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ABSTRACT

Seventeen female cases of lung cancer diagnosed at the Second Department of Surgery, Universi-

ty of the Ryukyus from January 1984 till August 1993 were studied clinically in comparison with

47 male cases of lung cancer diagnosed during the same period. The ratio of fema一e to male was 1 :

2.76. The age of female cases ranged from 41 to 86 years, with an average of 63.3 years. This was

similar to that of the male cases. Eight(47.1%)of the 17 patients were asymptomatic and 9(52.9%)

were symptomatic at the time of detection. Adenocarcinoma was the most common histological type

(76.5%) in the female cases. This figure was significantly higher than in the males (42.8%). The

female cases with squamous cell carcinoma (17.6%) were all smokers, suggesting a relationship be-

tween lung cancer and smoking habits. C一inical stage I cases were more common in females

(52.9%) than in males (39.5%). Four cases of female lung cancer(23.5%) were heavy smokers

with smoking index over 400. In comparison, 86.5% of male cases were heavy smokers. The

cumulative 5 year survival rate in female patients with resected lung cancer was 64.6% and that

in male was 42.6%. The prognosis of female cases with resection was significantly better than that

of males. These results suggest that it is most important for housewives to stop smoking and to

adopt the habit of regular checkup for prevention and early detection of lung cancer. Ryukyu Med.

]., 14(1)63 - 67, 1994
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描 言 対象および方法
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肺病は年々増加傾向にあり1㌦　とりわけ沖縄県では　　1984年1月から1993年8月までに琉球大学第2外科

全国にさきがけ1982年に肺癌が胃痛を抜いて死亡原因　　において経験した原発性肺癌総数は64例で、内訳は男

の第1位となっている2'。中でも女性肺病は欧米でも　　性47例(73.4%)、女性17例(26.( 、男女比は2.76:

年々増加の傾向にある3'。今回我々は当科で経験した　　1であった。女性肺癌17例について同時期の男性肺病

女性肺癌症例の臨床的特徴を検討したので報告する。　　47例を比較対象とし、年齢,発見動機,組織型,病期
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Female (n=17)　　　　　　Male (n=47)
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Fig. 1. Age and sex distribution in lung cancer patients.

Table 1. Symptoms of female lung cancer

Symptom No. of cases

Symptom-free

(Mass X-ray survey)

Symptomatic cases

Bloody sputum

Cough

Shoulder pain

Chest pain

Dyapnea

Hoarseness

8 (47.1%)

進行度,喫煙習慣,予後などについて検討した。

結　　果

1)年齢

女性肺癌症例の年齢は41歳から86歳までで、平均

63.3歳であった。これに対し男性肺癌症例の年齢は33

歳から84歳,平均63.8歳でほぼ同じであった.女性肺

病症例の年齢分布は40歳代11.8%, 50歳代35.3%, 60

歳代23.5%, 70歳代23.5%, 80歳代5.9%であった

(Fig.1),

2)発見動機

自覚症状がなく検診あるいは他疾患経過観察中,治

療中に偶然発見された症例は8例(47.1%),自覚症状

を有する症例は9例IS? (　で、症状としては血痕3

例,咳2例,肩痛,胸痛,呼吸困難,嘆声がそれぞれ

1例ずつであった(Tablel)c　男性症例においても自覚

症状のないものが45.7%,自覚症状を有するものは

Ad:adenocarcinoma
報;Ss荒票Toiuscellcarcm'
cellcarcin。maOma
La:largecellcarcinoma

Fig.2.Histologictypeoflungcancer.

Female (n=17) Male (n=47)

Fig. 3. C一inical stage of 一ung cancer.

Female (n=17) Male　(n=47)

smoking Index > 400 : heavy smoker

smoking Index ≦ 400 : light smoker

Fig. 4. Smoking habit of lung cancer patients.

54.3%であり、女性症例とほぼ等しい比率であった。

3)組織型

腺病が13例(76.5%)と最も多く,次いで偏平上皮痛

3例(17.i　　小細胞癌1例(5.9%)の順であった
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Smoker　(n=7)

clinical stage histologic type

Ad:adenoca工:cinoma
≡孟;Ss孟uamouscellcarcinoma
allcellcarcin。ma
Non-Smoker(n=10)

clinicalstagehistologictype

Fig. 5. Clinical stage and histologic type of female lung can-

cer.

Table 2. Unresected cases of lung cancer

Case Age Histology TMN Reason for Non-resectability

Female　1　86　　Ad

79　　Sq

3　69　　Sq

52　　Sm

Male I 1　84　　Ad

2'　63　　La

T4N2MI

T4N2MO

T4N2MO

T4N2MO

T2N2MI

T2N3Ml

multiple lung metastasis

invasion to Aorta

malignant effusion

advanced small cell carcinoma

multiple brain metastasis

multiple bone metastasis

Ad: adenocarcinoma, Sq: squamous cell carcinoma,

La: large cell carcinoma, Sm: small cell carcinoma

(Fig.2),これは男性肺癌症例において腺病が占める

割合, 42.8%と比較して女性肺癌では腺病の占める率

が極めて高かった。

4)臨床病期

1期9例(52.9%),mA期2例(ll.8%),皿B期4例

(23.5%),N期2例(ll.8%　であった。一方、男性症

例はI期39.5%,II期2.3%,mA期30.2%, mB期7%,

Ⅳ期21%であり女性症例は男性症例に比べI期の割合

が高く、 mA期, Ⅳ期などの進行した病期の割合が低

かった(Fig.3)。
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Fig. 6. Cumulative survival curve of lung cancer patients.

o

 

o

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

q

ノ

　

C

D

 

I

-

.

　

K

」

>

　

I

f

!

　

"

t

f

 

C

l

　

(

N

a
q
.
p
j
 
T
B
A
i
A
j
n
s
　
3
A
T
q
.
B
x
n
u
m
o

6ye

Fig. 7. Cumulative survival curve of resected lung cancer

patients.

Fig. 8. Cumulative survival curve of stageI lung cancer pa-

tients.

5)喫煙習慣

喫煙指数400以上の重度喫煙者は4例(9Q t　,400

未満が3例(17.7%),非喫煙者は10例(Do.o/0)であっ

た。これに対し男性症例では喫煙指数400以上の重度

喫煙者がi.5%と大多数を占め、 400未満の5.4%と合

わせ喫煙習慣を有する者は91.9%であった。また非喫

煙者は8.1%であり女性症例と比べ著しい違いがみら
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れた(Fig.4)。女性肺病症例17例のうち喫煙者7例の
臨床病期は軽度喫煙者にみられたI期1例を除き、

ⅢA期2例、 ⅢB期4例と進行した痛期が多く組織型
も扇平上皮痛3例,小細胞癌1例で、腺病は半数以下

の3例であった。非喫煙者10例ではI期9例, Ⅳ期1

例とI期が大多数を占めた。組織型はすべて腺癌で

あった(Fig.5)。

6)手術適応

Ⅳ期症例でも患側肺の肺内転移,単発の骨転移,脂

転移などは呼吸機能が良好であれば手術適応ありとし

たin, iv期の中で手術非適応とされたのは女性が8

例中4例でその理由は多発肺転移,悪性胸水,大動脈

浸潤,高齢,進行小細胞癌などであった。男性は手術

非適応となったのは26例中2例のみで多発脳転移,多

発骨転移が理由であった(Table 2)。

7)予後

女性肺癌症例と男性肺癌症例の生存率をKaplan-

Meier法を用いて比較したO　なお有意差検定には一般

化Wilcoxon検定を用いた。女性肺病症例の累積5年

生存率( 5生率)は34.4%で男性肺癌症例の40.8%に比

べ予後が悪い傾向にあったが、両群間に有意差はな

かった(Fig.6)。しかし切除例に関しては女性例の5

生率は64.6%であり、男性例の42.6%に比べ有意差は

ないものの女性例の予後が良好であり(Fig.7)、工期

症例に限っても女性例に死亡はなく, 4生率は100%

であり、男性例の4生率80.8%, 5生率64.6%に比べ

て予後良好な傾向がみられた(Fig.8)。また非切除例

に関しては症例数が少ないうえに4年以上生存例がな

いため検討できなかった。

考　　察

肺病の訂正死亡率は年々増加の傾向にあり、逆に胃

痛の訂正死亡率は着実に減少している。このままの動

向が続けば、西暦2000年には両者の順位が逆転すると

予測されている"。肺病発生の危険因子として喫煙が

あげられ、女性肺病の増加の主たる原因を女性の喫煙

に求めている報告''や受動喫煙の影響が大きいとする

報告5)もみられるが、たきぎゃ調理などによる室内汚

染など喫煙以外の関与が大きいとする報告もある6)。

さらには腺病の発生ばかりではなく偏平上皮痛の発生
についても外的刺激だけではなく内的因子の影響が大

きいことも考慮する必要がある7'。

今回検討した対象症例は平均年齢、年齢分布とも男

女間で近似しておりしかも発見動機も同様な比率で

あったので対象背景はほぼ同じと考えられた。男女比

は2.76:1で,これは高梨ら8',三浦ら9'の報告に比べ

女性の割合が多いが、小松to'の報告とほぼ同じ比率で

あった。

発見動機では自覚症状がなく集団検診,他疾患経過

観察中あるいは治療中に偶然発見された症例は半数近

くの47.1%を占め、三浦ら9'の報告(28.1%)に比べ高

い値である。このことは集団検診受診率の向上と他臓

器癌治療後に発見された症例が数例みられたことから

第1癌治療後の慎重な経過観察に起因するものと考え

btlKt

女性肺癌の組織型では諸氏の報告89'と同様、腺癌が

最も多かったが、我々の症例では他の報告と比べても

腺痛の占める率が高かった。なお偏平上皮痛,小細胞

痛症例はすべて喫煙指数360以上の喫煙習慣を有する

者であり、偏平上皮癌や小細胞癌が喫煙と深く関与す

るという報告叫と類似する。

女性肺癌症例の非喫煙者はすべて腺病であったこと

や腺病症例のうち喫煙習慣を有する者は16.7%にすぎ

なかったことなどから腺病と喫煙との関係は低いと思

われた。むしろ喫煙者と非喫煙者の検討から喫煙者に

は進行した病期が多く、組織型では偏平上皮癌,小細

胞癌との関連性が示唆された。

男女間の予後を検討すると5生率は女性34.4%,男

性40.8%と有意差はみられないものの男性の方が予後

良好であった。女性症例ではI期が半数以上を占め、

逆に男性症例ではmA期,ⅢB期,Ⅳ期の進行した病

期が半数以上を占めたにもかかわらず全体として女性

肺癌の予後が悪いのは女性症例においてはⅢ期,Ⅳ期

の進行した肺癌の半数が年齢,体力的な問題,痛の進

行度などから手術非適応とされたのに対し男性症例で

は社会的適応も含めて手術適応を拡大したため,n]期,

Ⅳ期の多くが切除可能であったことに起因すると思わ

れる。また切除例で女性の方が予後良好であったのは

女性症例にI期が多いことに起因すると思われるが、

I期症例に限って男女間で生存率を検討しても女性の

方が予後良好な傾向があった。女性肺癌は病期の早い

ものが多く工期肺病の予後はきわめて良好で、手術す

れば長期間生存の可能性が充分期待できる。

今後は禁煙の普及と早期発見,早期治療のため検診

受診率のさらなる向上を図ることが重要な課題であ

る。またホルモンなどのように女性に特有な内因的要

素の関与があるのか、痛遺伝子,痛の生物学的特性が

男女間で異なるのかなどの検討も必要だと思われる。

fc'i・f.
Ill告

1.女性肺痛患者は男性肺癌患者に比べ重度喫煙者が

少なく、腺癌の占める割合が高かった。

2.I期切除例に関しては男性肺癌患者に比べ予後良

好な傾向がみられた。
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3.今後、禁煙の普及と早期発見のため検診受診率の

向上を図ることが重要である。

4.男女間における内因性要素と痛の生物学的検討も

必要だと思われる。
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