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Sertoli 細胞腫の l 例

三輪聴太郎，田谷 正

田谷泌尿器科医院

A CASE OF SERTOLI CELL TUMOR 

Sotaro MIWA and Tadashi TAYA 

7切laUrological Clinic 

We report a case of Sertoli cell tumor. A 33-year-old man visited our clinic with a complaint of 

painless left scrotal swelling on September 29th， 2003. An elastic firm induration larger than a hen's 

egg in size was palpable on the surface of the left testis. Tumor markers for testicular tumor such as 

human chorionic gonadotropin-s，αfetoprotein， and lactate dehydrogenase were not elevated 

However， ultrasound showed a low echoic mass in the left testis. Therefore， we performed left high 
orchiectomy under the diagnosis of left testicular tumor. Its histology showed Sertoli cell tumor 

Neither recurrence nor metastasis has been detected for about 8 months after the operation. 

(Hinyokika Kiyo 51 : 821-823， 2005) 
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緒昌

Sertoli細胞腫は稀な疾患で，本邦でこれまで約30

例報告されているにすぎない.今回，われわれは有痛

性陰嚢腫癒を契機に発見された Sertoli細胞腫の l例

を経験したので若干の文献的考察を加え報告する.

症 例

患者:33歳，男性

主訴:左陰嚢内腫癒(時折，癖痛を伴う)

既往歴家族歴:特記事項なし

現病歴:1年前より上記主訴を認め2003年 9月29日

当院外来を受診した.左陰嚢内に硬結を触れ左精巣腫

蕩疑いで翌日入院となった.

入院時所見:身長 173cm，体重 74.2kg，体温36.rc. 
左精巣に弾性硬，超鶏卵大の表面平滑な腫癒を触知し

た.右精巣は正常.女性化乳房認めず.外陰部は正

常.栄養状態は良好で、表在リンパ節は触知しなかっ

た.

検査成績:血算， CRP，生化学検査値に異常なし.

Fig. 1. Ultrasound showed a low echoic mass in 
the left testis. 

腫蕩マーカー:AFP 2. 6 ng/ml， HCG-s < O. 1 ng/ 母
ml， LDH 147 IU/I (CEA は測定せず.) 

検尿:異常なし

画像検査:陰嚢エコーでは左精巣内に比較的境界明

瞭な低エコー領域を認め内部に中隔壁のようなものを

認めた (Fig.1).右精巣は正常.腹部骨盤 CTにて明

らかな後腹膜リンパ節腫脹は認めなかった.また胸部

レントゲン写真においても明らかな転移は認められな

かった.

経過:術前診断 stage1 (T1NOMOSO)として 9月30

Fig. 2. Gross appearance of the left testicular 
tumor. The left testicular mass was 
almost totally comprised of the tumor. 
The tumor was associated with focal 
hemorrhagae and necrosis. The tumor 
diameter was 4.5 cm and its weight was 
95 g. 
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Fig. 3. Histopathological examination showed 
Sertoli cell tumor (HE stain x 200). 

日腰椎麻酔下に左高位精巣摘除術を施行した.割面は

正常精巣実質をほとんど認めず腫蕩は淡黄色，多房性

であった(最大径 4.5cm). 一部に出血，壊死を認め

た (Fig.2). 

病理組織学的検査:腫蕩は精巣内に限局し H-E染

色で形態学的に Sertoli細胞に類似した腫蕩細胞を認

め胞巣状，管状構造をとり Sertoli細胞種と診断した

(Fig. 3). 補助的な免疫染色は施行しなかった.

術後経過:以上より術後診断は Stage1 (pT1NO 

MOSO)であった.術後経過は良好で術後19日目に退

院術後8カ月，画像上明らかな転移を認めず，腫蕩

マーカーはいずれも陰性であった.

考 察

Sertoli細胞腫は精巣腫蕩中，精索/間質腫蕩に属し

その発生頻度は全精巣腫蕩中0.4-1.5%と稀であ

る1) 本邦ではこれまで加藤らが亜型を含め26例集計

し2) さらに末富らの報告3)を加えるとわれわれの症

例は28例目と考えられる.主訴の多くは無痛性陰嚢内

腫癌であるが有痛性腫癒も自件例を含め 4例報告され

ている.女性化乳房などの精巣外症状は全体の約25%

に認めるという報告もあるが他の精索/間質細胞も含

んで算出されている可能性があり 1)本邦報告例で女性

化乳房を報告しているのは 2例 (7%)にすぎなかっ

た.

血液検査所見では特異的腫傷マーカーは存在しない

とされ，また CT，MRI検査における特徴的な所見

は報告されていないことより他の精巣腫傷との術前鑑

別は困難であると考える.

Sertoli細胞腫は約75%が 5cm以下で灰白色から淡

黄色の充実性腫蕩だが腫蕩が大きい場合には本症例の

ように嚢胞性変化を伴うこともある 1) 組織学的に

Sertoli細胞類似腫蕩細胞が管状あるいは索状構造を

認め generaltypeのほか，亜型として largecell calcify-

ing typeと sclerosingtypeが存在する+) 胞体は難染

色，疲明で脂質陽性，小型核を有するの 典型的な組

織像であれば診断は H-E染色でも容易であるが組織

学的分化が低く多疾患との鑑別が困難な場合は診断補

助として免疫染色が有効で、ある. Inhibin A， cytoke-

ratin， vimentinカf陽↑生であるカ{PLAP，AFP， hCG-

s， CEAなどは陰↑生である 2)

本症例の約10%は悪性であるという報告6)があるが

本邦報告例に限れば12例 (43%)が組織学的に悪性で

あり 5例(18%) に転移を認めている. しかしこれは

本邦での Sertoli細胞腫の報告例も少ないため統計学

的に悪性度の割合が高くなっている可能性がある.悪

性度の指標は① 5cm以上の腫蕩，②正常組織との境

界が不明瞭，①腫場細胞の血管，リンパ管浸潤，④壊

死，出血巣の存在，⑤核異型像，⑥核分裂が >5/hpf

(x 400)，⑦管状構造が乏しい，などがあげられ

る2，5) Youngら7lは経過観察が可能であった16例に

対して言及しており初診時より転移を有した 4例と経

過観察中に転移が出現した 3例の計 7例は転移を認め

なかった 9例を比較し上記と類似した悪性度の指標を

多く満たしていることを報告している. しかしこれら

はあくまで指標であり転移の存在が唯一の悪性確定診

断とされている.治療は腫蕩核出術を施行した l例8)

を除いて全例高位精巣摘出術が施行されているが核出

術施行例も経過中に局所再発が疑われ後日，高位精巣

摘出術を施行している.病理学的には再発ではなく出

血性梗塞であった.良性腫蕩に対する高位精巣摘除術

は症例の年齢によっては議論の余地があると思うが悪

性の危険性や術中迅速診断が困難な場合などを考慮す

ると充分なインフォームドコンセントの上で施行する

べきと考える.悪性，転移再発症例に対し化学療法，

放射線療法を施行した報告があるが奏功例はほとんど

なく 1) 後腹膜リンパ節転移に奏功があったとされる

l例も対側精巣にも腫蕩(組織の詳細は不明)を認

め，また hCG-s，LDHの腫蕩マーカー上昇を認めて

いることから典型的な悪性 Sertoli細胞腫であったか

どうかは不明である9) 以上より組織学的に悪性所見

を認めなければ当然予後は良好で、あるが組織学的に悪

性が疑われる場合は経過中に転移，再発する可能性が

あり放射線，化学療法が効かないため後腹膜リンパ節

郭清を積糠的に施行すべきとの見方もある 13) 自件

例は壊死，出血巣の存在のみ悪性所見を疑わす他，悪

性度の指標はないため良性 Sertoli細胞腫と診断した

が先にも述べたように転移所見のみが唯一の悪性確定

診断であり今後も CT画像などによる十分な経過観察

が必要であると考える.

結 圭玉
岡田

Sertoli細胞腫の l例を経験したので若干の文献的

考察を加え報告した.
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