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A case of synchronous double cancer of the lung and stomach
undergoing right pneumonectomy and total gastrectomy
Tetsuji Chinen, Tsutomu Kawabata, Noboru Sakumoto, Yoshitaka Takeshima
Ken Nomura, Tsuneo Hirayasu, Mono Ohta, Masayuki Kumyoshi
Kiyosm Ishikawa and Keiichiro Genka.
Department of Surgery, National Okinawa Hospital, Okinawa, Japan

ABSTRACT
A 60‑year‑old man complaining of weight loss and general fatigue was referred to
our hospital because of an abnormal chest radiograph. CT scan and transbronchoscopic
lung biopsy revealed lung cancer (squamous cell carcinoma,c‑T3N2MO, StagelllA). At
the same time, upper gastrointestinal X‑ray examination and fiber gastroscopy showed
an irregularity of the mucosa near the cardia and two polyps at the pylorus. A
mstological diagnosis of adenocarcmoma was made from transgastroscopic biopsy. At
first, a right pneumonectomy was performed because of the lung cancer. Two months
later, total gastrectomy was done because of the gastric cancer. The postoperative
course of both operations was uneventful. Although the patient died 18 months after
his second operation due to cerebral infarction, there had been no sign of recurrence,

after all, he had maintained a good quality of life more than 13 months. We conclude
that such extensive procedures as combined pneumonectomy and total gastrectomy
should be considered as the treatment of choice, if complete resection could be per‑

formed safely. Ryukyu Med. J., 22( 3,4) 127‑131, 2003
Key words: pneumonectomy, total gastrectomy, synchronous double cancer, lung cancer,
gastric cancer

緒

言

近年,悪性腫癌に対する診断技術の向上や,平均余命
の延長に伴って多くの重複癌症例が報告されるようになっ
た.なかでも肺癌症例の増加に伴い,肺癌を含む重複癌
の頻度も高くなってきており,同時性の場合,その治療
方針決定には苦慮することが多い.特に肺全摘と胃全摘
といった侵襲度の高い外科治療を必要とするときにはな
おさらである.
今回,我々は肺癌と胃癌の同時性重複癌に対して二期
的に肺全摘及び胃全摘を施行したので報告する.

症例
患者: 60歳,男性.
主訴:全身倦怠感,体重減少.
喫煙歴: 60本/日×38年間.
既往歴:高血圧,脳出血.
現病歴: 1998年12月, 1年間で10kgの体重減少と全
身倦怠感を主訴に近医を受診した.胸部単純Ⅹ線写真上
の異常陰影を指摘され当科‑紹介入院となった.
入院時現症:血圧120/70mmHg,脈拍65/分.脳出
血後遺症として右上肢不全麻軽を認める以外は身体学的
に異常を認めなかった.
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Fig.2 Chest CT scan showing a mass shadow in the
right upper lobe.

Fig.3 Bronchoscopic examination showing a tumor in
the right B2.

B
Fig.l Chest X‑ray film showing a mass shadow in the
right upper lung field.
A: frontal view, B: lateral view

入院時検査所見:動脈血ガス分析は, pH 7.466, PCO2
46.5mmHg, PO2 70.6mmHg, HCO3 33.1mmol/L,

BE 8.3mmol/Lであった.呼吸機能検査では,
VC 2.78L, %VC 83.5%, FEVl.0 2.29 L, FEVl.0%
82.4%と異常を認めなかった.腫癌マーカー値はCA19‑
9 39U/ml, CYFRA 54ng/ml, 1CTP 6.9ng/mlと上
昇していた.
胸部単純Ⅹ腺写真:右上肺野に10×8 cmの辺縁不整,
境界不明瞭な腫癌陰影を認めた(Fig 1 A, B).
胸部CT検査:右肺上薬S2を中心にS3, S6に及び,胸
壁に達する10×8 ×6.6cmの巨大腫癌を認めた.内部濃

度は不均一であった.縦隔リンパ節(♯3, ♯7)の腫
大を認めた(Fig 2).
気管支鏡検査: rB2に腫癖を認め上乗気管支入口部に
まで浸潤していた(Fig 3).経気管支肺生検(以下
TBLBと略す)にて扇平上皮癌と診断された.
上部消化管造影及び胃内視鏡検査:噴門口直下に粘膜
不整を,また幽門部に2個の山田Ⅱ型ポリープを認めた.
生検の結果いずれも腺癌と診断された.肉眼的所見から
早期癌と考えられた(Fig4A, B, C).
画像上遠隔転移を認めず,右肺扇平上皮癌CT3N2MO,
StagenA及び早期胃癌(多発癌)と診断した.根治の
ために肺癌に対しては右肺全摘を,胃癌に対しては胃全
摘を行う方針とした.手術侵襲を考慮し二期的に行うこ
ととしたが進行度の高い肺癌を先行した.
1999年1月26日,後側方第5肋間開胸にて右肺全摘,
胸壁合併切除,リンパ節郭清(ND2a)を行った(sT3
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Fig.5

1^1

Macroscopic findings of the cut surface of the

resected specimen revealing a tumor with necrosis.

Fig.6 Microscopic appearance of the resected specimen
of the lung showing well differentiated squamous cell
carcinoma (H‑E stain, ×100).
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C
Fig.4 Fiber gastroscopy demonstrating irregularity of
mucosa near the cardia (A) and two polyps at the
pylorus(B).

hi

Fig.7Microscopicappearancetheresectedspecimenofth
stomachshowingmoderatelydifferentiatedadenocarcin
(H‑Estain,×100).
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N2MOP3).気管支断端は広背筋弁にて被覆した.
摘出標本:腫癌の大きさは11×10cmで右S2を中心に
存在し,内部は壊死を伴っていた.また,腫癌の一部は
連続的に中葉および下葉に浸潤していた(Fig 5 ).
病理組織学的検査:癌真珠を多数認め,高分化扇平上
皮癌と診断された(Fig 6).肺門リンパ節(♯10, ♯
llu, ♯12s)および縦隔リンパ節(♯4, ♯7)に転移
を認めた(pT3N2MO stage HIA).
術後経過:術後合併症は無く,経過は良好であった.
肺癌術後の動脈血ガス分析は, pH 7.499, PCO2 39.2
mmHg, PO2 84.1mmHg, HCO3"26.8mmol/L, BE
3.1mmol/Lであった.呼吸機能検査は, VC 1.67L,
%VC 50.5%, FEVl.0 1.33L, FEVl.0% 79.6%であっ
た.
1999年3月30日上腹部正中切開にて胃全摘,リンパ
節郭清(D2)を行った.手術所見で肝転移や腹膜播種,
リンパ節腫大を認めなかった(STINOMO,HO,PO).
病理組織学的検査:噴門口直下の粘膜不整,幽門部の
山田Ⅱ型ポリープ(2箇所)のいずれも中分化腺癌(Fig
7 )であった.噴門部直下の腫癌の進達度は粘膜下組織
までであったが,幽門部の腫癌は一部が固有筋層に達して
いた.リンパ節転移はなくpT2NOMO, stage I Bと診断
された.根治度Aであった.
術後経過:術後7日目の造影検査では通過は良好で縫
合不全も認めなかった.退院後,再発の徴候なく社会復
帰していたが, 2000年9月,脳梗塞のため死亡した.

本症例に対して,我々は右肺全摘後も呼吸機能は十分
保たれる(予測残存一秒量: 1.08 L)と考えられたこ
と,胃切除を先行した場合,術後回復を待って次の手術
を行うまでの期間に,肺癌が著しく進行する危険性が高
いと判断したことなどの理由から,進行度の高い肺癌に
対する手術を先行した.胃癌が早期癌ではなく進行癌で
あったことは,我々の術前診断の誤りであり,術前に超
音波内視鏡等で深達度を正確に診断しなかったことは反
省すべき点である.しかし仮に術前に正しく診断されて
いたとしても,進行度が高く,予後不良な肺癌に対する
手術を先行していたと考える.
肺全楠と胃全摘を施行した症例として,胃癌に対して
胃全摘施行後に肺癌を発症し, 1年9カ月の間隔を置い
て右肺全摘を行った症例の報告15)はあるが,肺・胃同
時性重複癌に対して肺全摘及び胃全楠を施行したという
報告は,我々の検索した限りでは無かった.しかし,今
後,肺癌と消化器癌との同時性重複癌の増加に伴い,本
症例のような拡大手術を要する症例が増えることが予想
される.本症例の場合,右肺上薬切除と下葉部分切除,
内視鏡的胃粘膜切除(EMR: endoscopic mucosal re‑
section)といった低侵襲手術も選択肢の一つであり,
生活の質を保つ点では有効と思われるが,根治性が損な
われる危険性がある.年齢や呼吸機能を十分考慮に入れ,
根治性のある治療方針及び術式を慎重に検討する必要が
ある.
結

考

語

察

近年の重複癌の増加の原因として, ①診断技術の進歩,
②治療の進歩による長期生存者の増加, ③平均寿命の延
長による癌好発年齢層の幅と数の増加, ④近代生活の複
雑な環境における癌原性物質の増加などがあげられてい
る1).肺癌を含む重複癌の頻度は4.5‑ll.3%と報告され
ており2‑5)なかでも胃癌との重複癌が最も多い.肺切
除前に他の原発癌の合併が判明した場合,その治療方針
が問題となる.手術侵襲の軽いものに対しては治療期間
の短縮という観点から同時切除が有用である6‑7)が,冒
症,大腸癌等の腹部腫癌の場合には,手術侵襲を考慮し
二期的に切除することが良いとされている8,9)しかし
最近,肺癌と胃癌の重複癌に対し同時手術したとの報告
も散見されるようになった10‑12)ただし本症例のように,
肺全摘と胃全揃という侵襲度の高いものに対しては,同
時手術は重篤な合併症が懸念され,二期的切除が適切と
考えられる.また,二期的切除の場合,その順序は悪性
度の高い癌,予後不良な癌に対する治療を優先させるべ
きであり13)また悪性度の比較が困難な場合は,肺病変
の所見が他臓器癌の治療方針を左右することから肺切除
を優先する方が有利14)であるが,低肺機能下での開腹
手術の危険性から肺切除を後にするべきとの意見もある.

右肺全摘と胃全摘を施行した同時性肺・胃重複癌の1
例を報告した.完全切除が遂行可能と判断されるなら,
年齢や呼吸機能を考慮に入れた積極的な拡大手術も選択
すべき手段の1つと考えられる.
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