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ABSTRACT
A 66‑year‑old woman with pulmonary actinomycosis found as a small coin lesion on chest X‑
ray is reported. The lesion was found on 12th Nov. 1990, although her previous chest
roentgenogram on llth Dec. 1989 showed no abnormality. The chest CT revealed clear mar‑
gine of the tumor lesion without any calcification. The patient underwent thoracic surgery,
on llth Dec. 1990. The cavity of the tumor in the resected right upper lobe was filled with
a yellowish fluid (sulfur granule). Gram stain of the fluid of the tumor showed gram positive
rods. The patient was treated with antibiotics for 4 months following the operation. A 75g
OGTT showed the patient was diabetic. Ryukyu Med. J., 14 (4)257‑260 ,1994
Key words : pulmonary actinomycosis, solitary coin lesion

はじめに
放線菌症は主としてAc軸omyces islaeliiによってお
こる慢性化膿性肉芽魔性疾患である1)。今日では抗生
物質などの出現とともに激減し、遭遇することの比較
的稀な疾患となっている。今回無症状で、検診の胸部
Ⅹ線上小結節陰影を発見され、手術により肺放線菌症
と診断された1例を経験したので報告する。
症

症 例:66才、女性。

例

主 訴:無症状、胸部異常陰影の精査
既往歴:高血圧
生活歴:喫煙歴、粉塵吸入歴なし。
現病歴:高血圧症のため当院内科通院加療中の平成
2年11月、定期検診の胸部X線写真にて右上肺野に小
結節陰影を認めた。約1年前の胸部Ⅹ線写真では陰影
はみられていなかったため、精査目的にて入院となっ
た。
入院時現症:身長149cra、体重52.5kg、体温35.7‑C、
貧血、黄痘なし。心音;整、雑音なし。肺野;聴診上
異常なし。腹部所見;異常なし。表在リンパ節触知せ
ず。
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Tab一e

1

Laboratory

Hematology
WBC
St
Seg
Lym
RBC
Hb
Ht
Pit

data

on

admission

Tumor marker

6600/mm ‑
0%
49%
39%
4.61×lOVn
14.9 g/dl
45.7%

CEA

1.2ng/ml

sec 0.6 ng/ml
NSE

4.8 ng/ml

Urinalysis
protein
sugar

27.5× lOVmnvl

occult blood

26

Arterial blood gas

ESR

/hr

pH

(+)
(‑)

(+)

7.401

Pco:' 41.1 torr
Serology
CRP 0.23 mg/dl Pa<
89.9 torr

Biochemistry
TP
A1
GOT
GPT

in

the

periphera一

lesion

of

the

一ung.

Sputum

8.7 g/dl normal flora
5.4 /dl acid fastbacillus
19 IU/

Fig. 2 Chest CT scan revealing a clearly margined nodula

(‑)

cytology negative

26 IU/L

ALP

322 IU/L Stoolanalysis

BUN

15

mg/dl occult blood

Cr 1.1 mg/dl parasite
Na
K
Cl

141 mEq/L
3.2 mEq/L
107

mEq/L

Fig. 3 Macroscopic findings at operation revealing the le‑
sion filled with a yelloんish fluid in the peripheral of the
right upper lobe.

Fig. 1 Chest X‑ray on admission showing small nodular
shadow in the right upper lung field.

入院時検査成績:白血球数は正常で、分画も異常を
認めなかった。血沈は1時闇値26mmと軽度元進して
いたが、 CRPは0.23mg/dlであった Tumor marker
はCEA、 SCC、 NSEとも正常範囲で、暗疾中の一般
細菌、結核菌、真菌は陰性であった(Table 1),
胸部X線所見:右上肺野に小結節陰影を1ケ認めた
(Fig. 1)0

Fig. 4

Microscopic examination of the yellowish fluid

showing

e一ongated

(gram stain, ×1000).

and

branched

Gram‑positive

rods

下

地

胸部CT所見:病変は境界明瞭であり、胸膜猷入像、
病変周囲の散布陰影はみられなかった。縦隔条件では
病変の石灰化はなく、リンパ節の腫大も認められな
かった(Fig. 2),
入院後経過:気管支鏡検査を予定していたが、患者
の協力が得られないため施行できず、経度的針生検も
同様の事情により行なう事ができなかった。悪性魔境
が否定できないこと、患者が検査へ非協力的であるこ
とを考慮し、全身麻酔下に診断および治療目的にて試
験開胸術を施行した。
肉眼的所見: Fig. 3に示したのは右上葉の病変部分
に対して、 wedge resectionが行われ、摘出標本に対し
て割面を入れたところである。結節は約1.3cmの大き
さで、白色の肥厚した隔壁で肺組織と境されていた。
結節の中は貴色調の液体が充満していた。内容物のグ
ラム染色では、グラム陽性の分枝を有する菌体がみら
れた(Fig. 4)。抗酸菌染色は陰性であり、これらの形
態学的特徴より、放線菌による化膿巣と診断した。
病理組織学的所見:ルーペ像では、黄色調の液体が
充満していた空洞は肥厚した隔壁で囲まれていた
(Fig. 5)。弱拡像でみると空洞は形質細胞、組織球、
リンパ球、好中球などが浸潤する肉芽組織で囲まれて
いた(Fig. 6)。強拡像では肉芽組織の中にエオジンに
染まる菌根が見られた(Fig. 7),
嫌気性菌を含めた培養の結果では、放線菌は陰性で
あった。術後直ちにペニシリンGの点滴静注を約1ケ
月間続け、その後、経口剤であるバカンピシリン1日
750mgを3ヵ月間授与した。
術後経過は良好で平成4年3月現在、再発は認めて
いない。患者は誤飲のエピソードもなく、 El腔内の検
索でも歯肉炎、う歯はなく、骨にも異常を認めなかっ
た。
考

勉 ほか
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Fig. 5 Microscopic findings of the resected specimen. Wall
thickening of the cavity is seen.

Fig. 6 Microscopic findings of the thickened cavity wall:
Note the granulomatous lesions infiltrated with lympho‑
cytes, neutrophils and histiocytes (HE stain, ×100).

察

放線菌症は主としてActinomyces israeliiによって惹
起される慢性化膿性肉芽腫性疾患である1)。放線菌は
微生物学的形態や性状が其菌に似ていることもあっ
て、慣習上真菌として扱われているが、原始核、細胞
壁の性状より真性細菌に分類される2・̀1).近年、化学療
法の普及によりその感染症の頻度は減少し、深在性其
菌症の約0.3%であると報告されている1'。放線菌症は
各臓器に発生するが、一般的に顔面頚部に40‑60%、
胸部に10‑20%、腹部に20‑30%の割合でみられ、 30
‑60歳代の男性に多いとされている。また、糖尿病
には合併率が高いことも報告され7)、本症例も糖負荷
試験により、糖尿病の存在が明らかになったことから
糖尿病が誘因の1つであったと考えられる。

Fig. 7 Microscopic view of the granulomatous lesion show‑
ing a few eosin‑stained rods. (HE stain, ×400).
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臨床症状では、全身倦怠感、発熱、胸痛、咳噺、膿
性疾、血痕などの呼吸盛症状がみられ、比較的慢性の
経過なことが多い。本例は胸部Ⅹ線上小結節陰影とし
て発見され症状は全く認めなかった。
胸部Ⅹ線像は浸潤型、腰痛型、胸膜肥厚または胸水
貯留型に分けられており、下葉に発生することが多く、
肺癌や肺結核との鑑別が困難であると報告されている
5)。本例は径約1.0cmのcoin lesionであり、現在までに
報告されている症例とは異なるⅩ線像を呈していた。
確定診断は暗疲または膿汁中にActinomycesの薗塊
を証明することであるが、培養は嫌気性培養を必要と
するため、本症を診断することは困難なことが多い。
従って、試験開胸手術により、初めて診断される症例
も珍しくない Brownは>40例中3例(7.5%)、 Weese
ら7)は57例中4例(7 が術前診断可能であったが、
その多くは悪性腫癌、慢性感染症と考えられていたと
報告している。本症例も画像診断や暗疾培養では確定
診断は得られず、手術を施行し初めて診断がついた症
例であった。
内科的治療に関しては、本症の病理所見から線維化
が強く、薬剤の組織内移行は不良と考えられるため、
抗生剤の大量投与が原則とされている Utzら指)は経口
ペニシリン剤200万 500万単位を12‑18ケ月間授与
する方法を提唱している。一方、ペニシリンG1000万
・2000万単位を筋注で3‑6週間授与し、ひき続き経
口ペニシリン剤 を3‑6ヵ月間投与する方法を推奨す
る報告もある9'。その他テトラサイクリン、リンコマ
イシン、クロラムフェンコール、サルファ剤も効果が
ある。予後は早期に治療を開始すれば良好であるが、
中枢神経系や骨への進展がみられると、一般に不良で
ある。本症例は基礎疾患に糖尿病があり胸部以外の本
症の合併も予想されたため手術後ペニシリン剤の投与
をおこなった。

ti

胸部Ⅹ線にて小結節陰影で発見された肺放線菌症の
1例を報告した。
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