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胸部に圧迫感を自覚する様になった。6月15日再度胸

緒

督

部X線写真を撮った所（写真2）中央陰影の左方偏

近年悪性腫瘍による死亡の増加が注目され，その早

位，左側横隔膜の挙上および左肺野全体のX線透過性

期発見・早期治療が叫ばれているのは周知の事実であ

の減弱を認め・同時に行った断層撮影（写真3）で・

る。肺癌に於ても全く同様であるが，肺の構造上の特

左主気管麦の狭窄を推定させる所見を得た。このため

異性から，又肺に出現する陰影に疾患特異性の少ない

入院を勧められたが一旦自宅ヘオートバイにて帰宅し

事等の理由により，早期発見の困難な事が少くない。

泳われは，胸部x解真に麟陰影の出現を認め

た所突然激烈な左前胸部痛および背痛を自覚し呼吸困

難妹した・・の時は今迄の鰍

ず，無気肺所見のみが発見され，気管麦鏡検査にょり

肺癌と診断し得た・例を緻し，鰍撫気肺発生に

カ・獄の改齢みられず・39°C台の熱欄められ

よると思われる特異な心電図変化を鱗したので報告

し諾干の擦を加焔。

喀疾はほとんどな

くなってしまった。この為某病院に入院加療を受けた

るew・励6月17日当科へ入凱た・

入階現症・儲懸中鞭・顔貌

？xg悶状・

脈拍90，整，緊張良好。血圧146−・96rmHg，眼瞼結膜
症

例

に貧血なく，眼球結膜に黄疸を認めない。頸部，鎖骨

宮○邦037才男牒

上窩蔽欝剛ソ・く節麟を認めない・胸部理学所

主訴：左前胸部および背部の激痛，呼吸困難。

家羅，特記すべき軌し。

見では，肺肝境界不明，心尖騰動を第4肋間，左乳線

より3樹旨外側融れる・心尖部で収繍雑音（Le胴

既往歴、特謝べき勲し．難歴は2・瀕より巻

・i…°）聴取・肺は・右打緒清，正常呼賭を
騨、印。本醸である。
聴取するが，左｝詮般に酷鯉し上部でea F［gz気延
現離、昭秘・年5月輌より翻と思われ繍な 長し畷音鋭利沖・下部では呼瀦を聴取しない・
く自色粘稠の小景の喀搬伴う麟力・発現した．5月

腹部では心離旺痛とDef・nce

25日になり激しい咳鰍と共に小量の血疾の喀出をみ

めるが，肝臓，脾臓腎臓等は触れず腹水を認めな

た。以来毎日2〜3回激しい咳猷時に軽度の前胸部痛

muscul・ireを認

い。下肢に浮腫なく，腱反射正常。

を伴い血疾の喀出を認めたが，呼吸困難，発熱，全身

検査所見：表1に示すごとくであるが，このうち白

倦怠感などを自覚することなく農作業に従事してい

血球増多（好中球増多）と赤沈促進，入院時の尿糖陽

た。6月8日某病院にて胸部X線写真（写真1）を撮

性が注目されるが血清トラソスアミナーゼは正常であ

ったが，わずかに左肺のX線透過性の増加を認める以

った。入院時胸部X線写真（写真4）では左側肺の無

外著変なく，抗生物質の投与を受けたが自覚症状の改

獣なかった。6月13鰹寝後覚醒した時，咳漱が軽
くなったにも不拘，息を吸い込んでも胸が充分拡がら

気肺の所見であった。入院時の心電図では（図1）1，

・VL，

V，〜V・ltてST上昇・V・〜V・V・て陰性T

を認める。Qは出現していない。

ず，すく・胸がいっぱいになってしまう様に感e，左前

入院後経過・入院醐より酸素吸入，抗生物質噸
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痛剤の投与を主体とする治療を開始し，．自覚症状の軽
減した7月1日気管皮鏡検査を施行。その結果左主気

ば889例中24％石川等3）は200例中34％、と報告し，中

管i支分岐直前部に内腔を一杯に占める肉芽様腫瘤を認

村等3）は初診時胸部X線正面写莫に．よって肺癌憲者

め，異物鉗子による摘出を試みたが，腫瘤は脆弱で摘

出不能であり，生検にてPapanic610au

肺癌trFおける無気肺の発生頻度砿FarberPにょれ

132例r胆4例（18％）に無気肺を見出している。・一方，

V°の細胞群

楢林等4）は無気肺例112例の基礎疾患を検討した結果

を証明（写真5）し肺癌腫瘤によって生じた左無気肺

82例（73・2駕）が肺癌14よるものであ？たと報告して

と診断した。以後Cyclophosphamide

いる事より考えてi無気肺はimi癌における可成り高頻

主体とする治療を開始した。

IOQ慮9／dayを

こめ間心電図所見は比較

的ずみやかに改善し（図2，3），・8月2日の心電図で

は，V4〜V6に於ける軽度のT陰｛生が主要所見であ

無気肺18・

る。18月中旬より貧血，脱毛等Cyclophosphamideに

像に関して服部等5芝は，1）X線像に異状なし
・・m・nitis様陰影3）・b・t・q・ti・・

下，悪心嘔吐があり，脊髄液検査で所謂Sperrliqubr

』

が発生しても初期に胸部X線像への影響が皆無である

ことは当然予想されるところであり，咳徽・血疾など

1剖検所見：主病巣は左上葉気管支に原発した稲平上
皮癌で，腫瘤塊により左主気管支は完全に閉塞してい
た

（写真6）6犬脳には多発性の転移巣を認めた。な

お，心筋梗塞や肺梗塞を思わせる所見はなかった。

u

』

考

本例において興味ある点は，1）胸部X線写真で肺野
lc腫瘍影を認めない時点で一側肺無気肺一すなわち

ら特異な心電図変化である6

の訴えがある場合には詳細な．検索を必要とする。楢
林8）は注意深く断層撮影を行

Dて気管皮内腫瘤髭を発

見した例を報告しておりヂ本例の断層撮影結果も1そ
の有用性を裏付ける結果と考えらi｝

Lる・ジ∵．、、

1

叉一般に無気肺例においては；胸部X線像において
腫瘍影が証明され得ぬ事が多く・Farber，1）は肺癌患者

按

主気管支閉塞一を来した点と，

・mphysem・像を

Wooler6）・石川7）等の報告があるが・太い気管i支r癌

り脳転移と診断した。10月27日に到り強い呼吸困難を

．

2）pn一

挙げ1・2）の重要性を強調している。1）に関しては，

の所見あり，隈底検査で両側乳頭浮腫を認めた事によ

来し死亡した。

2％と報告しており，本痙例の如き広範な無

本症例のごとき中心型ないし肺門型肺癌⑱早期X線

Asの投与，輸血を試みたが

胸部所見の改善なく，b月中旬より強い頭痛，．t視力低

一側無気肺2・2％・．肺葉性

気肺を来すことは比較的少な℃・と思われる。

・よると思われる副作用発現したため，4900㎎にて中止

し〆以後Chromomycin

度の合併所見と云える。叉，無気肺り拡がりにっい
ては，中村等3）は41例pF

2）それに伴う急激か

889例中無気肘iのため腫瘍影の不明のものがga例であ
ったと報告・し，中村等3）は無気肺例41例にっいて検討

し腫瘍影の不明のものが69％であ6だと報欝レ｛い

る6無気肺は多くの場合肺葉気管皮以上の太い気管麦
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の閉塞による寓より気管皮鏡検索が行われるが，中村

総

等3）は無気肺例33例に気管支鏡検査を施行し66・6％に
睡瘍を発見し，1＆2タ6に気管支狭窄・粘膜腫脹・発赤

括

37才の男性で，急激な主気管支閉塞による無気肺を
来たした症例を報告し，その間に見られた心電図変化

を認め，その有用性を強調しているが・本例において

と，早期診断の可能性について考察した。

も気管皮鏡検査および擦過細胞診より肺癌の確診を得

ている。

本論文の要旨は，第38回日本内科学会信越地方会に

以上，咳漱・i血疫等の症候が認められる患者に対し

て発表した。

ては，胸部X線写真で無気肺所見等が認められる場合
は，勿諭，たとえ異常所見がなくとも断層撮影，気管
支鏡検査，咳疾ならびに気管皮擦過細胞診等により早
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