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CASE REPORT

胸水貯留を契機に胸腔鏡検査で診断した
胸膜原発と考えられたMALTリンパ腫の 1例

近藤祐介1・平岩真一郎2・田﨑 厳1・
中川知己3・山田俊介3・坂巻文雄1

A Case of Mucosa-associated Lymphoid Tissue Lymphoma Likely
Originating from Pleura That Presented as Pleural Effusion,
Diagnosed with Thoracoscopy
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ABSTRACT━━ Background. Thoracoscopy is a useful technique for the causative diagnosis of exudative pleural
effusions with unknown etiology on routine pleural fluid examinations. Malignant lymphoma should be considered
as a potential cause of exudative pleural effusion. Case. A 71-year-old man was referred to our institute because of
left exudative pleural effusion on an annual routine health checkup. Repeated thoracenteses showed lymphocyte-
dominant exudative pleural fluid but could not identify the cause of the pleural fluid despite detailed examina-
tions, including adenosine deaminase and cytological examinations of the pleural fluid. At that time, the patient
did not wish to undergo a further invasive examination and was therefore followed up at the outpatient clinic. Ap-
proximately one year after the first visit, the pleural effusion had increased, and chest computed tomography and
fluorodeoxyglucose-positron emission tomography revealed progressive tumorous lesions on the parietal pleura
at the post-sternal space and around the anterior wall of the heart. A thoracoscopic examination revealed a light-
brown, smooth and relatively soft surface tumor lesion from the post-sternal space to the anterior surface of the
heart. The diagnosis of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma was made upon a detailed histo-
logical examination of the pathological specimen of this lesion. Conclusion.We herein report a rare case of MALT
lymphoma, which developed in the parietal pleura, in the post-sternal space and on the anterior surface of the
pericardium, presenting as recurrent pleural effusion. A thoracoscopic biopsy was useful for the diagnosis in this
case.

(JJLC. 2020;60:54-59)
KEY WORDS━━MALT lymphoma, Pleural effusion, Thoracoscopy

Corresponding author: Fumio Sakamaki．
Received September 12, 2019; accepted November 30, 2019.

要旨━━背景．原因不明の滲出性胸水の診断に胸腔鏡
による観察および生検が有用である．滲出性胸水貯留の
原因として悪性リンパ腫も挙げられる．症例．71歳男
性．健康診断で胸部 X線検査上，左側胸水貯留を指摘さ
れて受診した．複数回の胸水検査では，リンパ球優位の
滲出性胸水であり，胸水中 ADA活性，細胞診を含む諸検
査では原因を特定することができなかった．患者の希望

で経過観察とされた．初診から約 1年後に胸水の増加を
認めたため，再度精査を行い，胸部 CT，FDG-PET検査
で胸骨後部および心嚢周囲の胸膜に腫瘍性病変の増大を
認めた．胸腔鏡検査を行ったところ，薄茶色をした表面
が平滑な比較的柔らかい腫瘍性病変を認めた．同部位か
ら採取された検体でMALT（mucosa-associated lym-
phoid tissue）リンパ腫と診断された．結論．胸水貯留を
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Figure　1.　Chest X-ray taken approximately one year prior showing mild left pleural effusion (A). Chest CT reveal-
ing mild left pleural effusion and a mass in the post-sternum space (blue arrow) (B, C).
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Figure　2.　Chest X-ray at the initial admission showing moderate left pleural effusion (A). Chest CT revealing mod-
erate left pleural effusion. A mass in the post-sternal space (blue arrow) and findings showing pericardial thickening 
(red arrow) (B, C).
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契機とし，胸骨後部および心嚢周囲の壁側胸膜に認めた
MALTリンパ腫の 1例を報告した．診断には胸腔鏡によ

る生検が有用であった．
索引用語━━MALTリンパ腫，胸水，胸腔鏡

はじめに

胸水貯留例では内科診察や胸水検査で診断をつけるこ
とに苦慮することが多い．今回，原因の特定に苦慮した
滲出性胸水で発見され，その後，胸骨後部および心嚢周
囲の胸膜の腫瘍性病変に対して胸腔鏡検査を行い，病理
組織学的検査，免疫組織化学検査，染色体分析でMALT
（mucosa-associated lymphoid tissue）リンパ腫と診断し
た 1例を経験したので報告する．

症 例

症例：71歳男性．
主訴：胸部異常陰影．
既往歴・併存症：高血圧で治療中．

喫煙歴：なし．
職業歴：大学教員．
粉塵曝露歴・海外渡航歴：なし．
現病歴：入院の約 1年前に初めて胸部異常陰影を指摘

された．胸部単純 X線写真で中等量の左側胸水貯留を認
めた（Figure 1A）．胸水検査では，リンパ球優位の滲出
性胸水であり，生化学的検査・細菌学的検査では有意な
所見を認めず，細胞診も class IIであった．患者がそれ以
上の精密検査を希望されず，経過観察となった．
初診から約 1年後の胸部単純 X線において左側胸水

の増加を指摘され（Figure 2A），再度受診し，精査目的
に入院となった．約 1年間の経過中において息切れ，胸
痛などの呼吸器症状は認められなかった．
入院時現症：身長 154.9 cm，体重 67.3 kg，体温 36.0℃，
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Table　1.　Laboratory Data

【Blood cell count】 【Tumor marker】
WBC 5500/μl CEA 2.1 ng/ml
　Neutro 55.7% CYFRA 1.0 ng/ml
　Lymph 33.7% ProGRP 41.7 pg/ml
　Eosino 2.9% sIL-2R 575 U/ml
　Mono 8.0%
　Baso 0.4% 【Pleural effusion (left)】
RBC 512×104/μl Cell count 3040/μl
Hb 10.4 g/dl 　Neutro 2%
Plt 23.3×104/μl 　Lymph 84%

　Eosino 0%
【Blood chemistry and serology】 　Histocytes 14%
TP 8.0 g/dl TP 5.5 g/dl
Alb 4.2 g/dl LDH 104 IU/l
AST 21 U/l Glucose 125 mg/dl
ALT 19 U/l Hyaluronic acid 14500 ng/ml
LDH 129 U/l CEA 1.0 ng/ml
CK 41 U/l ADA 30.5 IU/l
ALP 231 U/l Bacterial cultivation negative
BUN 13 mg/dl Cytology class II
Cr 0.9 mg/dl
Na 140 mEq/l
K 3.9 mEq/l
Cl 105 mEq/l
CRP 0.073 mg/dl

血圧 139/89 mmHg，脈拍 75/分，呼吸数 18/分，SpO2
97％（room air），ばち指はなく，眼球結膜の貧血，眼瞼
結膜の黄染を認めなかった．表在リンパ節を触知せず，
心音に異常なく，肺野に副雑音はないが左側の呼吸音が
減弱していた．腹部に異常所見はなく，四肢の浮腫も認
めなかった．
血液生化学検査：血算・生化学に異常値を認めず，腫
瘍マーカー（CEA・CYFRA・ProGRP）も異常値を認め
なかった（Table 1）．
胸水所見：色調は黄色で軽度混濁，TP 5.5 g/dl，LDH

104 U/lと上昇を認め，Lightの基準より滲出性胸水で
あった．リンパ球分画が 84％と優位であったが，adeno-
sine deaminase（ADA）は 30.5 U/lであり上昇を認めな
かった．CEA・ヒアルロン酸も上昇を認めなかった．胸
水細胞診は class IIであり，一般細菌・抗酸菌の検査も
塗抹・培養は陰性であった（Table 1）．
胸部 CT：初診時（Figure 1B，1C）と比べて約 1年後

（Figure 2B，2C）では多量の左側胸水貯留を認め，胸骨
後部および心嚢周囲の胸膜に腫瘍性病変の増大を認め
た．
FDG-PET（Figure 3）：胸骨後部に板状の腫瘍性病変

を認め，心嚢周囲の胸膜にも同様の腫瘍性病変を認めた．
ともに高い FDG集積（standardized uptake value max

（SUV max）：4.3）を認めた．
経過：胸部 CT，FDG-PET検査で認められた胸膜病変

に対し，患者の同意を得た上で，全身麻酔下胸腔鏡検査
を施行した．胸腔内には滲出性胸水を認める他，胸骨後
部および心嚢周囲の胸膜に，薄茶色をした表面が平滑な
腫瘍性病変を認めた（Figure 4）．病変は剥離鉗子にて容
易に剥離が可能であり，切除生検した．
病理組織学的検査では，小型リンパ球が脂肪組織内を
びまん性ないし結節状に浸潤し，胸膜の中皮細胞は脱落
しており胸膜構造が明らかではなかった（Figure 5）．免
疫組織化学検査は，浸潤するリンパ球において CD3陰
性，CD5陰性，CD10陰性，CD20陽性，bcl-2陽性，bcl-
6陰性，cyclin D1陰性，MIB-1陽性率が 10～20％と低値
であった．染色体分析では，総分析細胞中 1細胞のみで
はあるが t（11;18）（q21;q21）/BIRC3-MALT1（第 11 band
の q21と第 18 bandの q21の相互転座）が認められた．
また，flow cytometry（FCM）検査による免疫表現型の
解析では CD19および CD20陽性 B細胞が多く含まれ，
軽鎖はほぼ全て κ陽性で，発現の偏りがみられた．以上
の所見よりMALTリンパ腫と診断した．診断後，当院血
液腫瘍内科に転科し，weekly-Rituximab療法を施行さ
れ，胸水の減少および腫瘍性病変の縮小を認めた．診断
後約 5年経過した現在も生存中である．
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Figure　3.　Fluorodeoxyglucose-positron emission tomography images showing a positive uptake 
(maximum standardized uptake value: 4.3) at the pleural lesions.

Figure　4.　A thoracoscopic examination revealing small 
nodules with a light-brown and smooth surface appear-
ance on the parietal pleura in the post-sternal space and 
the anterior surface of the pericardium (yellow arrow).

考 察

原因不明の滲出性胸水に遭遇することは臨床上多い．
悪性胸水の診断率は 1回だけでの胸水細胞診では，50～
60％程度とされる．1 従来の cope針による胸膜生検に
おいて悪性胸水または結核性胸膜炎での陽性率は 40～
60％とされ，決して高くない．2 近年，原因不明の胸水貯
留例における胸腔鏡検査の有用性が指摘されている．3,4

適応については，主に以下の 4項目を満たす場合とされ
ている．5 ①滲出性胸水，②胸水細胞診が 2回以上陰性，
③胸水の細胞分画がリンパ球優位，④胸水の ADA値が
40 U/l未満．本症例は，①～④の項目を満たし，活動性

結核や自己免疫疾患を認めなかったことより，胸腔鏡検
査を施行した．胸骨後部および心嚢周囲の壁側胸膜に認
めた腫瘍性病変より切除生検を施行し，MALTリンパ腫
と診断した．
本症例の病理組織学的検査では，原発部位の同定は困
難であったが，FDG-PET検査において胸骨後部および
心嚢周囲の胸膜に集積する腫瘍性病変を認めたこと，胸
腔鏡所見より胸骨後部および心嚢周囲の壁側胸膜を原発
部位として考えるのが妥当と考えられた．
MALTリンパ腫はWHO分類（2017）では，extrano-

dal marginal nodal lymphoma of mucosa-associated lym-
phoid tissueとされ，リンパ節外に発生し，濾胞中心細胞
に類似する濾胞辺縁帯細胞，単球様 B細胞および小型リ
ンパ球と免疫芽細胞，濾胞中心芽細胞に準ずる大型細胞
が少数混在する腫瘍と定義される，low-grade B-cell lym-
phomaである．6 全悪性リンパ腫に占める割合は 7～9％
であり，好発部位は消化管，肺に多く，発症年齢中央値
は 61歳で女性に多いとされている．7

非ホジキンリンパ腫において初診時に胸水が認められ
る頻度は，Leeらによると約 9％程度といわれている．8

胸水貯留を伴う悪性リンパ腫の胸水細胞診による診断率
は 35％と高くなく，一方，胸腔鏡による胸膜生検の診断
率は 82％である．9 胸腔鏡所見の特徴は，上皮性腫瘍の
胸膜播種に比べて胸膜面に比較的柔らかい腫瘍性病変を
呈することが多く，観察の際の手掛かりになる．10 本症
例の胸腔鏡所見もこれに合致するものであった．
本症例の鑑別疾患としては，胸腺腫，奇形腫，縦隔型
肺癌，悪性胸膜中皮腫などが挙げられる．また，胸壁・
胸膜周囲における悪性リンパ腫の鑑別としては慢性結核
性膿胸，結核性胸膜炎，人工気胸術の既往がある患者に
発生する膿胸関連リンパ腫（pyothorax-associated lym-
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Figure　5.　Histopathological findings of the lesion in the pleura demonstrated nodular or diffuse infiltration of 
small lymphoid cells that were positive on hematoxylin-eosin staining (A, B), CD20 immunohistochemical stain-
ing (C), and MIB-1 staining (D).
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phoma；PAL）や，胸腔などの体液のみにリンパ腫細胞
が検出される原発性体腔液リンパ腫（primary effusion
lymphoma；PEL），他部位原発リンパ腫の胸腔浸潤が挙
げられる．病理組織所見，染色体分析でMALTリンパ腫
を示唆する t（11;18）（q21;q21）/BIRC3-MALT1を認めた
こと，6 FCM検査での所見に加えて，慢性膿胸を来すよ
うな既往がないこと，FDG-PET検査による病変局在よ
り，胸膜原発MALTリンパ腫と診断した．
胸水貯留を伴う胸膜原発MALTリンパ腫の頻度は少
なく，著者らが検索した範囲では 9例のみであった．そ
の中において染色体分析でMALTリンパ腫を示唆す
る t（14;18）（q32;q21）/IGH-BCL2を 2例 に 認 め た が，
t（11;18）（q21;q21）/BIRC3-MALT1を認めた報告はな
かった．11-14

胸水貯留を伴うリンパ球増殖血液疾患では，胸水の生

化学検査，培養検査，細胞診などの病理検査だけでは診
断に至らないことが多い．本症例における反省点として，
約 1年前の初診時において，低侵襲検査として少なくと
も胸水細胞での FCM検査の施行を検討すべきであった
ことが挙げられる．15

悪性リンパ腫の診断および治療には早期からの血液内
科との連携体制が求められる点からも，リンパ球優位の
滲出性胸水貯留を伴い，本症例のように胸骨後部および
心嚢周囲の胸膜に腫瘍性病変を認めた場合には，MALT
リンパ腫を含む悪性リンパ腫も念頭に置き，早期に胸腔
鏡検査を検討することが重要と考えられた．
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