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動悸を契機に診断に至った肺混合型小細胞癌の心臓浸潤の 1 剖検例
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要旨：症例は 77 歳，男性．労作時の動悸を主訴に近医を受診した．心臓超音波検査にて心臓内に腫瘤を認
めたため当院へ紹介となり，各種検査の結果，左下葉を原発とする肺癌の左房浸潤の診断に至った．緩和治
療および脳転移に対する全脳照射のみで比較的長期生存が得られ，剖検にて肺混合型小細胞癌の組織診断に
至った．肺癌の心臓浸潤では，不整脈などさまざまな心臓の合併症を伴い，突然死のリスクも高いとされて
いる．動悸などの循環器症状を主訴とする場合にも，肺癌をはじめとする呼吸器疾患の可能性を考慮すべき
である．剖検所見とともに報告する．
キーワード：肺癌，心臓浸潤，肺混合型小細胞癌
Lung carcinoma, Cardiac invasion, Combined small cell lung carcinoma

緒

言

原発性肺癌の心臓浸潤は比較的まれであり，特異的な
自覚症状に乏しい場合も多く，生前に診断することは困

心臓腫瘍（粘液腫）疑いにて，当院心臓外科に紹介受診
となる．術前検査として胸部 CT を施行したところ，左
肺下葉から連続して左房内に突出する巨大腫瘍を認めた
ため，当科に入院となった．

難である．さらにその手術成績は他の局所進展型肺癌と

入院時現症：意識清明．身長 159 cm，体重 55 kg．血

同様，良好とはいいがたい1）2）．今回我々は，動悸を主訴

圧 120/60 mmHg，脈拍 88/min・整．体温 36℃．経皮的

とし当初心臓腫瘍疑いで受診するも，画像診断などに基

動脈血酸素飽和度 96％（室内気）．Performance status

づき肺癌の左房浸潤の診断に至った症例を経験した．支

（PS）1．胸部聴診上心尖部で Levine II/VI の拡張期雑音

持療法を中心として，診断後比較的長期生存を得ること

を認め，左下肺野の呼吸音は減弱．腹部所見に異常な

ができた．剖検所見とともに報告する．

し．下腿浮腫なし，表在リンパ節触知せず，ばち指なし．

症

例

入院時検査所見：血清乳酸脱水素酵素 482 IU/L，癌胎
児性抗原 13.4 ng/ml，扁平上皮癌関連抗原 1.8 ng/ml，

患者：77 歳，男性．

ニューロン特異的エノラーゼ 156 ng/ml，ガストリン放

主訴：動悸．

出ペプチド前駆体 290 pg/ml と腫瘍マーカーの上昇を認

既往歴：特記すべき事項なし．

め，その他血液・生化学検査には異常を認めなかった．

家族歴：弟が肺癌で死去（組織型は不明）
．

呼吸機能検査では閉塞性障害を示した．

生活歴：喫煙歴，20 本/日×57 年（20〜77 歳）．飲酒
歴，機会飲酒．アレルギー歴，なし．

入院時胸部 X 線写真（図 1a）
：心胸郭比 51.7％，左下
肺野は心陰影に重なり透過性が低下し，下行大動脈と左

職業歴：建築関係，粉塵曝露歴なし．

横隔膜のシルエットサイン陽性．左肋骨横隔膜角は鈍．

現病歴：2011 年 2 月頃より労作時の動悸を自覚し徐々

右下肺野に軽度網状影を認めた．

に増悪傾向となったため，同年 8 月近医を受診した．心

胸部造影 CT（図 1b〜d）
：左下葉から肺静脈に沿って

臓超音波検査にて左房内を占拠する腫瘍を認め，左房内

左房まで浸潤する 13.7 cm×5.7 cm 大の不整形の腫瘤影
を認め，対側へ及ぶ縦隔リンパ節腫大を伴っていた．び
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まん性に気腫性変化が顕著であり，右肺底部に軽度間質
性変化を認めた．
心電図：脈拍 77/min，洞調律・整，正常軸，V1 にて
陰性 P 波を認めた．ST-T 変化なし．
経胸壁心臓超音波検査（図 1e）：左房径 46 mm，左室
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図 1 （a）入院時胸部 X 線写真（臥位）．心胸郭比 51.7％，左下肺野は透過性低下し肋骨横隔膜角は鈍，右下肺
野には軽度網状影を認める．下行大動脈と左横隔膜のシルエットサイン陽性．
（b，c，d）胸部造影 CT．左下
葉から左房まで連続して浸潤する 13.7 cm×5.7 cm 大の不整形の腫瘤（矢印）を認め，これにより左房内腔は
ほぼ占拠されていた．右下葉胸膜直下に間質性変化を認める．
（e）経胸壁心臓超音波検査．僧帽弁に嵌頓する
も可動性のある，左房内をほぼ占拠する 59×44 mm の腫瘤（矢印）を認める．

駆出率 60％，左室壁運動に異常なし，僧帽弁圧較差 49

cm 大の腫瘤として認められた．左肺から心膜を介して

mmHg，機能的僧帽弁口 1.1 cm（pressure half time 法）．

心臓内への浸潤が顕著であった（図 2）．リンパ節は左肺

僧帽弁に嵌頓するも可動性のある，左房内をほぼ占拠す

門から縦隔にかけて腫瘍と一塊となり，左肺はほぼ含気

る 59×44 mm 大の腫瘤を認めた．

がみられず小転移巣を認め，右肺には通常型間質性肺炎

2

入院後経過：CT ガイド下肺生検を施行し，細胞診は

（usual interstitial pneumonia：UIP）パターンの線維化

class II，組織診で大細胞性神経内分泌性腫瘍（large cell

を認めた．また 150 ml の心嚢液貯留と，肝臓，脾臓およ

neuroendocrine carcinoma：LCNEC）の可能性が高いと

び両側副腎に転移巣を認め，両肺および心外膜，心筋に

の結果であったが，組織変性が強く組織型の確定診断に

は癌性リンパ管症の所見を認めた．組織学的には，末梢

は至らず，病期 cT4N3M0，stage IIIB の原発性肺癌と診

側は LCNEC が主体であったのに対し（図 3a〜c），肺門

断した．全身化学療法を検討したが，高齢者であり，間

に近い中枢側や心房浸潤巣は small cell lung carcinoma

質性肺炎合併の可能性があったため化学療法施行により

（SCLC）
（図 3d，e）が主体であり，遠隔転移巣はすべて

増悪するリスクがあったこと，さらに患者本人の強い希

組織学的に LCNEC を示し，リンパ管侵襲像や一部のリ

望により支持療法の方針となった．また，入院後発作性

ンパ節には adenosquamous carcinoma の像もみられた．

心房細動，腫瘍による機能的僧帽弁狭窄症を認めたため，

以上より，病理組織診断は肺混合型小細胞癌（combined

塞栓症のリスクを考慮しワルファリン（warfarin）の投

SCLC）であった．

与を開始した．2012 年 2 月に多発脳転移を認め，全脳照
射を施行するも徐々に全身状態は悪化し，2012 年 4 月に
呼吸不全にて死亡．病理解剖を施行した．

考

察

本症例は動悸を主訴に発見され，心臓腫瘍（粘液腫）

剖検所見：肉眼的に左肺に 12×7 cm の巨大な腫瘤が

が疑われたが，その後肺癌の心臓浸潤と診断された．剖

みられ，心膜から左心房内に進展し，左心房内では 5×4

検においては，転移性心臓腫瘍の頻度は 2.3〜18.3％とい
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図 2 剖検所見．（a）左房側の心嚢腔に腫瘍が癒着し切離した断面像（矢印）．
（b）固定
標本．左肺から心膜を介して（矢印）腫瘍の心臓内への浸潤を認めた．

c

図 3 病理所見．（a）腫瘍の末梢側では，大型の核を持ち核小体は明瞭で胞体を持つ細胞が胞巣状の増殖を示し
た（hematoxylin-eosin 染色）．免疫染色では（b）chromogranin A，および（c）synaptophysin が陽性であっ
た．（d，e）腫瘍の中枢側では，N/C 比が高く顆粒状のクロマチンを有する核小体不明瞭な細胞が認められ，
心筋への浸潤も認めた（hematoxylin-eosin 染色）
．

われており3）4），原発巣としては，肺癌（腺癌 21％，扁平

房筋は菲薄なため腫瘍が心房に浸潤するように存在する

上皮癌 18.2％）
，食道癌，悪性リンパ腫，乳癌や白血病な

場合は，心房細動をはじめさまざまな不整脈が起こりう

どが多いと報告されている．また，肺癌のうち SCLC に

る12）．

大細胞癌を含めた未分化癌としては，19.5％に心臓転移

心臓への転移経路としては，直接浸潤・血行性転移・

を 認 め る と さ れ て い る ． 本 症 例 の よ う な combined

逆行性リンパ節転移が挙げられるが，本症例では腫瘍の

SCLC は SCLC の特殊型に分類されており，肺癌の心臓

直接浸潤に伴うものが主と考えられた．直接浸潤の場合

転移・浸潤のうち SCLC の占める割合は約 11〜17％ と

は肺静脈を沿って進展することが多いとされており2），

報告されている．肺癌の心臓転移・浸潤は自覚症状に乏

本症例においても画像所見より肺静脈に沿って左房まで

しく，生前診断が困難であり，剖検で初めて発見される

浸潤したものと推定されたが，剖検所見では腫瘍による

ことも多い ．診断には心エコーや CT，MRI のほか，ポ

組織破壊が強く，明らかな肺静脈への浸潤を確認できな

ジトロンエミッション断層撮影（position emission to-

かった．心臓・心膜に転移を認めた原発性肺癌 23 例の

mography：PET）も有用とされている8）〜10）．本症例では

剖検では，18 例がリンパ行性転移であったと報告されて

腫瘍の浸潤に起因すると思われる発作性心房細動を認め

おり5），本症例においても剖検時の所見からリンパ行性

たが，心臓への転移や浸潤の部位によっては，経過中に

転移の可能性も考えられた．

4）

5）
6）

7）

突然死や心不全を伴う症例も多く存在する ．また，心
11）

本症例のような心臓浸潤を伴う進行肺癌の治療法とし
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ては，外科手術や全身化学療法，放射線療法が挙げられ
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Abstract

A case of combined small cell lung carcinoma with cardiac invasion diagnosed
by palpitation on exertion
Kaori Kinoshita, Tomoyoshi Yamaguchi, Saori Sunohara, Shioto Itakura,
Kimihide Hongo and Jiro Usuki

Department of Respiratory Medicine, Nippon Medical School, Musashikosugi Hospital
A 77 year-old male was admitted with the symptom of palpitations on exertion. A tumor lesion was observed in cardiac ultrasonography. Several examinations led to the diagnosis of lung carcinoma with the complication of left-atrial invasion. Following the patientʼs will, and considering various side effects of chemotherapy, we
performed only palliative care, including whole-brain irradiation therapy for brain metastasis. As a result, comparatively long-term survival was acquired, and lastly we diagnosed combined small cell lung carcinoma by autopsy. It is reported that patients having lung carcinoma with cardiac invasion are at high risk of sudden death
by complications of various cardiac diseases. This case suggests that we must consider the possibility of lung
cancer, even when patients show only cardiac symptoms.

