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１ 肺悪性腫瘍の治療  

□肺癌の総論 

□代表的合併症 

 特徴 症状 

Pancoast 症候群 
扁平上皮癌に多い 
肺尖部病変が原因 

上肢の運動・感覚障害 
Horner 症候群 

上肢の浮腫 

頚静脈怒張 
下行性側副血行路 

上大静脈症候群 
肺小細胞癌が多い 
縦隔リンパ節転移が原因 

扁平上皮癌 小細胞癌 腺癌 
約 25％ 約 15％ 約 45％ 

肺門部優位 末梢優位 
SCC、CYFRA NSE、Pro-GRP CEA、SLX 

   

空洞形成、無気肺 肺門部リンパ節腫脹 胸膜嵌入像、spicula(棘形成) 
血管・気管支収束像 

   

気管支鏡検査 胸腔鏡検査、CT ガイド下生検 

 呼吸器  

盲点講座サンプルテキスト

・
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1. 114C-48 正答率 59% 

67歳の女性。健康診断で胸部エックス線写真の異常陰影を指摘され，精査目的に来院し
た。喫煙歴は25 本/日を47年間。体温36.4℃。脈拍64/分，整。血圧124/76 mmHg。呼吸
数16/分。SpO2 97％（room air）。胸部CTで異常を認めたため気管支鏡下に擦過細胞診を
施行した。胸部CT及び擦過細胞診のPapanicolaou染色標本を別に示す。 
 診断はどれか。 

ａ 腺 癌  
ｂ 小細胞癌  
ｃ 大細胞癌 
ｄ 扁平上皮癌  
ｅ カルチノイド 
 

 
2. 108G-48 正答率 77% 

75歳の男性。血痰を主訴に来院した。1か月前から血痰を自覚しているため受診した。
65歳時に胃癌（早期癌）の手術の既往がある。喫煙は30本/日を55年間。家族歴に特記す
べきことはない。血圧144/80 mmHg。呼吸数20/分。SpO2 95％（room air）。心音と呼吸
音とに異常を認めない。胸部エックス線写真と胸部単純CTで軽度の肺気腫を認める。喀痰
細胞診のPapanicolaou染色標本を別に示す。 

行うべき検査はどれか。 
ａ PET/CT   ｂ 喀痰培養   ｃ 胸部単純MRI 
ｄ 気管支内視鏡検査  ｅ 上部消化管内視鏡検査 

 
 
3. 113A-66 正答率 68% 

23歳の女性。入社時の健康診断の胸部エックス線写真で異常陰影を指摘されたため産業
医から紹介受診となった。自覚症状はない。喫煙歴はない。 
 次に行うべき検査はどれか。2つ選べ。 

ａ 肺血流シンチグラフィ  
ｂ 経食道超音波 
ｃ 胸部造影CT  
ｄ 胸部MRI 
ｅ 胸椎MRI 
 

 
 

・
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□肺癌の治療 

非小細胞肺癌（腺癌、扁平上皮癌）の治療 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
化学療法：行う前庭として PS が保たれていることが条件となる。 

PS（Performance Status） 
 
 
 
 
 

□分子標的薬 

・日本人（女性）の非喫煙者では EGFR 遺伝子変異が 
非小細胞肺癌（肺腺癌）と強く関連している(110E26)。 

 
・このような EGFR 遺伝子変異(+)の方には、 

上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬が有効である。 
 
・副作用としては、皮膚障害、間質性肺炎、QT 延長症候群 

などが挙げられる。 

この内、皮膚障害は頻度が最も高い(113A4)。 

手術療法 片側肺のみの病変、同側肺門リンパ節 
化学療法 気管分岐部リンパ節、縦隔リンパ節、鎖骨上窩リンパ節 

対側病変、癌性胸水貯留 
放射線療法 片側肺のみの病変、縦隔リンパ節転移 

０ 歩行可能、日常生活問題なし 
１ 歩行可能、軽作業などの日常作業が行える 
２ 歩行可能、日常作業が行えない、日中の 50%以上をベッド外生活 
３ 日常作業が行えない、日中の 50%以上をベッド上生活 
４ 寝たきり 

小細胞肺癌 
：進行が早く基本的には手術は適応にならない。 

日本人の肺腺癌における
ドライバー遺伝子変異

EGFR KRAS HER2
MET ALK その他

EGFR 
50％

KRAS
15％

ALK 5％ 

•
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4. 106D-44 正答率 74% 

69歳の男性。人間ドックで胸部エックス線写真の異常陰影を指摘されたため来院した。
喫煙は20本/日を40年間。体温36.8℃。脈拍72/分，整。血圧148/72 mmHg。呼吸数12/
分。頸部リンパ節と鎖骨上リンパ節とを触知しない。心音と呼吸音とに異常を認めない。
腹部は平坦，軟で，肝・脾を触知しない。血液所見：Hb 15.3 g/dL。血液生化学所見： 
総蛋白7.9 g/dL，アルブミン4.6 g/dL，尿素窒素12 mg/dL，クレアチニン0.8 mg/dL，総
ビリルビン1.0 mg/dL，AST 51 IU/L，ALT 38 IU/L，LD 217 IU/L（基準176〜353）。免
疫学所見：CRP 0.1 mg/dL。CEA 8.3 ng/mL（基準5以下）。肺機能検査所見：％VC 
92％，FEV1.0％75％。気管支鏡検査で右B3から擦過細胞診を行いクラスV陽性（腺癌）と
判定された。精査の結果，所属リンパ節転移と遠隔転移とを認めなかった。胸部エックス
線写真で右上肺野の結節影と左第一肋軟骨の石灰化とを認めた。胸部単純CTを別に示す。 

第一選択になる治療法として適切なのはどれか。 
ａ 縦隔リンパ節郭清を伴う右肺上葉切除術 
ｂ 放射線治療と抗癌化学療法との併用 
ｃ 抗癌化学療法 
ｄ 放射線治療 
ｅ 腫瘍核出術 

 
 
5. 110B-44 正答率 60% 

67歳の男性。咳嗽を主訴に来院した。1か月前から乾性咳嗽が続くため自宅近くの診療
所を受診したところ，胸部異常陰影を指摘され受診した。喫煙は30本/日を45年間。意識
は清明。体温36.8℃。脈拍92/分，整。血圧138/82 mmHg。呼吸数16/分。SpO2 98％
（room air）。心音と呼吸音とに異常を認めない。血液所見： Hb 14.3 g/dL、血液生化学
所見：SCC 6.3 ng/mL（基準1.5以下）。CRP 0.2 mg/dL。呼吸機能検査：FVC 4.20 L， 
％VC 101％，FEV1 3.66 L，FEV1％ 83％。胸部CTを別に示す。気管支内視鏡下に肺の原
発巣および縦隔リンパ節の生検を行い，扁平上皮癌の診断を得た。全身検索では肺門と縦
隔のリンパ節とに転移を認めるが，それ以外にリンパ節転移および遠隔転移を認めなかっ
た。 
 最も適切な治療法はどれか。 

ａ 放射線治療と抗癌化学療法の併用  
ｂ 腫瘍部分切除 
ｃ 抗癌化学療法  
ｄ 右上葉切除 
ｅ 右肺全摘 

 

・
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6. 107A-29 正答率 60% 

60歳の女性。咳嗽を主訴に来院した。6か月前に人間ドックで異常なしと診断されたが，
1か月前から咳嗽が出現し，改善しないため受診した。喫煙は20本/日を40年間。体温
36.2℃。脈拍64/分，整。血圧134/82 mmHg。呼吸数20/分。SpO2 96％（room air）。頸部
リンパ節を触知しない。心音と呼吸音とに異常を認めない。血液所見：赤血球418万，Hb 
12.9 g/dL，Ht 40％，白血球4,600，血小板15万。血液生化学所見：総蛋白7.5 g/dL，アル
ブミン3.5 g/dL，AST 30 IU/L，ALT 28 IU/L。胸部造影CT及びPapanicolaou染色による
喀痰細胞診を別に示す。全身検索で遠隔転移を認めない。 

最も適切な治療はどれか。 
ａ 手 術  
ｂ 免疫療法  
ｃ 放射線治療 
ｄ 抗癌化学療法  
ｅ 化学放射線療法 

 
7. 107D-53 正答率 82% 

61歳の男性。健康診断時に胸部エックス線写真で異常を指摘され，精査のため来院し
た。3か月前から易疲労感，1か月前から右殿部痛を自覚していた。最近3か月で4 kgの体重
減少があった。既往歴に特記すべきことはない。身長170 cm，体重62 kg。体温36.2℃。脈
拍88/分，整。血圧152/88 mmHg。呼吸数15/分。SpO2 95％（room air）。右頸部と右鎖骨
上とに径2 cmのリンパ節をそれぞれ1個触知する。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹
部に異常を認めない。血液所見：赤血球360万，Hb 11.5 g/dL，Ht 35％，白血球6,800，
血小板29万。血液生化学所見：総ビリルビン0.5 mg/dL，AST 33 IU/L，ALT 28 IU/L，
LD 440 IU/L（基準176〜353），クレアチニン0.8 mg/dL。CRP 1.0 mg/dL。胸部エックス
線写真（A），肺野条件の胸部CT（B）及び胸部造影CT（C）を別に示す。気管支鏡による
生検で肺腺癌と診断された。骨シンチグラムで右坐骨に集積を認めた。 

治療として適切なのはどれか。2つ選べ。 
ａ 緩和ケア        ｂ 免疫療法        ｃ 肺葉切除術 
ｄ 抗癌化学療法      ｅ 胸部放射線照射 

 
 
 
 
 
 
 

A B C 

・
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8. 予想問題 

71歳の女性。咳嗽を主訴に来院した。2か月前から咳嗽が出現し，自宅近くの診療所で
投薬を受けたが改善しないため受診した。喫煙は20本/日を50年間。脈拍72/分，整。 
血圧104/80 mmHg。呼吸数18/分。SpO2 94％（room air）。呼吸音は右側でやや減弱して
いる。血液所見：赤血球422万，白血球8,800，血小板18万。血液生化学所見：総蛋白6.8 
g/dL，アルブミン3.2 g/dL，総ビリルビン1.1 mg/dL，AST 28 IU/L，ALT 16 IU/L，ALP 
320 IU/L（基準115〜359）。胸部造影CT、及び気管支鏡下に行った穿刺細胞診を別に示
す。また、右胸水を穿刺細胞診したところ小細胞癌を認めた。PET/CTでは胸腔内以外に
異常を認めない。適切な治療はどれか。 
 
 
 
 
 
 
 
ａ 腫瘍切除術      ｂ 抗癌化学療法     ｃ 抗結核薬投与 
ｄ 抗凝固薬投与  ｅ 化学放射線療法 
 
9. 109E-58 正答率 51% 

58歳の男性。右上肢麻痺を主訴に来院した。3か月前から右上肢の疼痛としびれがあ
り，複数の医療機関を受診したが診断に至らなかった。1か月前から右上肢麻痺が現れ次
第に悪化したため自宅近くの診療所を受診し，胸部エックス線写真で異常陰影を指摘され
たため紹介されて受診した。既往歴に特記すべきことはない。喫煙は30本/日を37年間。意
識は清明。身長165 cm，体重62 kg。体温36.6℃。脈拍72/分，整。血圧130/102 mmHg。呼
吸数14/分。SpO2 98％（room air）。持参した胸部エックス線写真と胸部造影CTとを別に
示す。 この患者の身体所見として考えられるのはどれか。3つ選べ。 

ａ 右上肢内側感覚低下 ｂ 顔面浮腫       ｃ 嚥下障害 
ｄ 発汗異常      ｅ 鷲 手 
 
 
 
 
 
 

 

・


