，
極めて有効な治療法と考えている．当院は千葉県の印旛二
次医療圏に位置しているが，香取海匝二次医療圏，山武長
生夷隅二次医療圏，君津二次医療圏の医療機関からも気胸
患者の紹介がある．70 km の距離を搬送されたのちに対応
した気胸患者も経験しており，千葉県内全体の呼吸器外科
診療は十分な体制とは言い難い．昨年の当院における気胸
手術症例の平均在院日数は 13 日，1 日の診療単価の平均
は 91,729 円であり，入院から手術までの期間の短縮が今
後の課題である．

研究活動
喫煙科学研究財団の特定研究「遺伝子多型と喫煙―肺が
んを中心として」
（代表研究者：浜松医科大学腫瘍病理学・
椙村春彦教授）に参加し，EGFR 遺伝子変異陽性の肺腺癌
の特徴について研究を行った１，２）．厚生労働省創薬基盤推進
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