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緒　　言

気管支内転移をきたす肺外悪性腫瘍の原発臓器として
は，腎，乳腺，大腸，甲状腺，卵巣などが多い1）．なか
でも乳癌は 20％以上で，腎癌，大腸癌とならび頻度が
高く2）3），内視鏡所見としては，気管支粘膜の浮腫と肥厚，
粘膜を破壊すると気管支内腔に腫瘤を形成すると報告さ
れている4）～6）．
今回，気管支内腔に特異な斑状の白色半隆起性の病変

を認め，気管支生検が診断の契機となった乳癌の症例を
経験したので報告する．

症　　例

症例：50 歳，女性．
主訴：咳嗽，喀痰増加，腰痛．
既往歴：26 歳　腸結核．
生活歴：飲酒・喫煙なし．

家族歴：母方祖母・母　乳癌，父　胃癌．
現病歴：3ヶ月前より咳嗽と喀痰が出現，1ヶ月前から
腰痛も加わり当院を受診した．胸部X線写真で両下肺
野に線状影が認められ，気管支炎として抗菌薬を投与さ
れたが改善せず，精査目的で入院となった．
入院時現症：身長 148 cm，体重 56 kg，体温 36.6℃，
血圧 145/96 mmHg，脈拍 87/min，右腋窩にリンパ節触
知，左右乳房の触診異常なし，両側下胸部で低調ラ音聴
取，腹部に手術痕，腰部叩打痛あり．
入院時検査所見：血算，生化学に異常を認めず，赤沈
89 mm/h，KL-6 5,863 U/ml と上昇し，混合性換気障害（肺
活量 1.71 L，％肺活量 68.6％，1秒率 67.6％）を認めた．
胸部X線写真（Fig. 1A）では肺門から両下肺野に広が
る索状影，右下肺には結核治癒所見と思われる胸膜癒着
と石灰化，右腋窩部の軟部組織の肥厚を認めた．胸部
CT縦隔条件（Fig. 1B）では，右腋窩リンパ節が数個腫
大し，縦隔リンパ節腫大はみられなかった．肺野条件
（Fig. 1C）では，広範な気管支壁の肥厚と両側前胸部末
梢に小葉間隔壁の肥厚，粒状影，すりガラス影を認め，
癌性リンパ管症が疑われた．
気管支鏡検査では，気管末梢から右主気管支，右中間
幹，右中葉支口にかけて，大小不同で光沢のある白色半
隆起性の病変が多発していた（Fig. 2A）．膜様部の縦走
襞は保たれていた．気管支生検したところ，病変はきわ
めて軟らかで脆く，ほとんど出血しなかった．なお，咳
嗽が激しく経気管支肺生検は断念した．組織所見で上皮
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下に核/細胞質比の高い小型の異型細胞の浸潤を認めた．
異型細胞は，クロマチンの増量や異型性は軽度で，線状
（Indian file 様）配列や小細胞巣の形成が認められるこ
とから，腺癌と考えられた（Fig. 2B）．免疫染色では，
E-cadherin 陽性，thyroid transcription factor-1（TTF-1）
陰性，gross cystic disease fluid protein 15（GCDFP-15）
陽性（Fig. 2C）であった．異型細胞は，気管支上皮下
のリンパ管内および間質に浸潤しており，上皮下のリン
パ管内に異型細胞が充満する所見は，乳癌の気管支内転
移にみられる所見であることから，乳腺原発が疑われた．
マンモグラフィーを行ったが，両側乳腺に異常を認め

なかった．超音波検査でも乳腺は異常がなく，右腋窩リ
ンパ節の腫大を認めたため，同部のリンパ節生検を施行
した．最大35×15×12 mmまでのリンパ節8個を採取し，
全検体に異型細胞の浸潤を認めた．異型細胞は，気管支
生検で認めた細胞に類似して，間質にびまん性に浸潤し，
リンパ節外脂肪組織への浸潤も目立ち，腺管構造を形成
せず，小細胞集塊や柵状配列を呈しながら著しい線維化
を伴って増殖していた．エストロゲン，プロゲステロン
レセプターともに陽性で，human epidermal growth 
factor receptor-2（HER2/neu）蛋白の過剰発現は認め

られなかった．これらの所見から，乳腺原発の硬癌
（scirrhous carcinoma）の可能性が高いと考えられた．
追加検索で，乳癌の血清腫瘍マーカーCA15-3 は 720 U/
ml と著明に上昇していた．骨シンチグラフィーにて，
左後頭骨，両側肋骨，腰椎の集積亢進を認め，多発骨転
移が疑われた．
以上より，乳腺に原発巣は確認できなかったが，所見
を総合して，乳癌（occult cancer），癌性リンパ管症の
疑い，右腋窩リンパ節転移，骨転移と診断した．その後，
専門医療機関へ転院となった．

考　　察

気管支壁の層構造は，気道の内面より，上皮層，上皮
下層，筋層（平滑筋），筋外層（腺組織を含む），軟骨層，
軟骨周囲層（外膜）の各層からなる7）．諸文献中の病理
所見におけるmucosa と submucosa の境界は曖昧だが，
一般にはmucosa が上皮層，上皮下層，submucosa が
平滑筋層以下の組織を指す8）．
乳癌の気管支転移の所見は，腫瘤やポリープ形成のほ
かに，浮腫，発赤，気管支内腔の狭窄などと記載される．
これは腫瘍細胞が，粘膜表面よりも submucosa のリン

A B

C

Fig. 1　Radiographic findings. （A） Chest radiograph on admission shows reticular shadows in bilateral lower 
fields, calcification in the right lower lung, and thickening of soft tissue of the right axilla. （B） Chest CT scan 
shows swelling of lymph nodes in the right axilla. （C） Chest CT scan also shows peribronchovascular intersti-
tial thickening, interlobular septal thickening, multiple small nodules, and diffuse ground-glass opacities in both 
lungs.
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パ管へ浸潤し4），最初に submucosa のリンパ管に腫瘍細
胞が満ちて，リンパ路を拡張，集合して上皮下に腫瘤を
形成するためと考えられていた9）．実際の組織では，浮
腫の部分は腫瘍細胞が submucosa に細胞巣を形成，発
赤は上皮下の血管の増生拡張を反映し，狭窄部では腫瘍
細胞がmucosa を置換するように増殖し平滑筋層まで浸
潤する所見が認められる．リンパ管や血管内で増えた腫
瘍細胞が，間質へ浸潤して上皮を破壊，潰瘍化し，気管
支内腔に露出すると，腫瘤形成に至る．
本例では，気管末梢から右主気管支，右中間幹，右中

葉支口にかけて，縦走襞は保たれ，大小不同で光沢のあ
る白色半隆起性の病変が多発していた．組織像では，気
管支上皮は保たれ，小型の異型細胞が上皮下層のリンパ
管内に充満し，間質では線状配列や小細胞巣を形成しな
がら，層状に浸潤していた．上皮下での血管増生を認め
なかった．
本例類似の，気管支生検病理所見を呈した症例が 2例

ある．1例は，浸潤性小葉癌（infiltrating lobular carci-

noma）の既往があり，正常上皮とその下のリンパ管，
血管内腔に限局した腫瘍細胞の広がりを認めたもので10），
本例に比べ，submucosa のリンパ管や血管内に浸潤する
細胞量が少数であった．もう 1例は，浸潤性乳管癌（in-
vasive ductal carcinoma）で，本例よりも腫瘍細胞の粘
膜内浸潤の形態がびまん性であった11）．いずれも気管支
内腔には異常所見を認めなかった．
粘膜上皮は，正常な線毛円柱上皮細胞が存在する例で
は半透明であり，扁平上皮化生や上皮内進展する癌が正
常上皮を置換して増殖すると，不透明化して白色調を呈
するとされている7）．従来の内視鏡は，400～800 nm の
波長光が混在した白色光を対象表面に照射し，その反射
光を観察する．白く見えるということは，局所の分光反
射率が全波長帯で相対的に高くなるために，周囲粘膜と
異なる色調を呈することに相当する12）13）．本例では，上
皮直下の上皮下層内リンパ管や間質への腫瘍細胞の浸潤
が柵状に重畳し，高度だったために，表層近くでの反射
が増え，上皮下の毛細血管が透見できなかったのではな

A

B C

Fig. 2　Bronchoscopic and histological findings of the bronchial biopsy.（A） Multiple glossy 
white nodules on the bronchial mucosa extending from the distal trachea to the ostium of the 
right middle lobe. （B） The tumor cells present within the lymphatics in the subepithelial lay-
er and infiltrate in a single file pattern （hematoxylin-eosin staining, ×20）. （C） Cytoplasm of 
the tumor cells showing diffuse staining with gross cystic disease fluid protein-15 （×20）.
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いかと考えられる．上皮下層のリンパ管内に少数浸潤す
る腫瘍細胞の集合は，内視鏡的に局在を指摘することが
不可能であるといわれており7），実際，先の本例類似の
2 例のような細胞浸潤では気管支内腔に異常を認めな
かった．
また，本例の異型細胞は，乳癌の組織学的分類では，

硬癌であった．硬癌は浸潤性乳管癌の亜型に分類される
が，線状配列を形成する硬癌と浸潤性小葉癌の鑑別は時
に困難である．硬癌は多列索状浸潤を主体とし，小葉癌
は孤立散在性，接着性の緩い数珠状配列を形成するとい
う形態上の傾向に加え，E-cadherin 染色が参考になる
とされる14）．
E-cadherin は，カルシウム依存性の上皮細胞接着分

子で，細胞間接着に寄与している．一般に乳管癌では陽
性，小葉癌では発現が低下し，硬癌は E-cadherin 陽性
となる．本例では，上皮下層間質へ腫瘍細胞が高度に浸
潤していることに加え，E-cadherin 陽性で浸潤した腫
瘍細胞相互の結合性が強く，光の反射散乱が増加した部
分が生じたことが，半隆起性で，白色の病変に関係して
いるのかもしれない．
本例は，画像所見から癌性リンパ管症が疑われ，気管

支生検で右気管支上皮下のリンパ管内に癌の浸潤を認め
た．癌性リンパ管症は，肺のリンパ管内に癌細胞が侵入
進展した病態で，気管支生検や経気管支肺生検でリンパ
系への癌の侵襲が証明されると確定診断となる15）16）．気
管支への悪性腫瘍の転移経路については，現在でも
Schoenbaum と Viamonte が 1971 年に提案した 4 経路
が引用される17）．すなわち，①末梢肺動脈の腫瘍塞栓か
ら還流リンパ路を介して気管支周囲リンパ管内を上行す
るもの，②肺門リンパ節から逆行性に気管支周囲のリン
パ管内を下行するもの，③気管支動脈を介し気管支壁内
に着床増殖するもの，④経気道的転移の 4経路があると
いわれる．現在は①が主たる経路と考えられている．
本例では，癌性リンパ管症と気管支のリンパ管内への

腫瘍細胞浸潤を認めており，③・④でなく，①・②の転
移形式が予想される．しかし，本例では①のときにみら
れるような気管支遠位側から中枢に広がる病変は認めら
れず，また②のときにみられるような両側縦隔肺門リン
パ節の腫大もなかった．
乳癌には，乳房外側のリンパ流が腋窩リンパ節へ注ぐ

経路のほかに，乳房内側のリンパ流が胸骨傍リンパ節か
ら縦隔リンパ節へ広がる経路があり，肺，胸膜，心膜な
どの胸腔内への進展経路になるという報告がみられ
る18）．本例における右腋窩リンパ節の腫大，右側中枢側
の気管支内腔に限局した転移は，乳癌の特異な進展様式
によるものではないかと考えられる．右胸部リンパ路か
らの逆行性進展が関連した可能性が疑われる．

触診，超音波検査，マンモグラフィーで原発巣が確認
できず，腋窩リンパ節転移から診断されるタイプの乳癌
は，occult cancer と呼ばれ，乳癌全体の 0.3～1％と報
告されている19）20）．本例のように，リンパ節転移を介して，
気管支転移，癌性リンパ管症様所見から発見される乳癌
の occult cancer が存在することは，原発不明癌の鑑別
を行ううえで留意すべきことと思われた．
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Abstract

A case of occult primary breast cancer with atypical endobronchial metastases

Maki Miyamotoa,*, Shinobu Akagawaa, Atsuhisa Tamura a, Junko Suzuki a, 
Kimihiko Masuda a and Akira Hebisawab

aCenter for Pulmonary Diseases, NHO Tokyo National Hospital
bDepartment of Pathology, NHO Tokyo National Hospital

*Department of Pulmonary Medicine, Tokyo Metropolitan Tama Medical Center

A 50-year-old woman suffering from cough, sputum, and lumbago was admitted to our hospital. Chest radio-
graph showed diffuse reticular shadows in bilateral lower lung fields. Chest CT scan revealed multiple small nod-
ules and interlobular septal thickening in peripheral lung fields. Bronchoscopy demonstrated multiple glossy 
white nodules on the bronchial mucosa extending from the distal trachea to the ostium of the right middle lobe. 
Multiple bronchial mucosal biopsies showed adenocarcinoma infiltrating the bronchial mucosa and permeating 
the mucosal lymphatics in a single file pattern. She presented with right axillary adenopathy, and an axillary 
nodes biopsy revealed metastasic adenocarcinoma positive for estrogen and progesterone receptors. As a result, 
breast cancer was diagnosed. She had no evident primary breast lesion. This was an occult breast cancer sus-
pected after bronchoscopic examination. Bronchoscopic findings of this type of metastases are very rare.
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