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脾転移を来たした腎細胞癌の 1例

山口 峻介1，羽場 知己1，川口 誠2，小池 宏1

1新潟労災病院泌尿器科，2新潟労災病院病理診断科

A CASE REPORT OF SPLENIC METASTASIS

OF RENAL CELL CARCINOMA

Shunsuke Yamaguchi1, Tomomi Haba1, Makoto Kawaguchi2 and Hiroshi Koike1

1The Department of Urology, Niigata Rosai Hospital
2The Department of Pathology, Niigata Rosai Hospital

A 64-year-old female patient underwent radical left nephrectomy in 2005 after being diagnosed with

renal cell carcinoma. The pathological diagnosis was pT2b pN0 M0 clear cell carcinoma. Three years

postoperatively, metastatic recurrence in the para-aortic lymph node was noted, and the patient underwent

retroperitoneal lymph node dissection in 2008. The pathological diagnosis was renal cell carcinoma (a

combination of clear cell carcinoma and type 2 papillary cell carcinoma). Five years later, she exhibited

splenic metastasis on computed tomography, but no other distant metastases were observed. She underwent

splenectomy in 2013, and the pathological diagnosis was splenic metastasis of renal cell carcinoma (type 2

papillary cell carcinoma). Three months after the splenectomy, she developed multiple bone metastases but

refused to undergo treatment with molecularly targeted drugs ; hence, she was transferred to palliative care

services. Fourteen months after the splenectomy, she died of cancer. Most metastatic splenic tumors occur

as part of multiple organ metastases in the terminal stage of renal cell carcinoma. If splenic metastasis of

renal cell carcinoma is observed, further imaging studies should be performed, and splenectomy should only

be considered if a definitive diagnosis of sporadic splenic metastasis is made.

(Hinyokika Kiyo 63 : 371-375, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_9_371)
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緒 言

腎細胞癌は原発巣の病期に関わらず，全身ほぼすべ

ての臓器，組織への転移が報告されているが，脾転移

を来たした例は非常に稀である．今回われわれは，根

治的腎摘除術から 3年後に後腹膜リンパ節転移を来た

し，さらにその 5年後に脾転移を来たした腎細胞癌の

1例を経験したので，文献的考察を加えて報告する．

症 例

患 者 : 72歳，女性

主 訴 : 無症候性脾腫瘍

既往歴 : 69歳時にネフローゼ症候群．

家族歴 : 特記事項なし．

現病歴 : 2005年10月，64歳時に左腎細胞癌の診断で

他院にて根治的左腎摘除術および患側の傍大動脈リン

パ節郭清術が施行された．病理診断は，clear cell type，

grade 2，pT2b pN0M0，stage II であった．術後 3年後

の CT にて径 2.4 cm 大，単発の傍大動脈リンパ節転

移再発が疑われ，2008年 1月に後腹膜リンパ節郭清術

が施行された．病理診断は腎細胞癌のリンパ節転移で

clear cell type であった．外来で経過を見ていたが，術

後 8年が経過した2013年 7月に行った CT で脾腫瘍を

認め，ほかに他臓器転移を認めなかった．腎細胞癌脾

転移の疑いにて，2013年 8月に手術を目的にして外科

に入院した．

入院時現症 : 身長 152 cm，体重 67 kg，体温

36.1°C，血圧 110/70 mmHg，腹部は平坦で軟かく．

表在リンパ節の腫脹は認めず．ほかに特記すべき所見

なし．

入院時検査所見 : 血液検査 : WBC 9,500/μ l，Hb

10.8 g/dl，Plt 19.9×104/μ l，AST 21 IU/l，ALT 17

IU/l，LDH 221 IU/l，ALP 175 IU/l，γ -GTP 9 IU/l，

Na 143 mEq/l，K 4.2 mEq/l，Cl 104 mEq/l，BUN

13.8 mg/dl，Cr 0.96 mg/dl，TP 6.1 g/dl，Alb 3.2 g/

dl，CRP 0.4 mg/dl．

尿検査 : pH 5.0，尿蛋白陰性，RBC 1∼4/hpf，

WBC 1∼4/hpf．

胸部X線検査 : 異常所見なし．

KUB : 尿路結石などの異常所見は指摘できなかっ

た．

胸腹部造影 CT 検査 : 脾に 3×2 cm の低吸収な結

節を認め，不均等な造影効果を認めた．ほかに転移や

再発を疑う病変は指摘できなかった（Fig. 1）．
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泌62,08,0◆-1

Fig. 1. Splenic tumor with contrast enhancement
seen on computed tomography (arrow).

泌62,08,0◆-2a

泌62,08,0◆-2b

Fig. 2. Histopathological findings of the splenic
tumor. (a) Macroscopic findings (arrow).
(b) Microscopic findings (hematoxylin and
eosin staining). Short spindle-shaped cells
with eosinophilic bodies and large nuclei
containing distinct nucleoli were observed ;
these findings were indicative of type 2
papillary cell carcinoma. Therefore, a
diagnosis of splenic metastasis of renal cell
carcinoma was made.

泌62,08,0◆-3a

泌62,08,0◆-3b1

泌62,08,0◆-3b2

Fig. 3. (a) Histopathological findings of the left kid-
ney (hematoxylin and eosin staining). The
diagnosis was clear cell carcinoma. (b)
Histopathological findings of the para-aortic
lymph nodes. Although some areas showed
components of clear cell carcinoma (b-1),
other areas showed components of papillary
cell carcinoma (b-2). Thus, the carcinoma
was of a mixed type.

入院後経過 : 2013年 8月，外科にて脾摘除術が施行

された．術中に腹腔内の他臓器やリンパ節に転移を疑

う所見は認めなかった．

病理組織学的所見 : 明らかな胞体淡明な細胞（clear
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Table 1. Reported cases of surgical resection of splenic metastasis of RCC

No 年齢 性別 原発巣(腎) 病期 腎摘除から
脾摘まで 腫瘍径(脾) 孤発性/

多発性
予後

(脾摘除術後)
報告
年 報告者

1 55 男 右 不明 22年 不明 不明 6カ月，死亡 1984 Strum12)

2 72 男 左 I 10年 5，2 cm 孤発性 1年，生存 1987 村尾8)

3 54 女 左 不明 同時 小結節 不明 不明 1995 Pal13)

4 43 男 左 I（T1N0M0) 7年 5 cm 孤発性 9年，生存 1996 鈴木14)

5 50 男 左 不明 7年 4 cm 孤発性 6年，生存 1997 Ishida5)

6 69 男 左 II（T2aN0M0) 1年10カ月 6 cm
多発性
（肺，脾) 5年 7カ月，生存 2001 Tatsuta15)

7 65 男 左 不明 同時 20 cm 不明 不明 2003 Mc
Gregor16)

8 72 男 左 II（T2N0M0) 2年 8 cm 孤発性 1年，死亡 2003 Kugel17)

9 67 男 右 不明 同時 4 cm 孤発性 10カ月，生存 2005 服部18)

10 68 男 左 II（T2N0M0) 14年 7 cm 孤発性 1年 3カ月，生存 2010 Ielpo19)

11 70 女 左 III（T3bN0M0) 11カ月 9 cm 孤発性 2年，生存 2011 Moir20)

12 72 女 左 II（T2bN0M0) 8年 3 cm 孤発性 1年 2カ月，死亡 自験例

cell）は認めなかったが，核異型が高度で好酸性な細

胞質を有する短紡錘形細胞が密に管状配列を示してお

り，乳頭状腎細胞癌 type 2 の診断であった（Fig. 2）．

2005年10月の左腎標本を retrospective に検索すると，

淡明細胞型腎細胞癌の所見のみであり，今回脾標本で

認めた乳頭状腎細胞癌 type 2 の所見は認めなかった．

2008年 1月の後腹膜リンパ節標本を検討すると，淡明

細胞型腎細胞癌の所見を認めており，このことから後

腹膜リンパ節転移再発の診断が得られた．しかし，他

の部位では淡明細胞に加えて，今回の脾標本にみられ

た乳頭状腎細胞癌 type 2 の所見である管状配列を示す

密な短紡錘形細胞も同様に認めた（Fig. 3）．そして今

回，脾標本は免疫組織学的に EMA 陽性，vimentin 陽

性，CAM5.2 陽性，CD10 陰性であった．2008年 1月

の後腹膜リンパ節標本においても，EMA 陽性，

vimentin 陽性，CAM5.2 陽性であり，clear cell の部位

では CD10 陽性であるものの，管状配列の部位では

CD10 陰性と，今回の脾標本と同様の所見を認めてい

た．以上の所見から，2008年 1月の後腹膜リンパ節に

見られた転移病変のうち，より異型度が高い，すなわ

ち生物学的悪性度が高い部位である乳頭状腎細胞癌

type 2 が今回，脾への転移を引き起こしたと考えられ

た．

術後経過 : 経過良好にて，術後 8病日に退院した．

2013年 9月に肺炎球菌ワクチンが投与された．2013年

11月の CT で頸椎，左上腕骨，右大腿骨に骨転移を認

め，患者に分子標的薬による治療を提示したが，患者

が有害事象を懸念し，さらなる積極的治療を希望しな

かったため，緩和ケアに移行した．2014年 1月，整形

外科にて骨折予防の目的で右大腿骨髄内釘固定術が施

行され，2014年 1月から 2月にかけて頸椎転移および

右大腿骨転移に対して緩和的放射線外照射療法が施行

された．その後，徐々に全身状態の低下を認め，脾摘

除術から 1年 2カ月後の2014年10月に死亡した．

考 察

腎細胞癌は原発巣の病期に関わらず，あらゆる臓

器，組織への転移が報告されているが，脾への転移を

来たした例は稀である．そもそも脾は悪性腫瘍の転移

が稀な臓器とされている1,2)．癌の脾転移の頻度は，

悪性腫瘍剖検例に限れば，欧米では2.3∼7.1％2,6)，

本邦では5.3％3)と報告されている．生体例について

はさらに頻度が低く，欧米では脾摘除術施行1,280例

の1.3％に脾転移を認め4)，本邦では腹部エコー施行

24,761例の0.15％に脾転移を認めたとの報告があ

る5)． 5臓器以上の転移が存在すれば，組織学的には

50％に脾転移を認める2,6)とされているように，悪性

腫瘍の脾転移は癌終末期の全身性転移の 1つとして認

められるものが大半であり，孤発性の脾転移は非常に

稀である．転移性脾腫瘍の原発巣としては，悪性黒色

腫，肺癌，乳癌が比較的多いと考えられているが6)，

本邦では欧米に比較して肝細胞癌，胃癌の頻度も高い

と報告されている3)．

腎細胞癌が脾転移を来たすこと自体が稀であるが，

現在までに腎細胞癌の脾転移に対して脾摘除術が施行

された例はさらに稀である．われわれが検索した限り

では，これまでに自験例を含めても僅か12例のみであ

り，本邦では自験例が 6例目と思われる（Table 1）．

自験例を含めた12例では，平均年齢は63.1±9.9歳で

中央値が67.5歳であり，男女比は3 : 1と男性に多く，

原発巣腎細胞癌は右腎の 2例に対して左腎が10例と左

腎が多かった．腎摘除術後から脾転移を認めるまでの

期間は，腎摘除術と同時期から22年後までと多様では

あるものの，平均 6年と比較的長かった．脾摘除術後
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の予後は，最長で 9 年間の生存が確認されている

（Table 1）．

現在，脾に悪性腫瘍の転移が少ない理由として，大

きく 2つの理由が考えられている7)．まずは，脾の解

剖学的構造である．すなわち，腹腔動脈から脾動脈へ

分枝の角度が鋭角であること，脾においては輸入リン

パ管の発達が乏しいこと，脾が律動的に収縮をしてい

ることが腫瘍細胞の脾への流入を妨げていると考えら

れている7)．次に，脾における顕微鏡レベルでの腫瘍

排除機構の存在が挙げられる7)．この局所での腫瘍排

除機構が，脾における腫瘍細胞の生着と増殖の阻害に

寄与していると考えられている2,7)．

また，脾転移の経路としては，血行性およびリンパ

行性が一般的と考えられているが5,8)，自験例の場合

は血行性かリンパ行性かの断定は困難である．腎摘除

術から 3年後に後腹膜リンパ節転移を来たし，その際

に認めていた転移病変のうち，より生物学的悪性度が

高い部位である乳頭状腎細胞癌 type 2 が今回，腎摘除

術後 8年の潜伏期間を経てリンパ行性あるいは血行性

に脾転移を引き起こしたと考えられた．最近の報告で

は，悪性腫瘍の原発巣の診断時には，すでにリンパ節

や他臓器への顕微鏡レベルでの転移や播種が発生して

いるとの報告もある7)．自験例では，このような組織

学的レベルでの転移巣が腫瘍免疫学的機構に抵抗して

増大するまでに 8年という長期間を要し，さらにその

間に腫瘍免疫学的機構に抵抗しえるほどの高異型度を

獲得したと考えられた．脾転移を来たした時点におい

てはすでに，予後不良な高異型度を有していたと思わ

れ，脾摘術後の転帰も急速な進行をたどったと考え

た．

転移性脾腫瘍は，自然脾破裂に伴う腹腔内出血を契

機に発見される例もあるが9)，一般的には無症状であ

り，術前診断としての CT や超音波検査で偶発的に診

断される場合が大半である．鑑別すべき疾患として脾

原発のリンパ腫，血管腫，脾の感染性病変が挙げられ

ている7)．しかしながら，脾における悪性の充実性腫

瘍を疑った場合においても，悪性リンパ腫と転移性腫

瘍の鑑別は画像診断では困難とされている10)．自験

例では既往歴から，術前診断として腎細胞癌からの転

移性脾腫瘍を考えたが，鑑別診断として悪性リンパ腫

などの脾原発腫瘍も可能性として念頭におく必要も

あったと思われる．

転移性脾腫瘍の治療については，癌終末期の全身性

転移の 1つとして脾転移が見つかった場合には，外科

的治療の適応はなく，緩和的治療が主体となると思わ

れる．一方で，孤発性転移で全身状態が良好ならば，

確定診断のためにも，脾摘除術は有効である．腎細胞

癌の孤発性の脾転移は稀であるため，脾摘除術施行例

と未施行例を比較した報告は検索し得なかったが，こ

れまでに脾摘除術が施行された腎細胞癌の脾転移症例

をみると，脾摘除術後の予後については， 5年生存率

65.6％（Kaplan Meier 法）と決して悪くはない

（Table 1）．孤発性脾転移を認めた時点で，さらなる

画像検査（骨シンチ，MRI など）による詳細な全身

検索を行い，他の転移巣の有無を鑑別し，そのうえで

転移がなかった場合，脾摘除術も治療選択肢の 1つと

して積極的に考慮すべきと考える．しかしその際，画

像で検索しえない微小転移が潜んでいる可能性を常に

念頭に置く必要がある．自験例は脾転移を認めた時点

で CT 上は骨を含め他臓器転移は認めていなかった

が，脾摘除術後に急速に骨転移が出現したことから微

小転移が潜んでいた可能性は完全には否定できないこ

とは確かである．

転移を来たした腎細胞癌のうちで，33.3％は術後

10∼15年の間で転移巣が出現したとの報告11)がある

ように，腎細胞癌は術後10年以上経過しても転移巣が

出現したり，再発が明らかとなったりすることもある

ため，術後長期の経過観察が必要であることはよく知

られている．稀ではあるが，自験例のように脾転移を

来たすこともあるため，肺，骨，リンパ節などの好発

転移部位以外の臓器においても転移巣の出現する可能

性を念頭におくことが重要と考えられた．

結 語

根治的腎摘除術から 8年後に脾転移を来たし，脾摘

除術を施行した腎細胞癌の 1例を経験した．脾は悪性

腫瘍の転移が稀な臓器であり，脾転移は癌終末期の全

身性転移の 1つとして認めることが多く，孤発性脾転

移はきわめて稀である．孤発性の転移性脾腫瘍には，

予後を改善させる可能性もあることや診断を確定させ

る意味からも脾摘除術は選択肢の 1つとして重要であ

るが，詳細な全身検索を行ったうえで，孤発性転移と

確定診断しえた際に考慮すべきである．
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