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は　じ　め　に

胸部Ⅹ線写真で、リソパ節腫大が結節影とし

て認められるのは、通常、亜区域気管支周囲リ

ソパ節までで、それより末梢で認められること

はない。それゆえ、腫大した胸膜下リソパ節が

悪性及び良性腫湯と鑑別上の問題となることは

非常にまれである。結節影を呈した胸膜下リソ

パ節腫大の本邦報告例はほとんどなく、まれな

症例と考えられたので自験例を報告するととも

に、文献的に検索し得た30例を含めて、本症の

特徴を考察した。

症　　　　　例

患者:47歳、女性、飲食業

主訴:胸部Ⅹ線異常陰影

F由. 1 C「把st X-ray film on admission showing

small non-calcified nodular shadow in

the left lower 一ung field(arrow).

家族歴:特記事項なし

既往歴: 17年前、 Basedow病の手術、珪酸吸

引歴はない。

現病歴: 1989年6月の集団検診で左下肺野の

異常陰影を指摘され精査のため、当院を受診し

た。自覚症状はない。喫煙指数-400

入院時現症:身長144cm、体重39kg、脈拍70/

分、整、血圧120/60mmHg。表在リソパ節腫

脹(-)　胸・腹部の理学的所見は正常。神経

学的異常なし。

胸部Ⅹ線正面像(Fig.1) :左下肺野外側に淡

い、辺縁やや不明瞭な8mmX7mmの結節性

陰影を認めたO空洞および石灰化は認められな

かった。

一年前の胸部Ⅹ線写真と比較読影したところ、

同じ陰影が見られたが、増大傾向はなかった。

胸部Ⅹ線正面断層像(Fig.2) : S　に位置す

F由.2 Tomography of the cl℃st showing round

nodule, 8mm in diameter, located at

subpleural regbn in ventrobasal segrr℃nt

of left tower lobe(arrow).
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Fig.3　CT scan of the chest showing the

homegeneous nodule in postrolateral

subpleural region.

る腫癌陰影が明瞭である。血管の巻き込みや胸

膜の陥人は不明で、肺門リソパ節の腫大もない。

胸部CT像(Fig.3) :陰影はS 8の胸膜直下に

存在していた。胸膜陥入像や癌放射は明らかで

なかった。縦隔リソパ節の腫脹はなかった。

臨床検査所見:血液、生化学検査正常。心電

図、肺機能検査正常　PPD反応陰性、炎症所見

なし。腫癌マーカー正常範囲。

Gaシソチ、骨シソチ、肺動脈造影:異常な

し。

気管支鏡検査:可視範囲に異常なく、 B8b

よりTOLBを行なったが、組織学的所見は得ら

れなかった。

以上より、良性腫癌が最も疑われたが、肺癌

も否定できず、 1989年10月24日に開胸肺生検を

行なった。

手術所見(Fig.4) :左厳窟開胸(第4肋間)

施行。胸膜癒着や胸水はなかった。腫癌はS

に位置し、黒色で辺縁明瞭、弾性軟で可動性良

好であった。梗概切除を行い、迅速捺印検査に

て悪性所見なく、手術を終了した。

病理組織所見(Fig.5) :摘出標本はリソパ節

であり、高度の炭粉沈着を認めた。肺実質とは

線維性被膜で境され、周辺部にリソパ液胞を認

めるが、梁柱や辺縁洞もなく圧中心も存在しな

い。リソパ節よりリソパ球浸潤に近い構造であっ

た。

Fig.4 Surgicalview of the subpleural nodular

lesion (arrow).

考　　　　　察

胸部Ⅹ線写真で、リソパ節腫大として認めら

れるのは、通常、亜区域気管支周囲リソパ節ま

でで、それより末梢で認められることはない。

1961年、 Greenberg　は胸部Ⅹ線像上、右下

肺野に12mmの結節性陰影として認められた胸

膜下リソパ節の1例を経験し、臨床例として最

初に報告した1963年、 Steeleら2)は切除した

6cm以下の肺内孤立性陰影を検討し、 4例

(0.45%)が胸膜下リソパ節であったと報告し

ている。

文献1)渇)より30例(40個)の胸部Ⅹ線像上、

孤立性結節影として記載された胸膜下リソパ節

を検討したところ、本症は次のような特徴を備

えていた。

(1)性比は男22:女8で男性に多い。

(2)発見時年齢は35-73歳(平均52歳)であ

る。

(3)全例に喫煙歴があり、 60%に珪酸の吸入

歴がある。

(4) 2個以上の多発例が30%にみられる。

(5)両下葉の胸膜下に見られることが多い

(Fig.6),

(6)大きさは5mm以下が12個、 6mm-10mm
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Fig.5　Histology of the resected specimen demonstrating the encapsulated lymph node with lymphoid

follicles(left ; HE, xlOO), and anthracotic p由ment deposited in the central area (r由ht ; HE, x40).

が23個、 11mm以上が5個で約90%が

10mm以下である。

(7)胸部Ⅹ線像上、 small non-calcified

pulmonary noduleを特徴とするが、

Blakelyら3)は2例の石灰化を認めてい

る。

(8)経過観察中まれに増大する。

つぎに、本症の病理学的特徴として、

(1)腫中心や被膜を有する例は少ない。

(2)ほとんどの例に炭粉沈着が強い。珪酸塩

の沈着があれば、診断に有力な手がかり

となる。

F垣.6 Dstribution of廿℃ subpleuralレmph nodes

in both 一ungs.

RUL : r垣ht upp賠r lobe RML ; r由ht middle∋

lobe RL⊥ ; r由ht tawer lobe LUL; left upper

bbe LLL ; left lower 一obe

(3)肺癌との合併が5例にみられるが、本症

の腫大した胸膜下リソパ節内に転移はな

い。

(4)肺原発リソパ厘の発生母地となる可能性

などがあげられる。

本症は喫煙歴、珪酸吸引歴を有し、かつ病理

組織学的に炭粉と珪酸塩の病巣内沈着を特徴と

することから、炭粉、珪酸などの有害物質の吸

入や慢性炎症が本症の成因と考えられている。

自験例も喫煙者であり、リソパ節の中心に高度

の炭粉沈着が認められており、喫煙との関連性

が示唆された。本症にみられる病理像がリソパ

節(lymph node)そのものであるのか、ある

いは有害刺激物質に対するリ　ソパ球浸潤

(lymphocytic ir止iltration)であるのか明確

な結論はないが、駈中心や被膜を有する例は少

ないという病理学的な見地よりKradinら4)は

後者を支持している。一方、 TrapnelllO)は92

例の剖検肺を用いて詳細な肺内リソパ系の検討

をした結果、リソパ節の形態をとるものもある

ことを指摘している。

本症の診断にあたりKradinら4)は径8mm以

上は経皮的肺生検が可能であり、まず試みるべ

き方法としているが、事実上それのみで診断し



結節陰影を呈した良性胸膜下リソパ節腫大の1例

得た例はほとんどない。肺癌、その他の肺疾患

との鑑別からも開胸肺生検が必要である。

胸部Ⅹ線像上、胸膜下の結節影を有し、喫煙

歴や珪酸吸引歴のある症例では、本症を念頭に

おいた鑑別診断が必要と考えている。

結　　　　　語

結節影を呈した胸膜下リンパ腫大症例の本邦

報告例はほとんどない。今回、われわれは左下

肺野の結節影を主訴として来院し、開胸肺生検

にて、胸膜下のリソパ腫大と診断した1例を経

験したので文献的考察を加えて報告した。
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Abstract

A 47-year-old female was admitted to the hospital because of a coin lesion in the left lower lung

field on the chest X-ray. The coin lesion, 8x7mm in diameter, was located in the S . Pleural indentation,

cavity and calcification were not seen on thoracic CT. A transbronchial lung biopsy yielded no clues

to histological diagnosis. The lesion was resected surgically and was histologically comfirmed as a

subpleural lymph node with no evidence of malignancy. The anthracotic pigment was recognized in

the central area of the node.

Resection of the subpleural lymph node was necessary to establish the unusual diagnosis in this

case.


