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研究成果の概要（和文）：　研究代表者らは肺動脈腫瘍塞栓症の特殊型とされるpulmonary tumor thrombotic microan
giopathy (PTTM)の病態生理ならびに肺高血圧発生条件の一端を明らかにすることを目的として、剖検例を用いた系統
的解析を遂行した。その結果、極めて予後不良な病態とされるPTTMの発生頻度や血行動態への影響の一端を明らかにす
ることに成功した。
　本研究を通じて得られた知見は臨床医への注意喚起に活用できると同時に、将来的なガイドライン等の作製において
有益な情報基盤を提供し得る。

研究成果の概要（英文）：Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy (PTTM) has been known as a rare and ser
ious cancer-related pulmonary complication. However, the pathogenesis and pathophysiology of this debilita
ting condition still remains obscure and no effective management was recommended. The study aims to elucid
ate the pathophysiology of PTTM. 
 As a result, we found carcinoma cells in the lumen of pulmonary artery in one-third (30.4%) of autopsy wi
th gastric carcinoma, but implantation and proliferation may be essential to induce intimal thickening tha
t causes an increasing of pulmonary arterial pressure, because our study revealed a significant positive a
ssociation between the rate of pulmonary arterial stenosis and right ventricular thickness. In addition, d
iffuse type gastric carcinoma may be apt to cause the remodeling of the pulmonary artery and subsequent in
creasing in pressure of pulmonary artery.
 These findings can provide helpful information about the diagnosis and treatment of PTTM.
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様 式

１．研究開始当初の背景
Pulmonary tumor thrombotic 

microangiopathy (PTTM)
膜肥厚、フィブリン血栓、ならびに腫瘍塞栓
を特徴とする肺動脈腫瘍塞栓症の特殊型で
ある。極めて予後不良な病態であるが、比較
的新しい疾患概念であり、症例報告は活発に
発信されているものの、
統的解析に関しては不十分と
ない。
験的に知られているが、その発生条件に関し
ては未だ不明である。一方
に救命に成功した症例が少数ながら報告さ
れていることからも、その病態を解明し、普
及し得る早期診断法や適切な治療法の確立
をさせること
 
２．研究の目的
研究代表者らは以前から

肺高血圧の発生条件が広範な病変分布、高度
の狭窄率、肺動脈径と狭窄率における負の相
関関係であることを提唱して来た。しかしな
がら解析症例数が少なく、詳細に検討できた
とは言い難い
病態生理ならびに肺高血圧発生条件の一端
を明らかにすることを目的として、
の症例集積に基づく
られた知見は
症予測因子、早期診断法、適切な治療法の確
立に大きく貢献するため、社会的意義も大き
い。 
 
３．研
(1) 
 東邦大学医療センター大森病院にて施
行・管理された剖検例を対象として症例集積
を試みた。収集の際には胃癌に由来する
が多く報告されていることを考慮し、胃癌記
載例を対象とした。次いで、当該症例の標本
を鏡検することで、肺動脈内に癌細胞が存在
する剖検例を抽出し、発生頻度を明らかにす
ると同時に下記
料を確保した。
(2) 
 PTTM
ず、発生や予後に関与する背景因子を把握す
る必要がある。そこで集積症例の診療録より、
臨床背景
肺高血圧の有無等
(3) 
 PTTM
な診断、化学療法の適応検索、原発巣からの
PTTM
学的解析により癌細胞の特徴を明らかにし
た。 
(4) 
 収集した肺組織切片に対して
Gieson
得る全ての肺動脈を撮影した。
られた画像を用いて
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心臓が保管されていない症例に関しては、既
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血管狭窄率 95%信頼区間下限値以上群がい
わゆる PTTM に相当すると考えられるが、本
研究からは胃癌剖検例の場合、約 30 %におい
て、肺動脈腫瘍塞栓症が発生し、その内 40 %
程度に PTTM が発生し得ることが明らかとな
った。 
PTTM 症例における肺動脈狭窄率は症例に

よって大きく異なっていたが肺動脈狭窄率
と右室壁厚は有意な正の相関関係を示して
おり、高度の肺動脈狭窄が肺高血圧を招来し、
その結果右室壁を肥厚されるものと推測さ
れた。尚、本研究では当該症例の診療録を参
考にし、右室壁厚に影響を及ぼし得る各種因
子 (年齢、基礎疾患、投与薬剤等)について
も検討したが、いずれも右室壁厚との有意な
相関は得られず、本研究では肺動脈狭窄のみ
が右室壁厚に影響していたと考えられる。 
さらに、PTTM 症例と非 PTTM 症例における

胃癌組織型を比較したところ、PTTM 症例では
低分化型腺癌の占める割合が非 PTTM 症例と
比較して有意に高い結果となり、低分化型腺
癌がより PTTM を招来し得る可能性が示唆さ
れた。 
本研究では極めて予後不良な病態とされ

る PTTM の発生頻度や血行動態への影響の一
端を明らかにすることに成功した。得られた
知見は臨床医への注意喚起に活用できると
同時に、将来的なガイドライン等の作製にお
いて有益な情報基盤を提供し得る。 
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