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孤立性結節陰影を呈した肺 Mycobacterium avium感染症の１例
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A 53‑year‑old woman was admitted for evaluation of a solitary pulmonary nodule on the chest radiograph. She was asymptomatic and had no past history or familial history. Physical and laboratory ﬁndings
revealed no abnormality. Computed tomography (CT)of the chest showed a solitary nodule in the right S3
area with a size of 12 mm.The patient underwent partial pulmonaryresection byvideo‑assisted thoracoscopic
surgery.Pathological examination of the resected specimen revealed epitheloid cell granulomas with caseous
necrosis.The ﬁnal diagnosis of pulmonaryMycobacterium avium complex (M AC)infection was made byPCR.
The radiographic appearance of a solitary nodule in pulmonary MAC diseases is extremely rare. The
radiographic ﬁndings were diﬃcult to distinguish from other tumors, including lung cancer. This infection
should be added to the list of possible causes of solitary pulmonary nodule. Shinshu Med J 52 : 257 ―260,
2004
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る

はじめに

。今回われわれは，肺野末梢に孤立性の小結節

陰影を呈した肺 MAC 症を経験したので報告する。

肺 M ycobacterium avium complex（MAC）感 染

症

症は，本邦の非定型抗酸菌症の80％を占める 。従来

例

は結核症後遺症の空洞や塵肺症および気管支拡張症な

症例：53歳，女性。

どに続発する２次型感染が多いとされたが，最近では

主訴：胸部異常陰影の精査。

基礎疾患を有さない患者に認められる一次型肺 MAC

既往歴および家族歴：特記すべきことなし。喫煙歴

症の存在が認識されるようになってきた

。その画

なし。

像所見の特徴が内外で報告されるようになり，多発小

現病歴：毎年職場検診を受けているが異常を指摘さ

結節陰影の集族と気管支拡張像が特徴とされてい

れたことはない。平成15年検診で胸部異常陰影を指摘
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された。自覚症状は認めない。同年９月上旬に当院内
科を受診。右中肺野に結節陰影が認められた。胸部Ｃ
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Ｔ検査が予定されたが，病気に対し不安になりその後

施行された。右上葉部分切除が施行され，手術にて摘

当科をしばしば受診。補液および睡眠鎮静剤等の治療

出された結節は周囲との境界は平滑で，割面は乳白色

を受けたが，食欲低下，不眠が強く，心悸亢進状態と

調を呈していた(Fig.3)。その組織像は，乾酪壊死を

なっていた。体重減少も認められ内科初診から11日後

伴う類上皮細胞肉芽腫よりなり，多核巨細胞を認めた

同院呼吸器科を受診。理学的所見に特記すべき所見な

(Fig.4)。その培養から MAC を認め，PCR 法により

く，また各種腫瘍マーカーを含めた一般採血結果に異

Mycobacterium avium と診断された。術後経過は順

常を認めず，CRP 陰性および赤沈値11mm /１時間と

調で，精神的にも安定し現在までに特に胸部画像上陰

正常であった。胸部レントゲン写真では右中肺野に結

影の再出現を認めていない。

節陰影を認め(Fig.1)，胸部 CT 検査では右上葉 S3末
梢領域に径12mm の円形の結節陰影を認めた(Fig.2)。
その他肺野に異常所見なく，肺門および縦隔リンパ節

考

察

肺に基礎疾患を有さない患者に生じる 一 次 型 肺

腫大も認めなかった。気管支鏡検査に了解が得られず，

MAC 症は，最近その増加が著しいとされる 。その

開胸手術による診断および治療が了承され，呼吸器外

原因には気管支鏡検査，胸部 CT 検査等の普及と菌同

科紹介となった。同年10月（初診から27日後）手術が

定における PCR 法などの進歩が挙げられ，本症の認

Fig. 1 胸部レントゲン写真

Fig. 3 摘出された結節の割面の肉眼所見

右中肺野に結節陰影を認める。

境界明瞭な乳白色調の結節を認める。

Fig. 2 胸部 CT 検査

Fig. 4 病理所見

右 S3領域に大きさ12mm 大の孤立結節陰影を認める。

乾酪壊死を伴う類上皮細胞からなる肉芽腫を認める。（×40）
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孤立結節陰影の MAC 感染症

識と検出精度の向上に起因すると推定される。一次型

像を呈し，中枢気管支には気管支拡張像を認めるよう

肺 MAC 症の画像所見の特徴についてはいくつかの報

になると推定している。気管支拡張を呈した肺 MAC

告がある。病変部位は中葉，舌区の病変が多く，続い

症の摘出標本を病理学的に検討した Fujita ら によ

てS2，S3，S6等に好発する。画像所見は２‑5mm程度

ると，灌流気管支には肉芽腫形成の連続性進展が確認

の大小さまざまな小葉中心性の小結節陰影や，これら

されている。本例では，胸膜直下に形成された肉芽腫

がいくつか癒合・集簇した不整形の結節陰影，小葉気

が，周囲への散布陰影の形成や灌流気管支への病変を

管支から終末気管支レベルの気管支拡張像を高頻度に

惹起することなく，同部位で増大したと推定された。

伴うこと，さらにこれらの所見が多区域性に分布する

肺 M AC 症例で孤立結節陰影症例の多くは，気管支

ことが特徴とされる

。さらに，壁厚さまざまな空

鏡検査にて診断不能で，手術により確定診断がなされ

洞形成や結節陰影の融合形成をきたし斑状陰影または

ている。胸部 CT 検査で経過観察する場合，胸膜への

浸潤影を呈する場合もある。一方，本例のように孤立

進展所見は悪性腫瘍を否定する根拠とはならないが，

結節陰影を呈する症例はまれで，今まで数例の報告が

散布陰影の出現，灌流気管支の拡張像は悪性腫瘍との

認められる程度である

鑑別所見になると考えられる。

。これらの報告には，内部

に小さな空洞を伴っている報告も含まれている

。

近年，胸部 CT 検診の導入により肺の画像診断はよ

本例では辺縁は明瞭で，やや多角形を呈し大きさ12

り精密となってきている。
肺野末梢の陰影に対して，内

mm 大の結節陰影のみが認められ，周囲の散布陰影

科的には CT ガイド下による経皮的あるいは極細気管

はなく，病理学的にも気管支拡張像は認めなかった。

支鏡検査の試み等により診断率向上の工夫がなされて

孤立結節陰影を呈した他の報告では，径25mm から

きている。一方，
外科的には Video‑Assisted Thoracic

40mm 大とわれわれの症例に比しやや大きめである

Surgery (VATS)の普及により，診断困難で肺癌が

が，画像所見はほぼ同様で，これらの所見からは術前

疑われる孤立陰影に対しては開胸肺生検が試みられる

に肺 M AC 症を想定することは困難と思われた。さら

ことが多くなってきている。それに伴い，本例のよう

に，辺縁の性状からは，肺胞置換型を示す小型肺腺癌

に肺 M AC 症と診断される症例も増えることが予想さ

は否定的と考えられるが，肺胞破壊型に増大する扁平

れる。肺 MAC 症は，抗結核薬に耐性を示すのが一般

上皮癌，小細胞肺癌，未分化腺癌，または転移性肺癌

的である。肺 MAC 症は，手術的に病巣が完全に除去

等も鑑別困難と考えられ，さらに真菌による感染症も

された場合の予後は良好との報告 があることから，

鑑別を要する。

画像診断上特に上中葉に認められる孤立結節陰影の鑑

High‑resolution CT を用いて，肺 M AC 症の画像所

別に本症も念頭に入れ対応することが重要と思われる。

見を追跡した Tanaka ら の報 告 で は，肺 MAC 病

結

変の病初期は，胸膜直下の小結節陰影，徐々に胸膜側

語

と灌流気管支の両方向に進展する可能性を示唆してい

今回われわれは，右肺野胸膜直下に孤立性の小結節

る。小結節陰影の増大とともに内部の空洞形成を，胸

陰影を呈した肺ＭＡＣ感染症を経験したので報告した。

膜側に進展する場合には，胸膜陥入像または胸膜肥厚
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