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要旨：気管原発腺癌は稀な疾患である．今回，我々は放射線治療を併用することにより外科的に腫瘍を切除
し得た 1 例を経験したので報告する．症例は 66 歳，男性．咳，痰と呼吸困難の原因精査のために行った胸
部 CT で気管内に腫瘍性病変を認めたため入院した．経気管生検で高分化型乳頭状腺癌を認め気管原発腺癌
と診断した．腫瘍の急速な増大に対して気管ステントを留置し，放射線治療を行ったところ腫瘍が縮小した
ため，気管管状切除・端々吻合術を行った．その後約 2 年 2 カ月間再発を認めていない．
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緒

言

気管原発癌はこれまでに約 2,000 例報告されている

ance status 2．脈拍 80 回!
分，整．血圧 128!
78 mmHg．
心音は異常なし．呼吸音は呼気時全肺野に rhonchi を聴
取．表在リンパ節は触知せず，神経学的に異常を認めず．

が，そのうち腺癌は約 4〜10％ といわれており，気管原

入院時検査では，血液生化学検査，尿所見に異常は認

発腺癌は稀な疾患である1）〜4）．また，気管原発腺癌は放

めず．腫瘍マーカーは，NCC-ST 439 が 30 U!
ml と上昇

射線治療の効果が乏しくその予後は不良である2）．今回

していた が，CEA，CA 19-9，SLX，SCC，NSE，PSA

我々は，気管原発腺癌による気道狭窄に対して気管ステ

はすべて陰性であった．

ントを留置し，放射線治療を行った結果，腫瘍の縮小を

入院時の胸部 X 線写真正面像では，気管の胸鎖関節

認め気管管状切除・端々吻合術を施行し得た症例を経験

レベルで透過性が低下しており，側面像で同部位に径約

した．術後 2 年以上再発を認めておらず，稀な症例と考

2 cm 大の腫瘤影を認めた（Fig. 1）
．胸部 CT（Fig. 2）で

えられたため報告する．

は，胸鎖関節から大動脈弓上端レベルの気管内に 3.0×

症

例

2.0×2.0 cm 大の腫瘤影を認めた．気管支内視鏡検査で
は，声帯より約 5 cm 尾側の気管膜様部に隆起を認め，

患者：66 歳，男性．

膜様部表面は血管怒張がみられた．腫瘍の左側に結節状

主訴：咳，痰．

乳白色の腫瘍が露出していた．また，気管の上部と下部

現病歴：2001 年 10 月中旬より咳，痰と呼吸困難が出

は腫瘍の前方にある三日月状のわずかな間隙で交通して

現するようになり，次第に増強するため近医を受診し，

いた（Fig. 3）
．入院 5 日目に施行した胸部 MRI で，腫

胸部 CT で気管内に腫瘤性病変を認めた．気管支鏡検査

瘍は入院時の胸部 CT と比べてやや増大していた．腫瘍

で，気管中部膜様部に腫瘍を認め，悪性腫瘍が疑われた

により窒息する可能性があったため，11 月 8 日に硬性

ため，精査・加療目的で 11 月 1 日に入院した．

気管支鏡下に KOH レーザーで組織焼灼後 debulking を

既往歴，家族歴：特記すべきことなし．

行い18mm×40mmのシリコンステント（Dumon stent）

喫煙指数：1,500（30 本!
日×50 年）
．

を留置した．この結果，腫瘍は気管外右背側に圧排され，

入 院 時 現 症：身 長 165.5 cm，体 重 65.6 kg．Perform-

気管内腔は十分確保された．
ステント留置術中に採取した腫瘍の病理組織診（Fig.
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4）で，高分化型乳頭状腺癌と診断した．食道癌や甲状
腺癌の気管浸潤や転移性気管癌の可能性を考え，頭頸部
CT，腹部 CT，上部消化管内視鏡，小腸造影，大腸内
視鏡，Ga シンチなどによる全身検索を行ったが，腫瘍
は食道や甲状腺とは連続性が認められず，気管以外に原
発巣と考えられる病変も認められなかった．このため，
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Fig. 1 Chest radiograph on admission showing a tumor arising from the posterior side
of the middle portion of the trachea（arrows）
.

術後約 2 年 2 カ月が経過したが再発は認めていない．

考

察

気道悪性腫瘍に占める気管原発癌の頻度は 0.2％ 未満
と報告されている2）．そのうち扁平上皮癌が 18〜83％ と
最も多く，次いで腺様!胞癌が 3〜55％，腺癌は約 4〜
10％ を占めている1）〜5）．気管粘膜と気管支粘膜とが組織
学的に同一であるにもかかわらず，なぜ気管癌が肺癌よ
りもはるかに少ないのかについては明らかでない．しか
し，気管では粘膜上皮の線毛運動が活発であること，気
管支と異なり分岐が存在しないため発癌物質の蓄積が起
こりにくいことなどが原因として考えられている6）．ま
Fig. 2 Chest CT on admission showing an intraluminal
mass with an irregular margin on the posterior wall of
the trachea.

た，喫煙の関与も示唆されている．気管原発癌患者に占
める喫煙者および喫煙経験者の割合は 79〜86％ であ
り1）4），腺癌に限っても 67％ が喫煙者または喫煙経験者
と報告されている4）．本症例も喫煙指数 1,600 の重喫煙
者であることから喫煙が発症に関わった可能性があると

気管原発腺癌と診断した．11 月 27 日より 60〜70 Gy の

推測される．気管原発癌の診断には肺癌や食道癌の気管

予定で放射線治療を開始した．合計 44 Gy の照射を行っ

浸潤，甲状腺癌の気管浸潤，悪性リンパ腫や転移性気管

た時点で，NCC-ST 439 が 5.9 U!
ml と陰性化し，胸部 CT

癌などの除外が必要である1）．本症例では病理組織診断

で，腫瘍は 1.5×1.0×0.8 cm に縮小したため放射線治療

および CT や内視鏡検査などの全身精査によりそれらの

を中断し，2002 年 2 月 8 日に気管管状切除・端々吻合

疾患は否定された．

術および縦隔肺門リンパ節郭清術を施行した．気管を腫

気管原発癌の症状とその頻度は咳が 34〜82％，呼吸

瘍とともに 4 軟骨輪，2.7 cm 切除した．切除標本にお

困 難 が 8〜75％，血 痰 が 27〜66％，喘 鳴 が 15〜60％，

いて断端や食道への浸潤，リンパ節転移は認められな

嗄声が 13〜33％，体重減少が 19〜23％，嚥下困難が 12〜

かった．術後補助療法については患者，家族が希望せず

23％ などであり，特に呼吸困難は夜間や横臥位で増悪

外来で経過観察することとした．

するのが特徴とされる1）〜5）．気管支喘息と診断され加療
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Fig. 3 Bronchoscopic examination revealed a tumor on
the posterior wall of the trachea, 5 cm below the vocal
cords.
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Fig. 4 Microscopic findings of the tumor, showing a
papillary pattern（hematoxylin and eosin,×100）
.

除単独での治療が困難な症例には放射線治療の併用を考
慮するべきであると考えられた．
されている場合があり

1）
5）
7）

，気管原発癌 107 例のうち

気管原発腺癌の 1 例を報告した．気管原発腺癌は予後

21％ にあたる 22 名が癌の診断を受けるまでに気管支喘

不良な疾患であるが，画像検査による早期診断や，放射

息の治療を受けていたという報告もある1）．本症例も咳

線治療と外科的切除の併用など適切な治療を選択するこ

と痰が初発症状であり，初診時に喘鳴を伴う咳を認めた．

とにより長期生存が期待できると考えられた．

フローボリュームカーブでは鑑別が困難な症例もあるた
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Abstract

A case of primary adenocarcinoma of the trachea
Sanae Ishimaru1）, Hitoshi Katayama1）, Hironobu Hamada1）, Akihito Yokoyama2）,
Toru Kadowaki1）, Ryoji Ito1）, Yasuo Iwamoto3）, Teruomi Miyazawa3）and Jitsuo Higaki1）
1）

Second Department of Internal Medicine, Ehime University School of Medicine
2）
Department of Molecular and Internal Medicine
Graduate School of Biomedical Sciences, Hiroshima University School of Medicine
3）
Department of Respiratory Medicine, Hiroshima City Hospital
Primary adenocarcinoma of the trachea is rare. We present a case that was successfully treated with radiotherapy followed by surgical resection. A 66-year-old man was admitted to our hospital because of cough, sputum
and dyspnea. A chest CT film showed a tracheal tumor, and transtracheal biopsy specimen showed welldifferentiated papillary adenocarcinoma. Other examinations excluded the diagnosis of metastatic adenocarcinoma from other organs. Since stenosis of the trachea was rapidly progressive, a tracheal stent was inserted to alleviate the obstruction. After radiotherapy, the tumor size decreased, after which surgical resection was performed. No recurrence had been observed 26 months after the operation.

