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結核性胸膜炎に合併した線維形成型胸膜中皮腫の 1 例
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要旨：症例は 80 歳代の男性．8 年前に肺結核の治療歴があった．労作時息切れ，右胸痛を主訴に前医を受診
し，結核性胸膜炎の診断で抗結核薬の投与が開始された．胸部単純 CT で壁側胸膜の肥厚を認めたため胸膜
中皮腫を疑われ，当科紹介となった．局所麻酔下胸腔鏡検査による壁側胸膜生検で，肉芽腫性炎症と抗酸菌
を検出した．結核治療を継続したが，右胸膜肥厚の悪化および PET で多発リンパ節・骨転移を認めた．再度
の胸膜生検で紡錘形異型細胞の増殖を認め，腫瘍細胞の p16 遺伝子ホモ接合性欠失を確認し線維形成型胸膜
中皮腫の診断が確定した．
キーワード：線維形成型中皮腫，結核性胸膜炎，局所麻酔下胸腔鏡検査，p16 遺伝子ホモ接合性欠失
Desmoplastic malignant mesothelioma, Tuberculous pleurisy,
Local anesthetic thoracoscopy, p16 gene homozygous deletion

緒

言

線維形成型胸膜中皮腫（desmoplastic malignant meso-

痛を自覚し前医で右胸水貯留を指摘された．抗菌薬を投
与されたが改善なく，結核性胸膜炎の診断で同年 11 月よ
り抗結核薬 3 剤（イソニアジド/リファンピシン/エタン

thelioma：DMM）は，胸膜中皮腫のなかでもまれな組織

ブトール）の投与が開始された．しかし胸痛は改善せず，

型であり，線維性胸膜炎との鑑別が困難となることが多

胸部単純 CT で右横隔膜角部に限局性の胸水貯留と壁側

い．今回，結核性胸膜炎に合併し診断に苦慮した DMM

胸膜の肥厚を認めたため，胸膜中皮腫などの悪性疾患を

の 1 例を経験したので報告する．

疑われ 12 月当科紹介となった．

症

例

患者：80 歳代，男性．
主訴：右胸痛．
既往歴：2006 年肺結核の診断で，抗結核薬［イソニア

初診時現症：身長 162 cm，体重 45 kg，performance
status（PS）2，体表リンパ節は触知せず，右呼吸音はや
や減弱していた．心音に異常は認めなかった．
初診時検査所見：血算生化学所見では異常所見はな
く，CRP 0.82 であった．T-SPOT は陽性であった．腫瘍

ジド（isoniazid：INH）
/リファンピシン（rifampicin：

マーカーは CEA，CA19-9，SCC，CYFRA21-1，proGRP，

RFP）
/エタンブトール（ethambutol：EB）
］による 9ヶ

SLX および NSE のいずれも正常範囲であった．

月間の治療を受けた．
家族歴：特記事項なし．
喫煙歴：20〜40 歳（20 本×20 年）
．
職業歴：大工．アスベスト曝露歴あり．
現病歴：2014 年 8 月下旬ごろより労作時息切れ，右胸

初診時胸部 X 線所見（図 1A）
：右胸膜肥厚と右胸水貯
留を認めた．
初診時胸部単純 CT（図 1B）：右横隔膜上の限局した
胸水貯留と壁側胸膜の肥厚を認めた．
治療経過：確定診断のため，右局所麻酔下胸腔鏡検査
を施行した（図 1C）
．胸腔内上部の癒着は高度で壁側臓
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側胸膜ともに白色びまん性に肥厚していた．肥厚した壁
側胸膜を生検した．好中球やリンパ球などの炎症細胞浸

ａ

潤および組織球に取り囲まれた壊死組織を伴う肉芽種性

ｂ

出した（図 1D）．結核性胸膜炎と診断し，さらに抗結核
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炎症を認め，抗酸菌染色（Ziehl-Neelsen）で抗酸菌を検
薬の投与を継続の方針として前医へ転医した．組織の抗
酸菌培養は陰性であった．しかし治療継続にもかかわら
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図 1 （A）初診時胸部 X 線写真．右胸膜肥厚および肋骨横隔膜角の鈍化を認めた．
（B）胸部単純 CT 所見．右横隔膜上の限局した胸水貯留と壁側胸膜の肥厚を認
めた．（C）局所麻酔下胸腔鏡所見．胸腔内は高度の癒着を認め，壁側臓側胸膜
ともに白色びまん性に肥厚していた．（D）初回壁側胸膜生検所見．抗酸菌染色
（Ziehl-Neelsen）で抗酸菌が検出された（矢印）
．

ず，右胸痛症状の増悪および 2015 年 4 月の胸部単純 CT

calretinin，CK（AE1/AE3），CK5/6，desmin，EMA は

で右胸膜肥厚の悪化を認めたため，再度の生検目的で当

陰性であったが，Glut-1 陽性（図 3C），D2-40 弱陽性（図

科再入院となった（図 2A）
．同月，全身麻酔下に右胸膜

3D）であった．さらに FISH 法で腫瘍細胞の p16 遺伝子

生検を施行した．右第 5 肋間部より白色に肥厚した壁側

のホモ接合性欠失（homozygous deletion）が確認され

胸膜全層を採取した．病理組織検査では軽度のリンパ球

（図 3E），線維形成型胸膜中皮腫，International Mesothe-

系炎症細胞浸潤を伴う線維組織が主体で，特異的な炎症

lioma Interest Group（IMIG）分類 T3N2M1 stage IV と

反応や明らかな異型細胞は認めなかった．免疫染色では

診断された．3 回すべての生検標本ではアスベスト小体

mesothelin，calretinin，CK（AE1/AE3）
，CK5/6，D2-

は確認されなかった．

40，desmin，EMA，TTF-1 および CD34 のすべてにお
いて陰性であった．胸膜結核腫などの胸膜肥厚をきたす
病態も考えられたが，抗酸菌染色は陰性で，ﬂuorodeoxyglucose-positron emission tomography（FDG-PET）で

診断後経過：急速に全身状態が悪化し，PS 不良のため
緩和治療の方針となり再び前医へ転医となった．

考

察

は右壁側胸膜に沿ってまだらな FDG 集積を認め，さら

DMM は肉腫型中皮腫の亜型であり，密集した膠原組

にリンパ節転移や多発骨転移も認めた（図 2B）
．臨床的

織と異型性細胞が花むしろ状，もしくは型をなさない状

に胸膜中皮腫の疑いが濃厚であり，翌月 3 回目の生検を

態で腫瘍全体の 50％以上を占めているものと定義され

行った．生検部位として FDG 集積の強い右第 9 肋間部

る1）． 胸 膜 中 皮 腫 に お け る DMM の 占 め る 割 合は 1〜

を選定した．同肋間直上を 4 cm 皮膚切開し肋間筋を露

2％2）と比較的まれであり，肉腫型の 10％を占めるとされ

出させ，壁側胸膜とあわせて全層を複数箇所採取した

る3）．Wilson ら4）の DMM 17 例の報告によると，16 例中

（図 3A）
．
病理所見：HE 染色では紡錘形異型細胞が不規則な増
殖を示し（図 3B）
，一部は肋間筋層内に浸潤していた．

12 例に職業的にアスベストの曝露歴があり，平均予後は
5.8〜6.8ヶ月ときわめて予後不良である．
DMM はしばしば線維性胸膜炎との鑑別が臨床的に問

胸膜炎で見られる層構造（zonation）は明らかではなく，

題となることが多く，鑑別には外科的に採取された大き

抗酸菌染色は陰性であった．免疫染色では mesothelin，

な標本が必要であり，経皮的に採取された小さな標本で
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図 2 （A）初診から 3ヶ月経過後の胸部単純 CT 所見．右胸膜肥厚の悪化を認め
た．（B）FDG-PET 所見．肥厚した右壁側胸膜に沿ってまだらな FDG 集積を認
め，さらにリンパ節転移や多発骨転移も認めた．

図 3 （A）3 回目生検所見．右第 9 肋間筋を開き，全層にわたり肥厚した壁側胸膜を採取した．
（B）病理所見（HE 染色）．紡錘形異型細胞の不規則な増殖を認めた．
（C）免疫組織化学染色．
Glut-1 に陽性．（D）D2-40 に弱陽性．
（E）FISH 所見．腫瘍細胞の p16 遺伝子のホモ接合性欠
失（赤色シグナルの欠損）が確認された（矢頭）
．

は診断が困難である5）．そのため胸腔鏡検査において in-

DMM の診断にあたっては十分量の検体採取に加え，生

sulation-tipped diathermic knife（IT ナイフ）による全

検部位の選定も重要な要素である．本症例では 1 回目お

層胸膜生検が DMM の診断に有用とされている ．また

よび 2 回目の生検では腫瘍細胞が検出されず，3 回目に

6）
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PET での FDG 高集積部位を生検することで腫瘍細胞を
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確認し診断に至った．DMM では細胞成分が乏しく，し
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したがって腫瘍細胞密度の高い部位を生検部位として選
定するに際し，FDG-PET は通常の CT 画像とあわせ参
考になると考えられた．また Mangano ら3）の DMM と線
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維性胸膜炎の鑑別基準においては，浸潤性増殖・壊死を
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Abstract

Desmoplastic malignant mesothelioma accompanied with tuberculous pleurisy, report of a case

Department of Thoracic Surgery, National Hospital Organization Higashiohmi General Medical Center
Department of Respiratory Medicine, National Hospital Organization Higashiohmi General Medical Center
a

b

Yoshitomo Ozaki a, Shuhei Inoue a, Masatsugu Ouchi a,
Keiko Ueda a, Hiroshi Wada b and Takuto Sakashita b

An octogenarian male who had a treatment history of pulmonary tuberculosis 8 years ago was admitted to
his local hospital with chief complaints being shortness of breath on exertion and right chest pain. He was diagnosed with tuberculous pleurisy, and medication with antituberculous drugs was initiated. Because the CT scan
showed parietal pleural thickening, he was admitted to our hospital with suspicion of malignant mesothelioma.
Granulomatous inflammation and acid-fast bacteria were detected in the pleural specimens obtained by thoracoscopy under local anesthesia. Although the antituberculous treatment was continued, the aggravation of the right
pleural thickening was seen on the CT scan, and the multiple lymph nodes and bone metastasis were found on
the FDG-PET. The reiterated pleural biopsy revealed the increase of the spindle-shaped atypical cells accompanied by the p16 gene homozygous deletion of the tumor cells, which confirmed the diagnosis of desmoplastic malignant mesothelioma.

