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当院における 
転移性肺腫瘍の治療の現状 

担当：呼吸器外科 

2016/12/5 

症例数140例 

外科          n = 65 

泌尿器科    n = 34 

耳鼻咽喉科 n = 16 

乳腺外科    n = 11 

婦人科       n = 9 

皮膚科       n = 4 

脳神経外科 n = 1 

年齢 ： 36歳～84歳 
 
両側 ＝ 31例 
 
腫瘍径平均 ： 12 mm 
    （５mm～80mm） 
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脳神経外科(n=1) 

皮膚科(n=4) 

婦人科(n=9) 

乳腺外科(n=11) 

耳鼻咽喉科(n=16) 

泌尿器科(n=34) 

外科 (n=65) 

完全切除 残存 

どれくらい 完全切除（治癒）目指したか？ 生存率の比較 （完全切除 か 残存か？） 

完全切除 n=105 

残存 n=35 
 

有意差あり 
  p=0.003 

VATSの開胸創 標準開胸創 

アプローチの違い 

アプローチ 

VATS 開胸 

VATS 

開胸 

肺切除の分類 

部分切除 区域切除 肺葉切除 
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部分切除 89例 区域切除 36例 肺葉切除 15例 

平均術中出血 
    １８ｇ         ９５ｇ           １７３ｇ    

平均術中出血 
    18 ｇ          95 ｇ          173 ｇ 
  
術後在院期間 
    3.5 日          8.1日           7.9日  

部分切除 89例 区域切除 36例 肺葉切除 15例 

60y F 乳がん術後 1年6か月の単発転移 

術前レントゲン 術後レントゲン 
61y F 大腸がん術後 3年6か月の単発転移 
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➡ 

術前レントゲン 術後レントゲン 

病巣数 

１個 

２個 

3 
4 5 

手術回数 

１回 

２回 
３回 

大腸がん 肺転移（n= ５６）      

生存率の比較 （完全切除 か 残存か？） 

完全切除 n=49 

残存 n=7 
 

有意差あり 
  p<0.001 
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大腸がん 肺転移（n= 49）  術後無再発 26 例          

1年以上 n=31 

1年以内 n=18 

肺再発までの期間別 病巣の数別 

2個以上 n=15 

単発 n=34 

有意差あり 
  p=0.017 

術後化学療法について  

治療あり 
n=20 
 

治療なし n=28 

大腸がん 肺転移（n= 49）  術後無再発 26 例          

腎がん 肺転移（n= 25）      

生存率の比較 （完全切除 か 残存か？） 

残存 n = ３ 
 

完全切除 n = ２２ 

腎がん 肺転移（n= 22）   術後無再発 10 例    

肺再発までの期間別 病巣の数 別 

1年以内 n=6 

1年以上 n=16 

単発 n=17 

2個以上 n=5 

術後化学療法について  

腎がん 肺転移（n= 22）   術後無再発 10 例    

治療あり n=＝13 
 

治療なし n=9 

乳がん 肺転移（n= 11）       

生存率の比較 （完全切除 か 残存か？） 

完全切除 n=4 

残存 n=7 



2019/1/25 

5 

乳がん 肺転移（n= 11）  術後無再発 4 例    

肺再発までの期間別 

1年以内 n=3 

1年以上 n=8 

咽頭がん 肺転移（n= 3）    

腺様嚢胞がん（n= 5）２例 再発なし    

喉頭がん（n=1） 再発なし    

甲状腺がん（n=5） 1例再発なし    

咽頭がん 

腺様嚢胞がん 

喉頭がん 甲状腺がん 

耳鼻咽喉科 関係 １４例 

子宮頸がん （n=4）    

子宮体がん （n=2）    

卵巣肉腫  （n=2） 再発なし    

婦人科 関係 ８例 

子宮体がん 

子宮頚がん 

卵巣肉腫 

悪性黒色腫 肺転移（ n= ３）    

Disease Free  Interval   22-64か月 
 
すべて 単発 
 
術後  7か月 ～ 4年  
 
術後化学療法なし 
 
すべて 無再発生存中 
 
 

コメント等ありがとうございました！！ 

 

これからも 当科は 転移性肺腫瘍に対し 
 

可能な限り 治癒めざして 低侵襲手術 

 

行いますのでよろしくお願いします 
 

    横浜労災病院 呼吸器外科 一同 

              2016年12月5日 

77y M 腎がん術後 １年４か月の2か所転移 
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