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精巣内微小石灰化を伴った性腺外精上皮腫の l例

北里大学医学部泌尿器科学教室(主任:馬場志郎教授)

松本和将，岩村正嗣，勝田真行，佐藤威文

大堀 理，頴川 晋，内田豊昭，馬場志郎

EXTRAGONADAL SEMINOMA WITH TESTICULAR 

MICROLITHIASIS: A CASE REPORT 

Kazumasa MATSUMOTO， Masatsugu IWAMURAラ MasayukiKATSUTA， Takefumi SATOH， 

Makoto OHORI， Shin EGAWA， Toyoaki UCHIDA and Shiro BABA 

From the Dψαrtment 01 Urology， Kitasato University School 01 Medicine 

A 43-うrear-01dmen presented with 1eft supraclavicu1ar growing mass. Ultrasonography revea1ed 

a 31 X 21 mm  solid mass with a homogeneous echoic pattern. Lymph node metastasis of some 

ma1ignant neoplasms was high1y suspected. However， who1e body eva1uation with computed 

tomographic scan revealed no findings in the primary region. In addition， tumor markers including α 

fetoproteinラ humanchorionic gonadotropin and carcinoembryonic antigen were within norma11imits. 

Thenラ extirpationof supraclavicu1ar mass was performed and patho1ogica1 diagnosis was made as pure 

seminoma. Eva1uation of testicle by ultrasonography revea1ed a diffuse calcification. 百oweverう

histo1ogica1 examination of biopsy specimen of testicle revea1ed no ma1ignancy. The mass was finally 

diagnosed as extragonada1 or“burned-out" pure seminoma. The patient received two courses of 

Pep10mycinぅvinb1astineand cisp1atin (PVP) therapyラ andthere has been no evidence of recurrence for 

34 months. 

(Acta Urol. Jpn. 45: 725-727ラ 1999)

Key words: Testisラ Calcu1iラ Neop1asmラ U1trasonography

緒 にヨ

超音波断層法は精巣腫蕩の診断において，簡便かっ

非侵襲的であり有用な情報が得られるため血液，尿検

査， CT， MRIなどの画像診断に先駆けて用いられ

ている.性腺外佐細胞性腫擦で触診上精巣に異常を認

めない症例でも，精巣に超音波断層法を施行した場

合， burned out tumorや精巣内微小石灰化(testi悶

cular microlithiasis)などを呈することがあるト7)

中でも精巣内微小石灰化は従来良性疾患と考えられて

きたが，近年精巣腫傷との関連性を示唆する報告も散

されるト6) 今回われわれは精巣超音波検査で微小

石灰化像を呈し，左鎖骨上需リンパ節腫大にて発見さ

れた精上皮腫を経験したので若干の文献的考察を加え

報告する.

症

患者:43歳，男性

停リ

主訴:左鎖骨上寓リンパ節無痛性腫大.

既往歴:28歳，流行性耳下腺腫脹からの両側精巣

炎. 40歳，胃潰蕩.

家族歴:特記すべきことなし

現病歴:1995年 8月上旬頃より徐々に増大する左鎖

骨上嵩の無痛性腫癌を認めたため精査目的にて入院と

なった.

入院時現症:身長 174.0cm，体重 67.0kg. 約

3.0X4.0 cm大の可動性のある左鎖骨上禽リンパ節無

痛性腫大を認めた.胸腹部理学所見に異常は認められ

ず，その他表在リンパ節も触知しなかった.また，精

巣も理学所見上腫大などの異常は認められなかった.

入院時検査所見:血液検査所見では ALP170 IU/ 

1， LDH 341 IU /1， HCG-sく0.1ng/ml， AFP 1.0 

ng/ml， CEA 0.74 ng/mlと正常範囲内であり，その

他の血液一般，生化学なども異常所見はなく，尿所見

でも HCG-sく0.1ng/mlであり，その他の尿一般，

尿沈溢所見にも異常所見は認められなかった.

画像検査所克:胸部単純X線写真，胸部 CTでは

左鎖骨上宿リンパ節の腫張を認めるのみで，転移像や

縦隅リンパ節などに腫脹は認められなかった.腹部

CTでは後腹膜粧や内臓器に原発と考えられる病巣や

転移巣は認められなかった.全身 Gaシンチにおい

て，左頚部から鎖骨上嵩にかけて左鎖骨上寓リンパ節

と思われる部位に異常集積が認められるのみであっ

た.左鎖骨上寓リンパ節の超音波断糧法では，直径

35X21 mm大の内部均一な lowechoic lesionを認め

た.
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Fig. 1. Supraclavicular mass was removed 
and pathological evaluation of the 
hematoxylin吃 osinstained tissue repre由

sented a two-cell pattern consisting of 
alveolarly growing malignant cells and 
marked infiltrated smalllymphocytes. 

Fig. 2. Ultrasonography revealed a diffuse 
and tiny calcification in bilateral testi-
cles (the left side of u1trasonograph 
shows the righ t testicle). 

入院後経過:左鎖骨上嵩リンパ節摘出術を施行した

ところ，病理学的に P-ALP染色に好染する精上皮腫

を認め，精上皮腫の左鎖骨上嵩リンパ節転移と診断し

た (Fig.1).原発巣精査のため両側精巣超音波検査を

施行したところ両側多発性の微小石灰化を認めた

(Fig. 2). ついで両側精巣生検 (openbiopsy)を施行

したが，精細管や精子を認めるのみで明らかな悪性像

は検出されなかった.

治療経過 :PVP療法を再発予防のため 2クール施

行し，明らかな進行は認められず，経過良好にて退院

となる. 2年10カ月経過した現在，腫療の進行や再発

は認められず，精巣超音波断層法においても微小石灰

化に変化はなく外来にて経過観察中である.

考 察

精巣腫壌は無痛性の陰嚢腫大として発見されること

が多く，日本人男性悪性腫蕩死亡数の約0.1%である

といわれている 8) 組織学的には佐細胞性腫蕩が90~

95%と大半を占め，その他悪性リンパ腫，間質細抱腫

蕩，セルトリ細胞腫蕩，転移性腫蕩などが5~ 1O%に

認められる.脹細胞性腫蕩には精巣原発性に加えて縦

隔，後援膜，他尾骨領域，松果体などを原発とする性

腺外佐細胞性腫蕩の存在が知られており，その頻度は

佐細胞性腫蕩の 3~5%程度であると報告されてい

る9) しかしこのような症例に精巣超音波断層法を施

行すると微小な腫蕩性病変や癒痕組織を認めることが

あり，性腺外佐細胞性腫蕩と考えられた症例の中には

転移巣のみが増殖する潜在性精巣麗療や，原発巣が自

然退縮した burnedout tumorが含まれている可能性

が指摘されている 7，10) したがって佐細胞性腫蕩を認

めた場合，精巣が理学所見上正常でも画像診断による

検索は必須であり，超昔波断届法による検索は非侵襲

的であり有用な検査であると考えられる.

精巣に理学所見上異常を認めず超音波月!T見において

石灰化を認める症例は burnedout tumorや精巣内微

小石灰化が主に報告されている.精巣内微小石灰化は

Dohertyらにより初めて報告され4) 超音波所見上高

エコー像を精巣内にぴ漫性に認め，音響陰 影

(acoustic shadow)を認めないものとしている十6)

組織学的には精細管の変性であり，中央に石灰化の芯

が存在し結合腺維によりその石灰化を層状に取り囲む

2層構造により成り立っている II)日るbarthらによ

ると 1，710例に対して精巣超音波断層法を施行し，両

側の精巣内微小石灰化はわずか11例， 0.6%ときわめ

て稀な所見であると報告している 5) 一般に停留精

巣，男性不妊，精巣捻転症，交感神経や肺動脈の石灰

化との併発， Down症候群， Klinefel ter症候群など

との関係が報告されト6) 従来より良性疾患と考えら

れてきた. しかし近年その概念が変わりつつあり，

Backusらは精巣腫癌精査中に精巣内微小石灰化を認

めた症例のうち40%1)に H凸barthらは45%5)に精巣

麗蕩を認めたとし 良性疾患として精巣内微小石灰化

を捉えず注意深い経過観察が必要であるとしている.

精巣内微小石灰化を検出した時の精巣生検について

様々な見解が報告されている.精巣生検は精巣内微小

石灰化の月!T見のみでは不要であり，臨床所見や微小石

灰化に変化が生じた場合にすべきとするものや2) 片

側に腫場を検出し対側に微小石灰化を認めた場合，対

側精巣生検を奨めるとする報告もある 1，3) また，精

巣腫蕩を直ちに鑑別することを奨励する報告も認めら

れる 5) 本症例では超音波断層法で精巣に両側対称性

多発性の石灰化を認めるのみで，その他画像所見で原

発巣と考えられる臓器所見は得られなかったため，両

側精巣生検を施行したが実際の組織像において正常

の精細管と精子像のみであった.今回，生検により明

らかな病変は得られなかったが両側精巣に微小石灰

化カf認められる場合 両側の生検は原発巣を検出する
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として一考に値すると思われる.現在では粧細胞

性1重傷は進行期の段措でも治癒を望むことは不可能な

ことではないため，理学所見上精巣に異常がなく，左

鎖骨上寓リンパ節転移を伴うと考えられた本症例にお

いて，診断的意義のみの精巣摘出術は施行し得なかっ

た.そのため，確実な組織採取と石灰化を含む詳細な

る組織学的な診断は実現できず，原発巣が精巣であっ

た可能性も否定できない.また，以前に流行性耳下腺

腫脹による両側精巣炎を，罷恵、していることもあり，炎

症による石灰化の可能性も一因としてあげられる.

Furnessらの報告によると21歳以下の症例において精

巣内微小石灰化を偶発的に検出しても悪性化の傾向は

少ないとし，精巣機能不全マーカーとしての役割を提

唱しているが，精巣超音波断層法や腫蕩マーカーの定

期的検査は奨励している2) 精巣内微小石灰化の自然

史については未だ不明であり，臨床的意義についての

見解は意見の分かれるところであるが，精巣腫療に併

発する可能性も含めて注意深い経過観察は必要であろ

っ.
本症例は左鎖骨上寓 1)ンパ節腫大を契機に精上皮腫

と診断された原発巣不明腫場であった.左鎖骨上嵩リ

ンパ節腫大を主訴とした原発巣不明リンパ節転移性腫

蕩は万光らの報告によると 12.5%であり，原発巣とし

て消化管，姉，前立腺，乳腺，肝臓などをあげてい

る12) 病理組織学的な原発巣特定には各々の臓器の

病理組織像の特徴や特殊免疫染色で行われている.本

症例は腫蕩マーカーはすべて陰性であり，左鎖骨上鵠

リンパ節の特殊免疫染色においては HCG染色，

AFP染色は陰性， P-ALP染色のみ陽性で組織像と合

わせて精上皮腫 (pureseminoma) と診断された.左

鎖骨上寓リンパ節を摘出し，蘭{象所見上でも原発巣を

疑わせる所見や遠楠転移も認められなかったが，再発

の予訪投与として全身的な化学療法， PVP療法 2

クールを選択し現在も再発を認めていなし明らかな

原発巣は同定し得ていないが，外来での経過観察にお

いて精巣超音波を含む画像所見によるモニターは今後

も必須であると考える.

五回
釜
山
口

精巣内微小石灰化は非常に稀な所見と考えられる

が，精巣腫蕩や粧細胞性腫療の併発も否定できないた

め，臆場マーカーや精巣超音波検査を含む画像検査に
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よる経過観察は重要であると考えられた.
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