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AB STRACT

A 62‑year‑old male was admitted to our hospital because of arthralgia and pleura! ef‑
fusion. Although preoperative evaluation was not conclusive, thoracoscopic examination
showed two intrathoracic tumors. Extirpation of the tumor was carried out and the patho‑
logical diagnosis was benign localized mesothelioma. After the operation, arthralgia and
clubbing of the fingers disappeared, suggesting the osteoarthropathy to be symptoms of

paraneoplastic syndrome. Ryukyu Med. J. , 17(4)233‑‑235, 1997
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はじめに
胸膜中皮腰は特徴的な所見が少ないことよりその術前診断
は困難である1.2)また時に関節痛やばち状指等の骨関節症や
低血糖等の腫蕩随伴症候群を伴うことがあり,これらは腹痛
の切除により消失するとされるが,本邦での報告は少ない3‑8)
たとえば骨関節症を伴う限局性胸膜中皮膿については, Okike
ら4)は10例を集計しているが,国内では大畑らl)は2例を集
計しているにすぎない.発熱と関節痛で発症し,胸腔鏡下の
観察でその診断の推定ができ.更に開胸術による切除後にこ
れらの症状が消失した症例を経験したので報告する.
症

例

患者:62歳,男性
主訴:関節痛,発熱
既往歴.家族歴に特記すべきことなし
生活歴:喫煙1日40本を35年間継続していたが, 7年前より
禁煙.アスベスト曝露はない.
現病歴: 10年前に検珍の胸部Ⅹ線写真(胸写)で左側の胸
水を指摘されたが,無症状のため経過観察となっていた.平

成5年8月発熱と両側の手指,肘,膝,足の関節痛があり近
医受診.左側胸水を指摘され穿刺排液と抗生物質の投与を受
け.発熱は改善し関節痛も軽度となった.平成6年2月にも
同様に関節痛,発熱,左側胸水がみられたため再度胸水の穿
刺排液を受け.発熱は軽快し関節痛も軽度となった.胸水の
原因について内科にて精査されたが,診断が碓定せず,陽原
病や胸膜中皮膿などが考えられたので,胸腔鏡検査目的で第2
外科紹介となった.入院時,手指と手関節の痔痛を訴えてい
た.
入院時現症:身長158cm,体重60kg,血圧135/80mmだg,
脈拍68/分.呼吸整,発熱なし.左下肺野に呼吸音の滅弱あり.
腹部は虫垂切除の別がある以外は異常なし.四肢の関節腫張
はないが.ばち状指がみられた.
入院時検査所見:末梢血白血球数は12100/mm",血液沈降
反応1時闇値40mm, CRPl.04mg/dlと炎症所見が認められ
た.胸水の性状は溶出性で,単核球優位,ヒアルロン酸は4600u
であり,細胞診ではクラス2であった.その他の血液検査で
は異常なく, RAテストは陰性,抗DNA抗体も正常範囲であっ
た.動脈血ガス分析でもPa。2は82torr, Pacozは40torrと正
常範囲であった.胸写(Fig. 1)で左の胸水と思われる陰影
を認めた.胸部CT (Fig. 2)ではそれに加え胸水とはCT値
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Fig. 1 Chest X‑ray showing left pleural effusion.

Fig. 2 Chest CT showing left pleural effusion and sus‑
pected intrathoracic mass.

の違う類円形の高吸収域がみられたので胸腔内の腹痛を疑わ
れたが.確定できなかった.
胸腔鏡検査:以上より原因不明の胸水の検索のため胸腔鏡
検査を施行した.全身麻酔‑側肺換気下に左第5肋間より胸腔
鏡を挿入して観察した所,黄色透明の少量の胸水があり,胸
腔内には2個の腫増が認められた(Fig. 3).大きさは2個と
も鷲卵大であり,そのうち1個は表面が粗造で,左肺上乗と
血管を含む索状物でつながっているのが観察された.他の1
個は表面が平滑で周囲臓器との関係は不明であった.表面が
平滑な腫痛と周囲臓器との関連が不明なため胸腔鏡での摘出
は不適当と考えて後日開胸術にて摘出を行うこととした.
′手術所見:後側方切開で左第6肋間で開胸.当初2個と考
えられていた腰痛は実際は索状の構造物で連続しており.実
際は1個であった.表面が粗造な部分は胸腔鏡で観察したと
うり,左上葉の壁側胸膜と索状物にて連なっており,表面が
平滑な部分は縦隔と線維組織にて連なっていた.他に異常は
認めず施療の両端を結集切離することにより,腫癖は一塊と
iして容易に摘出された.
つ病理組織所見:組織学的には広範な壊死部分と多量の線維
性結合織からなっていた.また一部では管腔様構造もみられ
た.腫癌細胞には核分裂像や多形性は目立たなかった(Fig.
4 ).免疫染色では腫癌細胞はepithelial membrane antigen
染色で陰性, vimentine染色で陽性であり,以上より良性の

Fig. 3

rhoracoscopy showing two intrathoracic tumors.

Fig.4

Histology of resected specimen (HE, c80)

胸膜中皮塵と診断した.
経過:術後経過は良好で合併症なく退院.関節痛は徐々に
軽快がみられ,半年後にはほとんど消失し,白血球増多とCR
Pも正常化した.術後3年を経過したが,関節痛の再発なく,
胸水の貯溜も認められない.
考

察

胸膜中皮膿の剖検例での頻度は0.02‑0.2%とされる稀な疾患
であり7),限局型とびまん型に分類され,臨床的にはびまん
型は悪性,限局型は大部分良性で一部悪性のものがある1.5.)
胸膜中皮膿は一般に無症状で経過し,胸写で偶然異常陰影を
指摘されることがあり,腫虜の増大に伴う胸痛や咳赦,呼吸
困難を訴える他,関節痛やばち状指などの骨関節症状を訴え
ることがあるl・3.4,5.6)本症例では術前診断で胸水に隠され
た腫癌の存在を指摘できなかったが. 10年前に左胸水を指摘
されており,この頃より既に腫傷が存在していた可能性があ
る.最近では,原因不明の胸水または胸膜病変に対し手術侵
襲が少ない胸腔鏡による検査が積極的に行われており9).本例
でも診断上有用であった.
限局性胸膜中皮膿では,腫癌は線維性の被膜に包まれて発
育し,臓側胸膜発生のほうが多く,胸膜とはほとんど細い索
状物で連結しているとされる1)が,本症例でも胸腔鏡所見,
および手術所見はまさにこれに合致した.本症例の胸腔鏡所

桐

野

兄では.腫壕が大きかったため,腫蕩と周囲との関係が不明
であり,胸腔鏡下の摘出を行わなかった.しかし,手術所見
より胸腔鏡補助下の摘出も十分行えたと考えられる.
本症例の関節痛とばち状指は,胸膜中皮膿の切除後に消失
しており.胸膜中皮臆に合併した骨関節症によるもの,すな
わち,腫蕩随伴症候群であったと考えられる.骨関節症は骨
膜下骨新生.ばち状指,関節痛を特徴的症状とし,胸腔内に
基礎疾患のある場合に二次的に発症することが多い1) 5)骨関
節症の発症の機序として三つの仮説10)がある.第一の仮説は
腫壕が骨膜を刺激し骨新生を促す物質を産生し,これにより
骨関節症が発生するというもので.その物質としてエストロ
ゲン").成長ホルモン12)等が考えられている.第2の仮説とし
てチアノーゼを来す先天性心疾患に本症が発現することに注
目して.肺での動静脈シャントが原因で,不明のホルモンや
毒素が肺の疾患や腫癌を有する患者の流血中に放出され,骨
関節症を発症させるとするものがある.第3は,神経性の発
生機序説で肺の疾患から迷走神経や肋間神経を介して中枢神
経に求心性に刺激が伝わり,末梢血液量が増加して本症が生
ずると説明されている.本症例ではこの機序について検討し
ていないが,病歴では胸水の排除だけで発熱の改善や関節痛
の軽快がみられたことより,胸膜中皮膿の腫蕩そのものだけ
ではなく,胸水の存在自体も骨関節症の発症に関わっており,
胸水中に骨関節症の原因となる物質が存在することが推察さ
xwa
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