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結 論

緒 言

肺結核に対する肺切除術の歴史は古くすでに1881

年頃試みられたが,直 接死亡および合併症の多いた

め広 く行われ るに至 らなか つ た.し か し1945年

頃Boyden1)ら, Appleton2)ら に よる肺区域に関

する研 究,さ らに手 術手 技面 ではRienhoff3),

 Clagett& Deterling4), Overholt5)ら による肺門処

理法の改良,ま た診断法の進歩や抗結核療法剤の発

展とあいまつてその安全性は極 めて高 くなり,従 来

肺結核手術の主流であつた胸廓成形術に代つて優先

的に広 く行われるようになつた.

病巣を別除する肺切除術は胸成術よりはろかに優

れた根治療法ではあるが,反 面一般に胸成術より合

併症が多い.肺 切除術の安全性が極めて高 くなつた

今日問題となるのはこれらの合併症をいかにして最

少とし,肺 機能をできるだけ保存するかということ

にあり,こ れらの観点から肺結核切除療法を批判す

る時期に入つたといえる.切 除療法に伴う合併症と

しては気管支瘻・膿胸,肺 瘻,シ ューブ,排 菌陽性

化,残 存肺膨脹不全などが問題となり,こ れらにつ

いてはすでに多数の報告がある.合 併症の1つ であ

る術側肺遺残病巣の再燃は,既 存病巣の悪化という

点では対側肺病巣の増悪と一見類似しているが,ま

た明らかに異つた条件により影響 されるものである

からこの両者は別個に考慮すべきである.

肺切除後の再発あるいは既存病巣の悪化とうに関

してはいまだ統一した用語が用いられていないが,

本編では術側肺の非活動性の遺残小病巣が増大また

は空洞化して活動性となつたものを今後 単 に 「再

燃」と呼ぶことにする.こ のような再燃に関する報

告は,他 の術後合併症に関するものに較べてきわめ

て少い. Derra & Rink6)はS1+S2切 除後S3の

遺残病巣から空洞形成をみた例を報告し,こ れはS3

が肺尖部に転位した た めで あ る と述 べてい る.

 Monod & Schiessle7)は8例 の再燃について報告し,

その決定的因子として残存肺組織の性状を重視 して
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いる. Bell8)は15例 の再燃をみ,全 例において喀痰

または肺病巣中S. M.耐 性菌 を証明し,化 学療法

によつて遣残病巣が完全に抑制されなかつたためで

あるといい,鈴 木9)も10例 の再燃例を報告しその

原因として1) 再膨脹時におこる残存肺の歪が刺戟

に対して弱い. 2)二 次的肺結核症の好 発部 位であ

る肺尖部への転位 が多 い. 3) 遺残病巣の性状など

をあげている.ま た八塚10),高橋11)も過膨脹による

と思われる再燃を報告している.し か しMedlar12)

は過膨脹による潜在性乾酪巣の再燃は1例 もなかつ

たといい, Bell8)も 過膨脹が再燃をおこしたという

確証は得 られなかつたと報告している.こ のように

再燃の誘因として多くの因子があげられているがい

まだ決定的な意見はない.

肺の過膨脹は虚脱とは相反する現象であつて病巣

に対しても正反対の影響をおよぼすものと思われる

が,い まだ確実には証明されていない.再 燃の根本

的原因を明らかにしうるならば,そ の予防ならびに

治療上きわめて有益であることは論をまたない.私

は肺結核切除療法後の術側遺残病巣の再燃について

検索 し,い ささか新知見を得たので報告する.

本編においてはまず再燃例について主として臨床

的観点から再燃に関する種々の因子について検討し

た.

第1章　 対象および方法

昭和25年 から昭和31年 末までに国立岡山療養所に

おいて肺結核に対して行われた切除例中,全 別除例

を除き術後1年 以上を経過 した700例 中に発生した

再燃例について調査した.術 側遺残病巣の再燃は9

例(1.3%)に 認められた.術 側 の シューブや膿胸,

気管支瘻とうのたあ再燃 とまぎらわしい陰影を生 じ

た例もあるが,発 病以来のレ線写真より遺残 された

病巣を追求し,また術中の触診所見,術前後の気管枝

造影所見,断 層所見を参照し,ま た再手術の行われ

たものでは再燃病巣が気管支瘻,肺瘻,膿 胸などに由

来 したものでないことを確認して,再 燃以外のもの

と厳密に区別 した.こ の9例 について,再 燃の発生

状態,誘 因,治療および転帰の諸点について検討した.

第2章　 成 績

再燃の9例 は術後1年 以上を経過 した700例 の切

除例中のもので約1.3%で ある.

第1節　 再燃の様態

第1項　 再燃の部位

切除部位と再燃部位との関係 は第1操 の よ うに

Sl+F2切除の場合はS3,右 上葉切除の場合はS4,左

上葉切除の場合はS6に 再燃 し切除部位と再燃部位

の間に一定の関係があることは明 らかである.す な

わち区域切除のときは同一肺葉内の隣接区域に,肺

葉切除のときは隣接肺葉のもつとも近い区域に再燃

がみられ,そ れ以外の区域の再燃は1例 もなかつた.

第1表　 切除部位と再燃部位

第2項　 再燃病巣

肺結核においては病巣が孤立して存在することは

少い.し たがつて切除時に小病巣を遺残することが

しばしばある.再 燃例においても手術時気づかない

程度の小さいものから碗豆大までの範囲の病巣が遺

残されたが,再 燃によつて第2表 のように単に病巣

の増大したもの3例,病 巣増大しかつ空洞を形成し

たものが6例 であり,後 者のうち4例 は空洞周辺に

撒布巣を伴つていた.

第2表　 再 燃 病 災

第3項　 再燃の時期

切除後の経過はX線 撮影と月1回 以上の透視によ

つて観察した.

レ線的に再燃の状況を追求すると突発的に再燃の

状態を示すものと,再 燃の兆候がみとめられ漸次増

悪して病巣が一定の状態に固定するものとがある.
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したがつて再燃の時期を初期と後期に分けるのが便

利である.

術後再燃までの期間は第3表 のごとく初期は術後

4カ 月乃至1年10カ 月,平 均1年2カ 月であり,後

期は8カ 月乃至2年3カ 月,平 均1年5カ 月,そ の

間隔は0～10カ 月,平 均3カ 月である.

第3表　 術後再燃までの期間

術後再燃までの期間は第4表 のごとく,初 期は術

後6カ 月以内1例, 1年 以内2例, 1年 半以内2例,

 2年 以内4例 であり,後 期は1年 以内1例, 1年 半

以内4例, 2年 以内2例, 2年 半以内2例 である

.初期と後期にずれのあるものでは,初 期の変化はき

わめて軽微でしばしば見逃される程度であるから後

期の変化を再燃と見做すのが妥当である.す なわち

全例6カ 月以上経過した後に再燃 したもので,術 後

合併症が6カ 月以内に多 く1年 以上経過 したものに

極めて少いのと対照的である.

第4表　 再 燃 の 時 期

第4項　 再燃による排菌状態

術後は9例 とも喀痰中結核菌陰性であつたが,再

燃によつて全例が排菌陽性となつた.排 菌量はまち

まちであるが再燃病巣との関係をみると第5表 のよ

うに,撒 布巣のある空洞形成例には集菌陽性,培 養

陽性が各2例,撒 布巣のない空洞形成例には培養陽

性のみ2例,病 巣増大例では集菌陽性1例,培 養陽

性2例 があり,再 燃病巣の性状と排菌量との間には

密接な平行関係は認められなかつた.

第5表　 再燃病巣 と排菌量の関係

再燃時期と排菌陽性化の時期的関係をみると第6

表の如 く,初 期の1～6カ 月前に排 菌の あつ た も

のが5例,そ れより早期1例,同 時1例, 6カ 月後

迄1例, 1年 まで1例 である.後 期との関係では6

カ月以前までのものが約半数である.

第6表　 再燃時期と排菌陽性化の時期の関係

第5項　 再燃による諸症状

再燃によつて早晩排菌陽性となるが,そ の他の症

状は第7表 の如 く不定であつて種々の症状を伴うも

のや,全 く他の症状のないものもある.そ のうち咳

嗽,喀 痰増加がもつとも多 くそれぞれ5例 と4例 で

あり,つ いで微熱,体 重減少,赤 沈促進が各3例,

盗汗2例,血 痰,食 思不 振,疲 労感 各1例 があつ

た.

第6項　 組織学的所見

左S1+2切 除後S3の 遺残 病 巣が再燃した1例 の

S3切 除 を行つたが,そ の切除標本について肺病巣

部と気管枝の組織学的検査を行つ た.組 織 検査 は

H-E, Van-Gieson,結 核菌染色について行つた.

1〕 切除病巣

再燃病巣中主要なものは空洞でなかに壊死物質が

ある(第1図),空 洞壁 は比較的厚 く円形細胞浸潤

が強 く,一 部では細胞の崩壊 している像がみ られる,
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第7表　 再 燃 に よ る 諸 症 状

第1図　 空 洞 壁

第2図　 被包乾酪巣およびその周辺

空洞壁中の線維はすでに硝子様変性に陥つた部分も

ある.空 洞壁は膠原線維によつて被包化されており

相当古いものであることを

示 している.空 洞周辺には

娘病巣は存在 しないが,空

洞壁に接 して胞内炎および

胞隔炎ともいうべき円形細

胞浸潤の強い部分もみ られ

る.こ のような細胞浸潤の

強い部分では管壁にも細胞

浸潤がみられる.こ の空洞

が陳旧なものであることは

組織学的に明らかである.

この例では空洞形成から再

切除までに8カ 月を経過し

でおり,その期間中にS. M

 l0g, P. A. S.1000g,I. N. H. 4g

が使用されている.し たが

つて空洞形成から切除まで

の期間が長 く,ま た化学療

法による影響もあるので病

巣再燃の状態が明らかでな

いが,同 一区域内にあつた

小病巣は遺残病巣が増大し

たものであることを明 らか

に示 している.す なわち小

病巣の中心に壊死物質があ

り,そ の周辺にLanghans

巨細胞,上 皮細胞,リ ンパ

球などの細胞層があり,そ

れが膠原線維によつて囲〓

されて い る(第2図).こ

の結核結節中には上皮細胞の線維化している像がみ

られ,ま た膠原線維が細胞層から壊死層に入り込ん
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でいるのがみられる.こ の

結核結節の周辺には主 とし

て上皮細胞とリンパ球から

なる若い病巣が散在してい

る.こ の娘病巣中には壊死

層はみ られ ず, Langhane

巨細胞のあるものもないも

のもある.

2〕 気管枝

切除前後の気管枝造影に

よつて再燃区域に代償性気

管枝拡張が認められるが,

気管枝は正常気管枝の性状

である.こ の気管枝拡張が

結核性,そ の他の病変によ

るものでないことを明らかにするために再燃病巣と

同様の染色を行つて検索 した.繊 毛上皮細胞の配列

は規則正 しく気管枝腺もはつきりみえる.細 胞浸潤

もなく,気 管枝内腔にも気管支炎を思わせる所見は

全くない(第3図).す な わ ち組織学的にも正常気

管枝と同様で,肺 の膨脹に伴つた機械的な拡張であ

ると断定できる.

第3図　 代 償 性 拡 張 気 管 枝

第7項　 本節小括

術後1年 以上経過 した肺切除700例 中9例(1.3

%)の 再燃があつた.

再燃部位は肺葉切除で も区域切除でも切除部位に

もつとも近い区域であつた.再 燃病巣は単に増大し

たものと空洞形成例 とがあり,空 洞形成例の多 くは

撒布巣を伴つていた.

再燃の時期は術後8カ 月乃至2年3カ 月であり,

初期と後期 との間隔は長いものでも1年 以内である.

再燃によつて全例排菌陽性となるが,排 菌量と再燃

病巣の性状の間には密接な関係はない.排 菌は再燃

初期よりも若干早い時期に陽性化するものが多い.

その他の症状は咳嗽,喀 痰,発 熱,赤 沈促進などが

多 くみ られた.

再切除した例について組織学的検査を行つたが,

代償性に拡張している気管枝には肉眼的にも,組 織

学的にも全 く病変がない.ま た再燃病巣は陳旧なも

のであつたが,再 燃後8カ 月を経過 していたことと

化学療法の影響のたあ,空 洞の組織学的検査では再

燃の様式を明らかにすることはできなかつた合しか

し小病巣の周囲には新しい娘病巣があり,こ れらが

次第に融合して増大するものと思われる,

第2節　 再燃の基地

第1項　 切除病巣

切除肺の主病巣は第8表 に示すように,被 包乾酪

巣1,小 空洞3,中 等大空洞4,大 空洞1例 である.

撒布巣の程度に差はあるが全例の切除肺内にみられ

た.レ 線所見では主病巣周辺のみに撒布巣が存在す

ると思われたものでも,切 除材料について検すると

遠隔の部位にもみられる場合がある.撒 布巣の程度

は軽度5例,中 等度2例,多 数2例 である.気 管枝

の病変は断端部にまで及んでいるものはなかつた.

しかし末梢気管枝には全例に病変があり,そ の程度

によつて分けると軽度6例,中 等度3例 である.

第8表　 切 除 病 巣

第2項　 術前排菌状態

術前の排菌状態を疾病の全経過と,術 前3カ 月以

内の直前とについて,塗 沫または集菌陽性,集 菌陰

性 ・培養陽性,集 菌および培養陰性の3段 階に分け

ると,第9表 のように術前の全経過では塗沫 ・集菌

陽性7例,集 菌 ・培養陰性2例 であつたものが,術
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直前には塗沫 ・集菌陽性2例,集 菌 ・培養陰性7例

となつており,排 菌状態が著しく好転した時に切除

が行われている.

第9表　 術 前 の 排 菌 状 態

第3項　 遺残病巣

術前のX線 所見で極めて軽微な病巣陰影が再燃部

位にあつたものを+,軽 微な病巣陰影がその隣接区

域にもあるものを++,広 汎に存在するものを柵とす

れば,第10表 のごとく,術 前の全経過では+7例,

+++2例 で,術 直前には一HFの1例が十に軽減している.

遺残病巣の記載のない2例 を除いて,手 術時触診所

見では全例大豆大以下の遺残小病巣を再燃区域に触

知している.こ のうち3例 では大豆大までの,1例

では指頭大までの硬結が再燃部以外の区域にも触知

されている.こ れらの遺残病巣は再燃時まで切除直

前と変 らなかつたが, 2例 では一時軽減がみられた.

第10表　 遺 残 病 巣

註:()内 は再燃区域以外のもの.

?は 遺残病集について記録のないもの.

第4項　 対側肺病巣

対側肺の病巣はその程度と拡がりによつて,小 結

節が数個までの病巣陰影を+,乾 酪巣を思わせる小

病巣陰影が限局性にあるものを++,濃 縮空洞を柵と

すれば,第11表 のように,-2例,+5例,++1例,

+++1例 であつたのが,術 後1年 以上経過すると4例

では消失 し,+++の1例 は著明に軽減し,+の2例 だ

けが不変であつた.す なわち切除による主病巣の別

除は対側の病巣に対 しても好影響をおよぼすことを

示 している.

第11表　 対 側 肺 病 巣

第5項　 本節小括

切除病巣および術前排菌状態は遺残病巣の質と量

を推測する資料にはなりうるが再燃には直接関係は

ない.再 燃例の切除病巣は大空洞が1例 のみで,他

の8例 は中等大空洞以下の病巣で切除肺内の撒布巣

も少い,術 前排菌状態も大量排菌7例,排 菌陰性2

例であつたが,術 前3カ 月以内では大量排菌2例,

排菌陰性7例 となつている.

切除時の病巣の性状や量にかかわ りな く,術 側と

対側とでは残存病巣の術後の経過に大きな差異があ

る.す なわち再燃例においては遺残病巣は大部分が

術後長期間不変のまま経過し後に増大ないし洞化 し

て再燃 したのに反し,対 側肺の病巣の多 くは切除後

著明な改善がみられた合

第3節　 再燃の誘因

再燃の誘因として加療期間,過 働の有無,化 学療

法の量と期間,薬 剤耐性の有無,過 膨脹など種々の

ものが考えられる.

遺残病巣は全例において臨床的に略治とみなされ

る程度の軽微なものであ り,就 労していた1例 を除

いては全例医師の健康管理下に作業療法を行つてい

たものであるから,他 の因子は全 く否定はできない

がその関係は少いと思われるのでここでは主として

化学療法と過膨脹の面か ら検討する.

第1項　 化学療法

切除前および再燃までの術後化学療法は第12表 の

ごとく,術 前はS. M. 4～80g平 均36.5g,P. A.S.

0～2300g平 均950g,術 後 はS. M. 0～32g平 均

20.5g, P. A. S. 0～2700g平 均955g, I. N. H

. 0～9g平 均4.8gで ある.こ の 量は最近の化学療

法に比較すればいつれもやや少い.ま たこの症例の

前半と後半の4例 ではその使用量に相当な開きがあ

る.
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第12表　 化 学 療 法

第2項　 薬剤耐性

当所では切除例の大部分が短期入所患者であり,

また入所時すでに喀痰中結核菌の培養陰性例が多い

ので術前に耐性検査を行いえたのは9例 の再燃中5

例のみである.そ の結果は第13表 に示すようにS. M.

については感性1, 1γ 耐性1, 10γ 耐性2, 100γ

耐性1例, P. A. S.に ついては感性3, 1γ 耐性2

例である.I. N. H.耐 性検査を行つた2例 はいずれ

も感性であつ た.ま たS. M. 100γ 不完全耐性獲得

者でもP. A. S.感 性であり, 3者 に対す る高度 の

耐性獲得者は1例 もなかつた.

第13表　 薬 剤 耐 性

排菌陰性のために耐性検査を実施 しなかつたもの

や耐性検査の対照も陰性で判定不能のものが4例 あ

るが,術 前の抗結核剤の使用量やその効果などから

それほど高い耐性獲得はなかつたと想像される.

第3項　 残存肺の再膨脹

1〕 術側肺全体の再膨脹

術側肺全体の再膨脹の程度を切除範囲との関連の

もとに考察するために,再 膨脹率 というものを仮説

した.す なわち切除範囲は区域を単位 とし,左S1+2

のみは2区 域として,切 除区域数を分子に,切 除後

膨脹した残存肺の達する背部の最高位肋骨の番号を

分母にしてこれを再膨脹率とした.

胸成術を同時にまたは追加施行したものもあるが,

この場合の胸成術は死腔を閉鎖するためのみの軽い

ものであるから,再 膨脹におよぼす胸成の影響は一

応除外して考えた.

再燃例の再膨脹率は第14表 に示すように, 0.5が

1例, 0.6が2例, 1.0が4例, 2.0が1例, 2.5が

1例 である, 2.0を 超 える再膨脹きわめて良好なも

のはわずかに1例 であり,術 側全体としての再膨脹

度はそれほど大きくない.

第14表　 残存肺の再膨脹率

2〕 各区域の再膨脹

切除前後に気管枝造影の行われている8例 につい

て残存肺気管枝転位の状況をみると,切 除部位の隣

接区域気管枝の転位,分 布域拡大によつて切除部位

を補填している.こ の部分のみの転位 ・拡大で不十

分な場合にはさらにその下位区域が転位 ・拡大 して

いる.し かしその程度は前者に比較してきわめて軽

度である.従 つて前者を代償区域と名付け,後 者を

補助区域と名付けた.ま た転位 ・拡大の程度に応 じ

て区域気管枝は術前より拡張している.こ の拡張気

管枝は正常気管枝の性状を具備しているので,こ れ

を代償性気管枝拡張と呼ぶのが妥当であると思われ

る.気 管枝造影像について代償区域気管枝から数え

て第3～5次 の末梢気管枝内径を測定 しその術前後

の比を求めこれを代償度とした.

このように観察 した結果を第15表 に示 した.こ れ

によると左S1+2切 除の5例 はS3ま た はその一部,

右上葉切除の2例 はS4ま たはその一部,左 上葉切

除の1例 はS6の 一部となつており代償区域はすべ

て切除部位の隣接区域である.そ の代償度は1.5～

2.7で あつて著明に拡張している.

補助区域は,代 償区域が亜区域であるときは同一

区域内の残りの亜区域および代償区域の下位にある
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区域である.ま れに後方の区域中,切 除部位の隣接

区域が含まれることもあり,ま た肺底区も補助区域

になつていることもある.

第15表　 代 償 区 域 と 代 償 度

3〕 遺残病巣と再燃の関係

遺残病巣は切除部位の隣接区域内にもつとも多い

が, 4例 において はそれ以外の区域にも存在 した

(第10表).術 中の残存肺触診所見によると遺残病巣

は大豆大以下の硬い病巣が大部分であるが,再 燃部

以外に指頭大の病巣を遺残するものが1例 あつた.

代償区域の遺残病巣はすべて再燃 したのに代償区域

以外の遺残病巣は不変であつた.ま た前述したよう

に1例 では対側肺に濃縮空洞を有していた.こ の例

を も含めて,対 側肺病巣は7例 中5例 が消失または

軽減し,小 病巣の2例 のみが不 変 であつ た(第11

表).

第4項　 本節小括

再燃の誘因として種 々の要素が考えられるが,再

燃例では術後入院期間は長 く,就 労していた者は1

例 しかないのでその他の要素について検討した.

化学療法は現在行われているものより量,期 間と

もに少いが,前 半期の5例 に比 し後半期の4例 はや

や多い.

薬剤耐性は9例 中5例 について検査 しえた, S. M.

は感性から100γ 不完全耐性まであつたが, P. A. S.

は10γ 耐 性獲得例はな く,ま た高度な3者 耐性獲

得者は1例 もなかつた.

再燃の決定的因子として過膨脹が考えられるが,

術側肺全体としての再膨脹をみると再膨脹率 が2.0

を超えるものはわずか1例 で,そ の程度はそれほど

大 きくない.残 存肺再膨脹の様式を観察すると,残

存肺の各区域が平等に再膨脹を負担するものではな

く,切 除部位の隣接区域が代償的に転位 ・膨脹して

欠損部位を補填 している,同 一条件で撮影した切除

前後の気管枝造影写真によつて末梢気管枝内径比を

みると, 1.5～2.7で 術後 の代償区域気管枝は著明

に拡張 している.代 償区域内の遺残小病巣はすべて

再燃したが,そ れ以外の部位の遺残病巣は不変で,

また対側肺病巣は術後軽減したものが多い.

第4節　 治療および転帰

第1項　 治療方法と転帰

再燃の9例 に対して行つた治療および転帰は第16

表に示す通 りである.す なわち化学療法2例,外 科

療法6例,末 処置1例 である.外科療法としては胸成

術3,空 洞切開筋弁充填術兼胸成術2,再切除1である.

略治退所したものを略治,経 過良好で近 日中に略

治退所見込のもとに歩行 ・作業療法中のものを好転,

再燃時よりかえつて不良のものを増悪とすれば,そ

の転帰は914治3,好 転4,不 変1,増 悪1と なる.

化学療法のみのものは有洞例,無 洞例各1例 でい

ずれも略治した.胸 成術の3例 中無洞例には好転

,略治のものがあるが,有 洞例では遺残空洞のほかに

B4, B5, B8の 気管枝拡張をも発生し再び排菌や喀

血をきたし増悪 した.空 洞切開筋弁充填術兼胸成術

の2例 はいずれも好転した.再 切除の1例 は良好な

経.過をとつている.

第16表　 治 療 方 法 と 転 帰

第2項　 再 燃 後 の化 学 療 法

外科 療 法 の 行 わ れ た もの に対 して も長 期 化 学療 法

が行 わ れて い るが そ の期 間 は第17表 に示 す よ うに6

カ 月 ～3年,平 均1年8カ 月 で あ る.化 学 療 法 は2

者 あ る い は3者 併 用 を 行 つ た もの が 多 いが,そ の使

用 量 はS.M. 20～95平 均42g, P. A. S. 1000～

6800平 均40009, I. N. H. 9～73平 均31.6gで あ る.

再 燃 時 の 薬剤 耐 性 は5例 中S. M.感 性1, 1γ 不

完 全 耐 性1, 10γ 不 完 全 お よ び完 全 耐 性 各1, 100γ

不 完 全耐 性1例, P. A. S.感 性3, 1γ 不 完全 およ

び 完 全耐 牲各1例, I, N. H. 0.1γ で は5例 と も

感 性 で あ つ た.
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第17表　 再 燃 後 の 化 学 療 法

第3節　 本節小括

遺残病巣が再燃した8例 中2例 は化学療法のみで

治癒 した.外 科的に治療した6例 のうち再切除の1

例は好転し,空 洞切開筋弁充填術の2例 および胸成

術の2例 は好転または治癒したが,胸 成術の1例 は

約10カ 月後に増悪した.

外科療法を行つた場合にも長期間大量の化学療法

を併用したが,胸 成術で増悪した1例 では化学療法

のみの2例 よりも長期かつ大量の化学療法を行つた

にかかわ らず,ほ とんど耐性が出現しなかつたのは

興味がある.薬 剤耐性は再燃時において も高度な3

者耐性獲得例はなかつた.

第3章　 総括ならびに考按

肺結核切除後の術側遺残病巣の再燃に関する報告

は極めて少い. Murphy13)ら は,肺 葉 切除51例 中

術側の再燃が4例(7.8%), Eerland14)ら は,区 域

切除300例 中術側の再燃が7例(2.3%)あ つたと報

告している.本 邦 で も鈴 木9)は456例 の切除例中

術側再燃が10例(2.2%),八 塚is)は1122例 中12例

(1.1%),佐 藤15)は70例 中4例(5.7%),高 橋11)

は480例 中6例(1.3%)な どの術側再燃を報告して

いる. Murphyの7.8%に 対 してEerland,鈴 木,

八塚,高 橋 らの頻度が1～2%で 低率なのは,年 代

による適応の相違,術 式の相違,化 学療法の多寡な

どによると考えられる.

国立岡山療養所で行われた肺切除のうち全別除術

を除いて,術 後1カ 年以上を経過 した700例 中9例

に術側遺残病巣の再燃が認あられたが,こ れは最近

諸家のあげている頻度に概ね一致する.

以上の諸家の報告中八塚,佐 藤の術側再燃例はす

べて切除部位の隣接領域の ものであり,鈴 木の10例

中6例 はS1+S2切 除後S3の 再燃であり, Derra6),

 Momd7)もS1+S2切 除後のS3再 燃例を報告して

いる.こ のように術側再燃は切除部位の隣接領域が

多い.私 の9例 もすべて切除部位の隣接領域にみ ら

れたものである.

再燃病巣は9例 中3例 が病巣増大であり,他 の6

例は空洞を形成し,う ち4例 では撒布巣を伴つてい

た.

再燃の時期については, Murphyは 術後4～43カ

月でおこつたと報告しているが, Eerlandは6カ 月

以内2例, 1年 以内2例, 2年 以内3例 と報告 し,

八塚は1年 以内6, 2年 以内5, 3年 以内4, 3年

以上1例 と報告している.私 の9例 では1年 以内1,

 2年 以内6, 3年1例 である.術 後3年 以上を経過

したものの例数が少いので術後の経過年数とともに

再燃が減少するものかどうか明らかでない.し かし,

術後合併症が大部分6カ 月以内に発生し,そ れ以後

は急激に減少するのに反 し,諸 家の報告でも6カ 月

以内の再燃はきわめて稀である.ま た術後のレ線写

真を経時的に追求すると再燃の兆候のみえた時期と

再燃の頂点に達した時期との間には1～10カ 月のず

れのあるものが9例 中6例 あつた.

再燃によつて全例排菌陽性となつたが,再 燃病巣

の性状と排菌量との間には平行関係は認められなか

つた.排 菌陽性化の時期 とレ線上の再燃時期との関

係は,再 燃と同時期または先行するものが7例 で大

部分を占め,排 菌が レ線所見に遅れたものはわずか

2例 であつた.再 燃による症状はまちまちで無症状

の ものも,ま たかなり多数の自覚症状を伴つたもの

もある.症 状のうち咳嗽 ・喀痰の増加,発 熱,体 重

減少,赤 沈促進などが多い.

1例 において再燃病巣を組織学的に詳細に検査し
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たが再燃後再手術までの経過が長 くまた化学療法の

影響のため再燃の進展様式を明らかにすることはで

きなかつたが,陳 旧な結核結節の周辺に娘病巣が配

列され,こ れが融合して増大するのではないかと思

われた.ま た空洞周辺 に一部細胞浸潤の強い部分が

あり,病 巣増大になんらかの役割をはたしているの

ではないかと思われる.ま た気管枝には代償性気管

枝拡張がみ られたが,気 管枝そのものには全 く病的

所見は認められなかつた.

術側の再燃は残存肺にのこされた病巣がもととな

ることは明らかであるが,そ の性状,大 きさなどが

問題 となる.鈴 木は術側再燃10例 中2例 には活動性

病巣が遺残 され,8例 には停止性ないし手術時に気

付かれない程度の病巣が遺残されたといつている.

遺残病巣が停止性であるか活動性であるかを手術時

触診所見だけで断定することは危険であるが,私 の

術側再燃9例 中手術時遺残病巣について記載のある

7例 では,大 豆大以下粟粒大までの小硬結が再燃部

位に触知 されている.遺 残病巣について記載のない

2例 も,手 術直前および直後の レ線写真で索状の小

病巣が再燃部位に認あられた.

Nuboer16)は 米粒大以下の撒布巣は好適条件下に

おいては瘢痕化の傾向が大きいから切除せずに遺残

せ しめて もかまわないと主張 しているが,私 の9例

の再燃でみられた程度の小病巣も特殊の条件が加わ

らない限り悪化するようなものではないと思われる

.術前の主病巣,排 菌状態,対 側肺病巣などは術側

遺残病巣の存否やその性状を知るための参考になり

うるが再燃と直接の関係はな い.鈴 木はS1+S2切

除後S3に 再燃した例に認められる共通点として

,術前 レ綿写真によつて空洞透亮像が認められ,切 除

した主病巣は硬壁空洞あるいは軟化乾酪腫で,手 術

直前および3カ 月前まで塗沫および培養で喀痰中結

核菌が陽性であつたものが多いとのべている.私 の

9例 でも被包乾酪巣は1例 のみで他の8例 はすべて

空洞が存在 していた.術 前排菌状態も塗沫 ・培養陽

性7例,塗 沫および培養陰性2例 であつて,撒 布の

おこり易い症例であつたといえる.し かし術直前に

は塗沫陽性2例 排菌陰性7例 となつており,遺 残病

巣 として触知 された小硬結も手術直前に撤布 したよ

うな新鮮なものは少いのではないかと考えられる

.術前の化学 療法 はS. M. 4～809平 均36.5g,

 P. A. S. 0～2300g平 均950gで あり,術 後の化学

療法はS. M. 0～32g平 均20.5g, P. A. S. 0～2700g

平均955g, I. N. H. 0～23g平 均4.8gで いずれ

も短期少量である.こ とに前半の5例 は術後の化学

療法もきわめて少い.長 石17)はS. M.非 使用例の

遠隔成績はS. M.使 用例に較べてとくに不良 だ と

はいえないとのベており,鈴 木9)はS1+S2切 除後

S3に 再燃 したものは術前術後 と も強 力なS. M.,

 P. A. S., I. N. H.併 用 療法 を行つたにもかかわ ら

ず再燃 したと報告している.私 の再燃例でも,後 半

の4例 は比較的長期大量の化学療法が行われている

にもかかわ らず遺残病巣の再燃をみた.遺 残病巣の

性状からみても化学療法の不足が再燃の主役を演じ

ているとは思われない.

Bell8)は500例 中15例の再燃 をみ,全 例喀痰また

は肺病巣中にS. M.耐 性 菌を有したことから,耐

性獲得のために極小撒布巣が化学療法で抑制されず,

そのために再燃すると推論しているが,鈴 木9)はS3

再燃の6例 中5例 はS. M.感 性であつたとのべてい

る.ま た沢崎18)はS. M.高 度耐性でも明らかに3

者併用の有効なことを説 いて い るが,私 の例では

S. M. 10γ, P. A. S. 10γ, I. N. H. 1γ を耐性と

す れば, 5例 中S. M.耐 性2, P. A. S.は 感性,

 I. N. H.は2例 中2例 感性で2者 以上の高度耐性は

1例 もなかつた.し たがつて私の例では薬剤耐性と

再燃の間にはほとんど関係がない.

Derra6)はS1+S2切 除後S3に 再燃 を おこすこ

とが多いのはS3が 肺尖位に転位するためであると

いい,鈴 木もこれに賛成 しているが過膨脹にはふれ

ていない.ま たMedlar12)やBell8)は 過膨脹によ

る再燃を否定 している.高 橋11)は 過膨 脹による再

燃があつたと報告し,八 塚10)は 切 除後胸成を追加

したものは非追加例よりも条件が悪かつたにもかか

わ らず胸成追加例の再燃は0.8%,非 追加例の再燃

は1.2%で 前者が少いのは胸成追加によつて過膨脹

が抑制されたためであろうといい,過 膨脹による再

燃を肯定 している.

私の再燃例の術側残存肺の再膨脹は1例 のみが極

めて良好, 5例 が良好, 3例 はやや不良であつて,術

側全体としての再膨脹は過膨脹という程度ではない.

切除前後の気管枝造影によつて各区域別の再膨脹

の程度をみると,切 除部位の隣接区域が主として術

側残存肺の再膨脹を負担 している.こ の代償区域の

転位 ・膨脹のみで不足の場合には,そ の下位の区域

が順次補助的に転位 ・膨脹しているが,そ の程度は

代償区域のものと比較するとごく軽微である.ま た

各区域気管枝はその区域の転位 ・膨脹の程度に応じ

て拡張している,こ の気管枝拡張は代償性のもので
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あつてその構造は全 く正常である.す なわち代償性

気管枝拡張は区域の膨脹に随伴して現われたもので

あつて,逆 にその程度によつて各区域の膨脹を推定

することが可能であると思われる.末 梢区域気管枝

の術前 後内 径比 をもつて代償度とすればいつれも

1.5～2.7の 範 囲 にあつた.遺 残病巣は再燃部位の

ものは大豆大以下の小さいものであつて,そ れ以外

の部位に指頭大の病巣を遺残 した1例,対 側肺に濃

縮空洞を有する1例 があつたのに,切 除部位に隣接

した転位 ・膨脹の著明な区域内の病巣のみが再燃 し

て,そ れ以外の区域や対側肺のより大きい病巣が再

燃 しなかつたことから過膨脹が再燃の誘因として主

役を演ずるのではないかと思われる.

Chamberlain19)は 再燃18例 中化学 療法 で5例,

外科療法で6例 が治癒したと報告, Eerland14)は7

例中5例 は再切除, 2例 は化学療法で治癒 したと報

告している.鈴 木11)も6例 中3例 は再切除, 1例

は胸成術, 2例 は化学療法で治癒したと報告 してい

る.私 の9例 でも2例 が化学療法のみで治癒し,空

洞切開の2例,再 切除の1例 はいずれも好転し,胸

成術の3例 中2例 は略治または好転したが1例 は増

悪 した.増 悪の1例 は再燃後長期大量の化学療法を

行つたものであり,再 燃時の薬剤耐性もなかつた.

再燃した場合は再切除が望ましいが他の手術方法で

も良結果をえられる.化 学療法のみで治癒するもの

もあるから,再 燃の早期には一応試みるべきである

が,胸 成術を併用した長期大量療法にも反応 しない

ものもあるから薬剤耐性を獲得するまでいたずらに

化学療法を行うことはさけるべきである.

結 論

術後1年 以上を経過した肺結核切除700例 中に認

められたた術側遺残病巣 再燃9例(1.3%)に つい

て種々の観点より誘因その他について検討し次の結

論をえた.

1) 再燃は切除部位の隣接区域内の遺残病巣に限

られておこり, 9例 中病巣増大が3例,空 洞形成が

6例 で,空 洞形成の4例 に撒布巣を伴つていた.

2) 再燃は術後8カ 月ないし2年2カ 月の間に発

生 したが,再 燃の症状が明 らかとなる前に陰性であ

つた排菌が陽性となるものが多い.全 例において排

菌陽性となつたがその他の症状は一定でなかつた

.3) 再燃後の再切除例について組織学的検査を行

つたが再手術までの経過が長いので,病 巣再燃の模

様を組織学的に明らかにすることはできなかつた.

しかし空洞壁に接して細胞浸潤の強い部分があつた

り,陳 旧な結核結節の周辺に新しい娘病巣があつて,

病巣の進展形式を理解することができた.代 償性拡

張気管枝には病的所見はみられなかつた.

4) 再燃例の切除病巣は9例 中8例 が空洞であり,

術前排菌も大量排菌者が多 く,撒 布源となりうる可

能性は大であつたが,再 燃部位の遺残病巣は大豆大

以下の硬化 した病巣である.再 燃区域以外に,ま た

対側肺にもそれぞれ指頭大の病巣および濃縮空洞を

有するものがあつたが,こ れ らの病巣はすべて好転

したにもかかわらず切除隣接区域内の小病巣が再燃

した.

5) 化学療法は一般に短期少量であつたが後半期

の4例 では術後に比較的長期大量の化学療法が併用

されていた.薬 剤耐性も2者 以上の耐性はなかつた

のでこれらが再燃の主役を演じたとは思われない.

6)術 側全体としての再膨脹をみると,過 膨脹と

い う程度のものはな く,各 区域別の再膨脹をみると,

切除部位の隣接区域が術側再膨脹の大部分を負担し

ている.そ の区域気管枝は区域の再膨脹の程度に応

して代償性に拡張 しているので,逆 に気管枝の拡張

から区域の膨脹度を推定 しうる.

7) 代償区域の遺残病巣のみが再燃し,代 償区域

以外に存在していた病巣が再燃しなかつたことか ら,

局所的な過膨脹が再燃の原因ではないかと考えられ

る.

8) 化学療法のみで2例 は略治し,再 切除の1例,

空洞切開の2例,胸 成の2例 はそれぞれ好転または

略治したが,長 期間大量の化学療法を併用しなが ら

胸成を行つた1例 は増悪した.家 庭療養の1例 は不

変である.

(御指導御校閲を賜つた恩師砂 田教授に深甚の謝

意を表するとともに,終 始御指導御鞭韃下さつた稲

田助教授に深謝する)

本編の一部は第8回 中四国結核病学会において発

表した).

主 要 文 献

1) Boyde.n. Surg., 18, 706 (1945)

2) Appleton. Lancet, 2, 592 (1944)

3) Rienhoff. Bull. Johns Hopk. Hosp., 53 , 390 
(1933)



216　 高 下 良 正

4) Clagett & Deterling. Proc. Staff Meet. Mayo, 

Clin., 19, 68 (1944)

5) Overholt. Dis. Chest, 21, 33 (1952)

6) Derra & Rink. Med. Klin., 50, 554 (1955)

7) Monod & Schiessle: Thoraxchirurgie, 2-1, 

39-58 (1954)

8) Bell. J. Thorac. Surg., 31, 580592 (1956)

9) 鈴 木,日 結, 15, 654～663(昭31)

10) 八 塚,結 核 研 究 の 進 歩, 18, 86～102(昭32)

11) 高 橋,第32回 日 本 結 核 病 学 会(昭32)

12) Medlar. cited by Bell.

13) Murphy: Dis. Chest, 19, 493•`509 (1951)

14) Eerland. Beitr. Klin. Tuberk., 111, 586

•` 597 (1954)

15) 佐 藤,日 結, 16, 445～448(昭32)

16) Nuboer: Bull. Intern. Union Tuberc., 25-

3. 4, 207～210 (7, 8, 9, 10, 1955)

17) 長 石,胸 部 外 科, 9, 27～34(昭31)

18) 沢 崎,胸 部 外 科, 9, 969～970(昭31)

19) Chamberlain. J. Thorac. Surgery, 26-5,

 471～485 (1953)

Reactivation of residual foci in the ipsilateral lung after

resectional surgery for pulmonary tuberculosis

Part I. A review of reactivated cases

By

Yoshimasa KOGE, M. D.

From the 2nd Surgical Division, Okayama University Medical School
(Director: Prof. Terutake Sunada, M. D.)

A review of nine cases who developed reactivation of residual foci in the ipsilateral lung 
after pulmonary resection was given. The incidence was 1.3 per cent among 700 resections 

for pulmonary tuberculosis performed in National Okayama Sanatorium up to 1956. Following 
results were obtained.

1) Reactivation occurred between from 8 months to 2 years and 2 months after surgery. 
Conversion to positive sputum was noted earlier than the changes in roentgenogram in most 
cases.

2) All had cavitary diseases for which resection was done and most of them discharged 

strongly positive sputum before surgery.
3) Chemotherapy before resection was short term with small doses in most cases except 

the last four who had relativery large amount of antimicrobial drugs during postoperative 

priod. None of five cases where sensitibity test to antituberculous drugs were made, developed 
resistancy to more than two kinds of drugs.

4) Expansion of the remaining lung was considered to be overexpansion in none of them 
though expansion of each segment was not uniform but it was marked in the adjacent segment 

to the resected one.
5) Reactivation of residual foci occurred only in the adjacent segment inspite of that 

residual foci in the other segment or in the contralateral lung showed improvement in some 
of them.

6) Reactivations were controlled in two by chemotherapy, one by resection, two by 

cavitary drainage and two by thoracoplasty. One who was treated by thoracoplasty combined 
with long term chemotherapy got worse and the other one who was not rehospitalized showed 
no change.


