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緒　　言

原発性肺癌は遠隔転移をきたした進行肺癌で発見され
ることが多く，遠隔転移巣として脳，骨，肝臓，副腎等
が好発部位として挙げられる．今回我々は，原発性肺癌
に癌性腹膜炎を合併した 2 症例を経験した．日本病理学
会の病理剖検輯報データベースによれば腹膜・腸間膜へ
の転移は約 7～8％と報告されているが，全例が癌性腹
膜炎を合併することはなく，日常臨床で遭遇することは
まれである．また癌性腹膜炎の治療に言及した報告は非
常に少なく，貴重な症例と考えられたので報告する．

症　　例

【症例 1】
患者：70 歳，女性．
主訴：腹部膨満感，両下腿浮腫．
既往歴：特記事項なし．

家族歴：特記事項なし．
喫煙歴：なし．
飲酒歴：機会飲酒．
現病歴：2005 年 7 月頃より右胸部不快感を自覚する

ようになり，同年 9 月近医受診．胸部 X 線上右胸水を
指摘され，胸水細胞診の結果 Class V で腺癌と診断され
た．精査加療目的で済生会宇都宮病院呼吸器内科紹介受
診．FDG-PET検査では右肺下葉，右胸膜，縦隔リンパ節，
骨，肝，腹膜への集積を認め原発性肺癌（腺癌，cT-
4N2M1，stage IV：UICC 第 6 版による）と診断された．
この時点で腹水は認められなかった（Fig. 1C）．診断時
performance status（PS）1 であり，カルボプラチン

（carboplatin：CBDCA）＋塩酸ゲムシタビン（gem-
citabine：GEM）による化学療法を 6 コース施行された
が，progressive desease（PD）であった．本人の希望
と 年 齢，PS を 考 慮 し ビ ノ レ ル ビ ン（vinorelbine：
VNR）単剤による化学療法を選択したが，2 コース終了
した後，腹部膨満感と両側下腿の著明な浮腫を認めたた
め 2006 年 7 月下旬緊急入院となった．

入 院 時 現 症： 身 長 154 .0 cm， 体 重 48 .4 kg． 体 温
37.6℃，血圧 104/76 mmHg，脈拍数 96/min，呼吸回数
18/min．結膜に明らかな貧血や黄疸を認めない．表在
リンパ節を触知せず．胸部：心音純，胸部右側で呼吸音
減弱．腹部膨満あり，圧痛なし．両側下腿浮腫あり．

入院時検査所見（Table 1）：軽度の貧血と炎症反応上
昇を認めた．carcinoembryonic antigen（CEA）は 578.0 
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ng/ml であった．
入院時胸部 X 腺写真（Fig. 1A）：右肺野全体の透過性

が低下していた．
入院時腹部 CT（Fig. 1D）：著明な腹水貯留を認めた．

骨盤付属器に異常所見なし．
入院後経過：腹水細胞診の結果は Class V であり，原

発性肺癌による癌性腹膜炎と診断した．PS の点から細
胞障害性抗癌剤の投与は困難と判断し，本人および家族
との話し合いの結果，腺癌，女性，非喫煙者，日本人で
あることから gefitinib を 8 月 2 日より開始した．その
後 Fig. 1D から Fig. 1E のように腹水は著明に減少し，
外来通院可能となった．腹水同様下腿浮腫も改善したが，
胸水は軽度減少した程度であった．外来での治療を継続
したが，投与開始後9ヶ月の時点で腹水が増加し食欲不振，
腹部膨満感が増悪したため再入院となった．麻痺性イレ
ウスを併発し対症療法を行ったが，gefitinib 開始から
11ヶ月目に原病死した．

【症例 2】
患者：55 歳，女性．
主訴：腹部膨満感，両下腿浮腫．
既往歴：32 歳時，子宮筋腫に対して手術．
家族歴：特記すべきことなし．
喫煙歴：なし．
飲酒歴：機会飲酒．
現病歴：2004 年 7 月労作時呼吸困難を自覚するよう

になったため近医受診．胸部 X 線上右胸水を指摘され

済生会宇都宮病院紹介受診．胸水細胞診で Class V が検
出され，全身検索の結果遠隔転移は認められず，原発性
肺癌（腺癌，cT4N0M0，stage IIIB：UICC 第 6 版による）
と診断された．症例 1 と同様，この時点では腹水は認め
られなかった（Fig. 2C）．癌性胸膜炎に対して胸膜癒着
術を施行した後，同年 8 月より CBDCA＋GEM による
化学療法を 6 コース施行した．partial response（PR）
と判断され外来経過観察されていたが，2005 年 11 月腹
水貯留を認め再入院となった．癌性腹膜炎と診断された
が，PS 1 であったためセカンドラインの化学療法
CBDCA＋VNR を 2 コースまで行った．しかし 2006 年
3 月下旬著明な両下腿浮腫と腹部膨満を認めたため緊急
入院となった．

入院時現症：身長 156 cm，体重 58.4 kg．体温 37.5℃，
血圧 110/62 mmHg，脈拍数 109/min，呼吸回数 16/
min．結膜に明らかな貧血や黄疸を認めない．表在リン
パ節を触知せず．胸部：心音純，肺野清．腹部膨満あり，
圧痛なし．両側下腿浮腫あり．

入院時検査所見（Table 1）：白血球減少と貧血，CRP
の上昇を認めた．sialyl SSEA-1 antigen（SLX）が 63.0 
U/ml と高値を示した．

入院時胸部 X 腺（Fig. 2A）：特記すべき所見なし．
腹部 CT（Fig. 2D，Fig. 2F）：大量の腹水と下大静脈

に 7 cm までの血栓を認めた．骨盤付属器に異常所見な
し．

入院後経過：腹部膨満感が強く腹水の穿刺排液を頻回
に要する状態で抗凝固療法の継続が困難と判断されたた

Table 1　Laboratory data on admission （Case 1 and Case 2）

Case 1 Case 2
Hematology Biochemistry Hematology Biochemistry
　WBC 7,300/μl 　TP 6 g/dl 　WBC 1,410/μl 　TP 5 g/dl
　　Neu 75％ 　Alb 2 g/dl 　　Neu 60％ 　Alb 2.3 g/dl
　　Lym 18％ 　T.Bil 0.6 mg/dl 　　Lym 29％ 　T.Bil 0.8 mg/dl
　　Mono 7％ 　ALP 1,072 IU/L 　　Mono 9％ 　ALP 219 IU/L
　　Eosino 0％ 　γ -GTP 23 IU/L 　　Eosino 0％ 　γ -GTP 13 IU/L
　　Baso 0％ 　AST 36 IU/L 　　Baso 2％ 　AST 14 IU/L
　RBC 3.09×106/μl 　ALT 26 IU/L 　RBC 2.53×106/μl 　ALT 8 IU/L
　Hb 9 g/dl 　LDH 296 IU/L 　Hb 7.8 g/dl 　LDH 191 IU/L
　Plt 37.4/μl 　BUN 18.8 mg/dl 　Plt 21.4/μl 　BUN 14.7 mg/dl

　CRE 0.5 mg/dl 　CRE 0.8 mg/dl
　Na 138 mmol/L Coagulation 　Na 140 mmol/L
　K 3.6 mmol/L 　PT 11.5 s 　K 4.4 mmol/L
　Cl 103 mmol/L 　APTT 32.3 s 　Cl 103 mmol/L
　CRP 2.1 mg/dl 　FNG 542.8 mg/dl 　CRP 10.2 mg/dl

　D-dimer 11.7 μg/ml
Tumor marker 　Protein C 136％ Tumor markers
　CEA 578 ng/ml 　Protein S 154％ 　CEA 0.6 ng/ml

　SLX 63 U/ml
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め，右内頸静脈より下大静脈フィルター（inferior vena 
cava filter：IVC filter）を挿入した（Fig. 2 G）．患者本
人と相談のうえ，同年 4 月中旬より gefitinib 内服を開
始し 1ヶ月間服用したが，Fig. 2D，E のように，その後
も週 2～3 回，1 回につき 1～3 L 排液を行わなければ自
覚症状の改善が得られず，腹水のコントロールは困難を
きわめた．その後対症療法に徹したが，6 月上旬に原病
死した．

考　　察

原発性肺癌は遠隔転移をきたした進行肺癌で発見され
ることが多いが，癌性腹膜炎を合併することはまれであ
る．桜庭らは横隔膜を境として頭側に位置する臓器が原
発巣である腫瘍のうち，癌性腹膜炎のみを合併する頻度
は0.3％，癌性胸膜炎と癌性腹膜炎を合併する頻度は1.1％
と報告している1）．肺癌に限定した場合，癌性胸膜炎合
併が 17.5％であるのに対して癌性腹膜炎のみは 0.14％，
癌性胸膜炎と癌性腹膜炎の合併は 0.9％とさらに低かっ
た．症例 1 は癌性胸膜炎が先行した後に癌性腹膜炎を合
併し，症例 2 は胸膜癒着術後に癌性腹膜炎のみで再発し

た経過であった．また癌性腹膜炎を合併した場合の予後
はきわめて悪く，診断後の平均余命は 2ヶ月と報告され
ている2）．

癌性腹膜炎の頻度について考察すると，Satoh らの報
告2）では 1,041 例の肺癌患者のうち 12 例（1.2％）に癌性
腹膜炎を合併し，1989 年に報告された全国肺癌患者登
録データでは肺癌 10,344 例中，peritoneum への転移は
3 例のみであった3）．一方，2005～2009 年における日本
病理学会：病理剖検輯報データベースによれば「原発部
位：気管支・肺」における「転移部位：腹膜・腸管膜」
の頻度は 7.09～8.23％であった4）．原発性肺癌の癌性腹
膜炎の発生頻度に関する正確なデータは少なく遭遇する
頻度も低いが，剖検データから推察すると臨床データの
0.1～1.2％より高い可能性が考えられた．

癌性腹膜炎の進展にはリンパ系が重要な役割を果たし
ており，進展経路として retrostarnal lymphatic path-
way が関与すると考えられている1）．この経路は右横隔
膜に分布する小孔と縦隔壁側胸膜に分布する小孔から粒
子を含むリンパ液を輸送して横隔膜面のリンパ管網を形
成し，その小孔を通じて癌細胞が播腫される．一方腹水

Fig. 1　（A） Chest X-ray on admission showing pleural effusion on the right side. （B） Clinical course. （C-E） Abdominal 
CT findings （C: before admission; D: on admission; E: after receiving gefitinib）, showing decreased ascites （Case 1）.
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の産生にはリンパ液の吸収障害やリンパ液の産生増加，
毛細血管の透過性亢進等が関与しているが，腫瘍細胞か
ら産生される物質，塩基性線維芽細胞増殖因子 basic fi-
broblast growth factor：bFGF）や血管内皮細胞増殖因
子（vascular endothelial growth factor：VEGF）の重
要性が指摘されている．特に VEGF は 1983 年に腫瘍血
管の透過性亢進因子として発見され5），現在までに癌性
腹膜炎の腹水中 VEGF 濃度が高値を示すこと6）や，動物
実験において VEGF の機能を阻害することにより腹水
産生が完全に抑制されること7），さらに胸水中 VEGF 高
値が肺癌の予後不良因子であることが明らかにされてお
り8），VEGF が癌性胸膜炎と癌性腹膜炎の病態に深く関
与することが示唆されている．

Imaizumi らは胃癌の腹膜転移マウスモデルを用いて，
抗 VEGF ヒト化モノクローナル抗体であるベバシズマ
ブ（bevacizumab）を腹腔内投与した後，治療効果を判
定し，bevacizumab 投与群は腹水量が有意に減少し生
存期間が延長したことを報告している．すなわち同薬剤
が胃癌による腹膜転移を抑制する可能性があると考察し
ている9）．また癌性腹膜炎に対する bevacizmab の効果
についての総説では，癌性腹膜炎に対して VEGF を抑
制することにより効果が得られることが in vitro，in vivo

で数多く報告されているものの臨床試験の報告はなく，
少数例の報告のみにとどまっていることが指摘されてい

る．臨床例の報告をまとめると，症例数は 1～9 例，be-
vacizumab 5～15 mg/kg を 3～4 週間隔で経静脈もしく
は腹腔内投与され，長期間腹水がコントロールされてい
た．多くの研究データと臨床例の知見より，癌性腹膜炎
に対する bevacizumab の臨床試験の必要性が強調され
ている10）．

治療方法としては利尿剤投与，塩分制限，腹腔-静脈
シャント術などの対症療法が一般に行われ，腸閉塞症状
を伴う場合にはオクトレオチド（octreotide）が用いら
れる．しかし腹部膨満や食欲低下等著しく不快な症状が
遷延することが多く，緩和目的で用いるモルヒネ製剤に
よりイレウス症状を悪化させる危険性がある．さらに
PS 不良のため化学療法は選択できないことが多い．癌
性腹膜炎を合併した肺癌の報告は小腸転移による汎発性
腹膜炎11）を除き，我々が検索した範囲では12例と少なく，
そのなかでも実際に化学療法や分子標的治療が行われた
症例はgemcitabine 1例12），gefitinib 2例13）14）のみであった．
gefitinib を投与された 2 例のうち中田らの報告では，肺
腺癌転移による癌性腹膜炎は細胞障害性抗癌剤が無効で
あったが gefitinib 投与により腹水が減少し QOL が改善
したと報告している13）．藤生らは肺癌による癌性腹膜炎
に対して腹水中の上皮成長因子受容体（epidermal 
growth factor receptor：EGFR）遺伝子変異を確認した
上で gefitinib を投与し，縮小効果を認めた14）．gefitinib

Fig. 2　（A） Chest X-ray on admission. （B） Clinical course. （C-E） Abdominal CT findings （C: before admission; D: on 
admission; E: after receiving gefitinib）, showing no change of ascites between D and E. （F） Arrow shows an embo-
lism in IVC. （G） IVC filter was inserted （Case 2）.
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は東洋人，非喫煙者，女性，腺癌に有効であると報告さ
れていたが，2004 年に肺癌における EGFR 遺伝子変異
の突然変異が報告され15）16），遺伝子変異の有無により効
果に違いがあることが明らかになり，現在では症例によ
りファーストラインに位置付けされる薬剤である17）．
EGFR遺伝子変異検査は2007年6月に保険収載されたが，
本症例の癌性腹膜炎診断時にはコマーシャルベースで検
査を行うことができず測定できなかった．治療経過から
症例 1 は EGFR 遺伝子変異が陽性で治療効果が得られ
たが，後に耐性18）を獲得し病勢が進行したものと推察さ
れた．癌性腹膜炎は腺癌の頻度が高く2），さらに gefi-
tinib は EGFR 遺伝子変異陽性で PS の低下している患
者に対して治療効果があることが報告されているの
で19），EGFR 遺伝子変異を確認することにより癌性腹膜
炎の治療の選択肢となりうると考えられた．

癌性腹膜炎は治療困難であり予後不良の病態であるが，
今後の症例蓄積に加えて癌性腹膜炎の機序が明らかにさ
れることにより分子標的治療の知見が広がり，QOL改善，
予後改善につながることが期待される．

本論文の要旨は第 173 回日本呼吸器学会関東地方会（東京）
において報告した．
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Abstract

Two cases of peritonitis carcinomatosa resulting from lung cancer
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We report two cases of peritonitis carcinomatosa resulting from lung cancer. Case 1: A 70-year-old woman, di-
agnosed with advanced lung cancer, received platinum-based chemotherapy. It was ineffective, and she devel-
oped abdominal distension. She was admitted to our hospital where we diagnosed her with peritonitis carcinoma-
tosa. Three weeks after receiving gefitinib, she was discharged and the treatment was continued for 9 months in 
an outpatient clinic. Case 2: A 55-year-old woman admitted to our hospital was suffering from peritonitis carcino-
matosa and deep vein thrombosis. She was diagnosed with lung cancer 20 months prior to admission and had re-
ceived chemotherapy. She underwent inferior vena cava filter placement after admission and commenced gefi-
tinib. We frequently aspirated her ascites, even though she was receiving gefitinib. Unfortunately she died after 2 
months. We encountered rare cases of peritonitis carcinomatosa resulting from lung cancer where the prognosis 
was very poor.
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