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学会抄録（分科会）

第 42 回東邦大学医療センター大橋病院外科集談会
（第 10 回東邦医学会大橋病院外科分科会）

肺癌術後再発を疑うも縦郭鏡検査にて判明した乳癌縦郭
リンパ節転移の 1 例

【結語】縦隔鏡検査は古い検査法ではあるが，確実な病理
診断を得ることが可能であり，その後の治療方針決定に有

佐々木彩

用な検査であると思われた．

【はじめに】当院では，診断目的のツールとして超音波気
管支鏡下針生検（以下 EBUS-TBNA）が施行できないた

Meckel 憩室が誘因となった内ヘルニアに対して腹腔鏡

め，原発性肺癌の縦隔リンパ節転移を疑った場合，診断目

下解除術を施行した 1 例

的に縦隔鏡検査を施行している．2007 年 11 月から 2014 年

秋元佑介

12 月までに当科で経験した縦隔鏡検査症例は 31 例で，こ
のうち原発性肺癌縦隔リンパ節転移を疑うも，実際には肺

症例は既往のない 48 歳，男性．急激な下腹部痛，嘔吐で

以外の悪性腫瘍から転移したことが判明した症例を経験し

救急搬送された．腹部造影 CT 検査では小腸の拡張および

たので，若干の文献的考察を加え報告する．
【症例】72 歳

腸管浮腫および腹水貯留を認めた．造影不良腸管や closed

女性．6 年前に右乳癌病期 IIA に対して右乳房全摘術及び

loop ははっきりせず単純性イレウスと診断しイレウス管に

腋窩リンパ節郭清術施行，ER 陽性であったため，乳癌術

よる保存的加療を行った．しかし，イレウスの改善に乏し

後はアロマターゼ阻害剤内服していた．その 2 年後，左肺

いため準緊急で第 3 病日に腹腔鏡下手術を施行する方針と

上葉に出現した高分化型肺腺癌に対して左肺上葉部分切除

なった．術前にイレウス管による減圧を行った事で腹腔鏡

術施行した．今回肺癌術後 4 年目で縦隔リンパ節腫大を指

での視野を確保することができた．終末回腸より 50 cm 口

摘され，PET-CT にて FDG 集積を認めた．そこで診断お

側に認める Meckel 憩室先進部の腹壁への炎症性癒着を認

よび今後の治療方針決定目的に縦隔鏡検査を施行した．病

め，その中に小腸が内ヘルニアを呈していた．腹壁の癒着

理結果は乳癌からの転移であり，ER 陽性であったため，

を切離し，小開腹にて小腸を体外へ誘導し，Meckel 憩室を

抗エストロゲン薬に変更し 1 年後には肋骨転移が出現，更

自動縫合器で切除した．内ヘルニアを起こした腸管は発赤

にその 3 年後多発肺転移が出現するも縦郭鏡検査後 4 年に

と軽度浮腫を認めたが血流障害は認めなかった．経過は良

渡って存命し得た．
【考察】縦郭鏡検査は①全身麻酔下の検

好で術後第 4 病日目に退院した．Meckel 憩室に関連する症

査であり，②観血的な操作が必要なこと，③気管・食道・

状はイレウスが 36.5％と報告され，イレウスの機序として

大血管に囲まれた部位であるため危険を伴う検査であるこ

本症例のような憩室先端の炎症性癒着はその中で 16.7％で

とから，一般に普及している検査とは言い難い．しかし

ある．さらにイレウス管による減圧後に腹腔鏡手術を行っ

CT，FDG-PET は偽陽性率が比較的高く，偽陰性も生じる

た本症例はまれであり，文献的考察を加え報告する．

ため，術前のリンパ節転移の診断として EBUS-TBNA や縦
郭鏡検査がしばしば必要となる．肺以外の原発悪性腫瘍の

Quick detection of causative bacteria in cases of

縦郭リンパ節転移は過去 5 年間の医学中央雑誌検索におい

acute cholangitis and cholecystitis using the multi-

ても大腸癌 4 例，乳癌 6 例と比較的まれであり本症例にお

channel gene autoanalyzer Verigene system

いても，
原発性肺癌からの縦郭リンパ節転移を疑っていた．
しかし縦郭鏡検査にて 6 年前の乳癌からの縦郭転移である
ことが判明し，その後の治療方針に有用な結果を得ること
ができた．

Ryutaro Watanabe
Background：Acute cholangitis and cholecystitis can
become severe conditions as a result of inappropriate
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therapeutic administration and also become increasingly

切除術を施行した．術後経過は概ね良好で術後 10 日目に退

resistant to antimicrobial treatment. Simultaneous detec-

院となった．病理結果は共に原発性肺癌で，上葉の結節は

tion of the bacterial nucleic acid and antimicrobial resis-

腺癌（pT1b，N0，M0 Stage IA2），下葉の結節は扁平上皮

tance gene is covered by insurance for sepsis. In the

癌であり，下葉の結節のみ臓側胸膜に浸潤（pl1）を認めた

present study, we conducted clinical research to investi-

（pT2a，N0，M0 Stage IB）．本人の希望で術後補助化学療

gate the utility of the multichannel gene autoanalyzer

法は施行せず，術後 1 年現在再発なく経過している．
【結

Verigene system for the detection of causative bacteria

論】術前診断困難であった組織型が異なる同時性原発性肺

in bile samples from patients with acute cholangitis and

癌の胸腔鏡下 1 切除例を経験したので，若干の文献的考察

cholecystitis.

を加え報告する．

Methods：This study included 108 patients diagnosed
with acute cholangitis or cholecystitis between June 2015

右胸部原発未分化多形肉腫の小腸転移術後，長期予後を

and November 2018. Bacterial culture test and Verigene

得た 1 例

assay were used to evaluate the bile samples.

柿崎奈々子

Results：The most commonly isolated bacteria were
Escherichia coli（23.3%）, which includes six extended-

症例は 80 代男性．2009 年右胸部上腕未分化多形肉腫に

spectrum beta-lactamase
（ESBL）
-producing E. coli. Among

対して広範囲切除術を施行．2011 年左肺転移に対し化学療

patients with positive bile cultures, bacteria were

法を，2015 年右胸部再発に対し追加広汎切除・術後放射線

detected in 35.7% of cases via the Verigene system. The

療法を，2019 年 6 月右上腕転移に対し広汎切除を施行し

detection rates of the Verigene system significantly

た．2019 年 11 月，急激な腹痛を自覚し当院へ救急搬送と

increased when the number of bacterial colonies was ＞

なった．腹部 CT では小腸腫瘍及び口側小腸の著明な拡張，

10 colony-forming unit（CFU）
/mL（58.1%）
. Cases with a

腹腔内遊離ガス，多量の腹水を認めた．穿孔性腹膜炎の診

maximum colony quantity of ＞106 CFU/mL exhibited

断にて同日緊急手術を施行した．手術所見では，多量の汚

significantly higher inflammation, suggesting the pres-

染腹水とともに，小腸に穿孔部位を認めた．穿孔部肛門側

ence of bacterial infection.

近傍には 10 cm 大の腫瘍性病変を認め，小腸部分切除及び

6

Conclusions：The multichannel gene autoanalyzer

腹腔内洗浄ドレナージ術を施行した．病理所見では前回手

Verigene system is a new device that might be used to

術時における検体と同様の細胞がみられた為，未分化多形

rapidly detect the causative bacteria in patients with

肉腫の小腸転移（右胸部原発）と診断された．術後は敗血

infectious acute cholangitis and cholecystitis.

症に対し集中治療を要したが，回復し術後 1 か月で退院と
なった．術後 4 か月より腹膜播種と結節の増大を認め，術

術前診断困難であった組織型が異なる同時性原発性肺癌
の胸腔鏡下 1 切除例

後 10 か月で死亡した．
未分化多形肉腫は軟部組織や骨から発生する起源不明の

伊藤一樹

非上皮性悪性腫瘍であり，予後は極めて不良とされる．遠
隔転移としては肺が最も多く，小腸転移に関する本邦での

【はじめに】近年，肺癌の診断技術向上ならびに患者の高

報告は医中誌による検索では自験例を含めて 11 例のみで

齢化により，同時性原発性肺癌（Synchronous Primary

あった．また本症例では小腸転移術後に 10 か月間の生存期

Lung Cancer：SPLC）は増加傾向にある．SPLC はすべて

間を得たが，非常にまれである．今回われわれは，穿孔性

の肺癌患者の 1-16% で認められ，同じ組織型の組み合わせ

腹膜炎を契機に小腸転移が発見され，長期予後を得た右上

であることが多いとされている．また，再発および肺転移

腕原発未分化多形肉腫の 1 例を経験したので若干の文献的

例より明らかに予後良好であり，完全切除可能であれば積

考察を含めて報告する．

極的に手術を行うべきである．
【症例】78 歳男性．当院で
3 年前に胸腹部大動脈瘤手術，2 年前に食道表在癌に対して

胃 GIST 局所切除後のリンパ節転移に対して，リンパ節

内視鏡治療を施行．今回，他院で右頬部皮膚の扁平上皮癌

郭清後に長期生存を得られた 1 例

に対する手術を施行された際，術前胸部 CT 検査にて左肺
上葉舌区に径 7 mm 大，左肺下葉に径 15 mm 大の結節性

橋本瑶子

病変をそれぞれ認めたため紹介受診となった．過去に重喫

症例は 35 歳男性，全身倦怠感と発熱を主訴に当院紹介と

煙歴あり，両側気腫肺および網状影を認めていたため，外

なった．CT 検査で胃体部小弯後壁に 47×30 mm 大の腫瘤

科的切除断端を十分確保できるように胸腔鏡下にて肺部分

を認めた．上部消化管内視鏡検査で粘膜下腫瘍を認め，超

68 巻 2 号
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音波内視鏡検査で第 4 層に内部均一の低エコー腫瘤として

献的考察を加えて報告する．

描出された．生検では腫瘍組織を確認できず，画像検査所
見より GIST と診断し Laparoscopy and Endoscopy Coop-

腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した腹腔鏡下噴門側胃切

erative Surgery（LECS）を施行した．病理結果は GIST で

除後の横行結腸脱出を伴う食道裂孔ヘルニアの 1 例

あり，術後イマチニブメシル酸塩の補助化学療法を開始し

前原惇治

た．術後 8 か月の CT 検査で No.3 リンパ節腫大を認め GIST
のリンパ節転移と診断し，腹腔鏡補助下幽門側胃切除術，

症 例 は 45 歳 男 性．4 年 前 に 食 道 胃 接 合 部 癌

D1＋リンパ節郭清を施行した．病理結果は No.3 リンパ節

cT1aN0M0StageI に対して腹腔鏡下噴門側胃切除，間置空

にのみ GIST の転移を認めた．術後補助化学療法を 3 年間

腸，結腸前再建を施行した．術後縫合不全をみとめたもの

継続した．現在，初回手術後 5 年経過し無再発生存中であ

のドレナージにて保存的加療をおこない，術後 35 日目に退

る．GIST のリンパ節転移は稀であり，またリンパ節転移

院となった．術後 9 カ月目の CT にて横行結腸が脱出した

陽性例の予後は極めて不良とされている．今回長期生存を

食道裂孔ヘルニアを認めた．徐々にヘルニアは増大し，運

得た稀な 1 例を経験したため若干の文献的考察を含めて報

動時に呼吸苦も認めたため手術の方針となった．腹腔鏡下

告する．

にて手術を開始した．食道裂孔ヘルニア内に入り込む大網，
間置空腸，横行結腸間膜を確認した．間置空腸の腸間膜と

閉塞性大腸癌との鑑別が困難であった腸管子宮内膜症に

横行結腸間膜を認識しながら，癒着剥離をすすめ，大網と

よる腸閉塞の 1 例

横行結腸，横行結腸間膜を腹腔内に還納した．ヘルニア門
寺岡晋太郎

は 8×5 cm であり，横隔膜脚を縫縮したのち，Parietex
Composite Mesh 8.5×8 cm を使用し，ヘルニアステープ

今回，我々は閉塞性大腸癌との鑑別が困難であった腸管

ラーにて全周性に固定した．術後経過は良好で，食事摂取

子宮内膜症による腸閉塞の 1 例を経験した．症例は 39 歳の

問題なく，術後 6 日目に退院となった．術後 1 年経過した

女性，腹痛と嘔気にて他院を受診し，腸閉塞の疑いにて当

現在，再発は認めていない．食道裂孔ヘルニアの修復法は，

院紹介となった．来院時 CT にて直腸 S 状部の閉塞性大腸

単純縫合閉鎖とメッシュなどによる人工物を用いた閉鎖法

癌を疑う所見を認めた．下部消化管内視鏡検査では狭窄を

がある．最近の RCT ではメッシュを用いた修復術は単純

通過せず，周囲粘膜面に明らかな異常所見は認めず，生検

閉鎖と比較して再発率に差がないという報告がある．メッ

でも悪性所見は認めなかった．注腸造影検査でも狭窄部よ

シュ迷入などの術後合併症の報告もあり，メッシュ使用の

り口側の腸管は描出されなかった．減圧目的に腹腔鏡補助

判断は慎重にすべきだが，巨大食道裂孔ヘルニアに対して

下 S 状結腸人工肛門造設術を施行した．腹腔鏡所見として

はメッシュの有用性も報告されている．本症例ではヘルニ

直腸 S 状部に腫瘍の漿膜浸潤および同部位の筋層の肥厚を

ア門が 8 cm であったこともあり，メッシュを使用し腹腔

示唆する所見を認めた．口側腸管の減圧後，直腸 S 状部癌

鏡下に修復術を施行した．腹腔鏡下噴門側胃切徐，間置空

の術前診断にて二期的に D3 リンパ節郭清を伴う高位前方

腸再建後に認めた横行結腸の脱出を伴う食道裂孔ヘルニア

切除術を施行した．術後病理学的検査では悪性所見は検出

に対して腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した 1 例を経験し

されず，腸管子宮内膜症の診断であった．腸管子宮内膜症

たので報告する．

により腸閉塞を来した症例はまれな疾患であり，若干の文

東邦医学会雑誌・2021 年 6 月

