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精巣鞘膜由来の線維性偽腫蕩の l例

大阪赤十字病院?必尿器科(部長:西村一男)

牛田 博，前川正信，前川信也，井上幸治*

金子嘉志，大森孝平，西村一男

FIBROUS PSEUDOTU恥10ROF THE TUNICA VAGINALIS TESTIS: 

A CASE REPORT 

Hiroshi USHIDA， Masanobu MAEGAWA， Shinya MAEKAWA， Kouji INouE， 

Yoshikuki KANEKO， Kouhei OHMORI and Kazuo NISHIMURA 
From the Department 01 Urology， Osaka Red Cross Hospital 

A case offibrous pseudotumor originating from the tunica vaginalis testis is reported. A 42-year-

old man was 児島rredto our hospital with the complaint of painless nodules along his right epididymis. 

There was no evidence of specific historγUltrasonography showed an isoechoic small mass attached 

to the right testis. Inflammatory granulomas ofthe right epididymis were suspected， and an operation 
was carried out. The operative appearance indicated tumors of various sizes originating from the 

tunica vaginalis testis. Tumors were resected with the tunica vaginalis testis. Pathological diagnosis 

of the tumor was a fibrous pseudotumor. We reviewed and discussed 33 cases of intrascrotal fibrous 

pseudotumor， including our case， in the ]apanese literature. 
(Acta Urol. ]pn. 48: 101-103， 2002) 
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緒 日

線維性偽腫蕩は精巣付属器腫蕩として類腺腫 (ade-

nomatoid tumor)につぐ頻度とされているが，実際

の臨床の場で経験することは少ないと思われる.また

線維性偽腫蕩は眼寓，肺，上気道，消化器，皮膚など

の報告は多いが，陰嚢内発生の報告は少ない.今回わ

れわれは精巣鞘膜由来の線維性偽腫蕩の l例を経験し

たので若干の文献的考察を加えて報告する.

症

患者:42歳，男性

主訴:右陰嚢内無痛性腫癒

既往歴 :40歳時の帯状庖疹

家族歴:特記すべきものなし

朽リ

現病歴:4年前から右陰嚢内の無痛性腫癌に気づき

近医受診し経過観察されていた. しかし除々に腫癒の

増大および数が増えてきたため当科紹介受診.触診に

て右精巣上体に沿った多数の硬結を触知し，精査加療

目的で入院となった.

入院時現症:身長 166cm，体重 57.5kg，血圧 1101

60mmHg，脈拍841分.右陰嚢の触診にて精巣上体に

沿った硬結を多数触知した.大きさは粟粒大から小指

*現:静岡県立総合病院泌尿器科

頭大で数珠状に触知した.圧痛は認めず.精巣，精索

は触診上異常を認めなかった.

入院時検査所見:血液検査上，明らかな炎症性所見

は認めなかった.

画像所見:胸部X線検査では結核などを疑う所見は

認められなかった.陰嚢部超音波検査では精巣実質に

異常を認めなかったが，それに接するように精巣実質

と等エコーを呈する小腫癒が認められた.

既往歴としては明らかな精巣上体炎や陰嚢水癌，外

傷などは認めなかったが，触診や超音波所見から炎症

性の肉芽腫などが考えられ右精巣上体摘出術を予定し

た.

手術所見:右陰嚢外側に縦切開を加え，精巣鞘、膜を

開き陰嚢内容を確認した.精巣鞘膜から内陸に突出す

るように腫癌が多数確認された (Fig.J).精巣や精巣

上体に明らかな異常を認めなかった.組織学的な悪性

の有無を確認するために術中迅速を提出し，悪性所見

がないことを確認できたため腫癒および精巣鞘膜をで

きるかぎり摘出することとした.精巣や精巣上体は温

存した.

摘出標本:最大のものでも1.5cm程度で，大部分

は精巣鞘膜から半球状に隆起する程度であった.精巣

鞘膜全体の肥厚は認められなかった.

病理所見:線維性結合組織よりなる腫蕩で小血管の

増生と軽度の慢性炎症性細胞の浸潤を伴っており線維
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tumor， plasma cell granuloma， pseudofibromatous 

periorchitis， chronic proliferative periorchitisなど

多彩に表現をされることがあり，同一疾患として認識

されていない場合がある.陰嚢内に発生する線維性偽

腫傷は1946年に Goodwinら1)によって chronicpro-

lifera tive periorchi tisとして初めて報告された，定義

は炎症性機序によって，腫癒性病変をきたす疾患のう

ち，結核や梅毒などの特異的炎症や，全身疾患の局所

症状として発症した場合を除いたものを総称した診断

名2)とされる.鑑別すべき疾患として真の新生物であ

る fibromaがあるが炎症性所見の有無が決めてとな

しかしやはり混同されているケースも多いようで
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る.

ある.

陰嚢内線維性偽腫蕩 (fibrouspseudotumor)とし

ての本邦報告例は，月川ら3)が22例まとめているが，

さらにその後の自験例を含めた10例と線維性精巣周囲

炎 (pseudofibromatousperiorchitis)として報告され

ている久保ら4)の症例も含めると 33例となる (Table

1).年齢は 4歳から81歳までみられ，平均45.2歳で

あった.居、側は右16例，左14例，両側 1例，陰嚢中央

部 l例，不明 l例で左右差は認めなかった.腫癌の数

は単発例が22例，多発例は11例で単発例が多い傾向に

あった.発生部位は精巣鞘膜由来が12例と全体の36%

を占めた.ついで、精索 7例，精巣上体5例，精巣 l例

で発生部位不明が8例あった.

Mostofiら5)によると，精巣付属器腫蕩としては類

腺腫につぐ頻度とされているが，われわれが実際の臨

床で経験することは少ないと思われる.発生要因とし

ては先行する慢性炎症が指摘されており，陰嚢水癌

45%，外傷や精巣上体炎・精巣炎30%が既往として認

められたとされている5)が，本邦報告例で病因がはっ

きりしているものは 5例(15%) と低く原因不明のも

のが多い.術前の鑑別すべき疾患として精巣腫蕩や精

巣上体腫蕩，さらには悪性リンパ腫や精巣上体結核な

どがある.しかし実際には大きい腫癌や癒着が強いも

のでは鑑別できないことが多く精巣摘除術(高位精巣

金

孟-~品晶 •. ~-， . ~ .. ， -~ 
Operative appearance iildicated va-
riously-sized tumors originating from 
the tunica vaginalis. 

Fig. 1. 

Microscopic appearance of the tumor 
resected specimen showed fibrous con-
nective tissue with proliferation of 
small vessels and infiltration of chronic 
inflammatory cells. 

線維性偽腫蕩は fibrouspseudotumorと表記される

ことが多いが，同義語として inflammatorypseudo-

察

Fig. 2. 

性偽腫蕩と診断した (Fig.2). 

考

Eleven cases of intrascrotal fibrous pseudotumor after Tsukikawa reported 22 cases in 1995 

患側発生部位単・多発 治療

Table 1. 

出典

多

単

臨泌 48:764-766 

臨泌 49:64-66 

臨泌 49: 785-787 

沖医会誌 34:111 

泌外 10:998 

臨I必51:406-409 

泌尿紀要 43: 172-173 

泌尿紀要 43: 381 

西日泌尿 59・343-345

臨泌 54:157-159 

腫癌摘除術

腫癌摘除術

左高位精巣摘除術
十右腫癌摘除術

高位精巣摘除術

高位精巣摘除術

腫癌摘除術

腫癌摘除術

精巣上体摘除術

腫癒摘除術

高位精巣摘除術

腫癌摘除術

主訴年齢報告年No. 報告者

固有鞘膜

陰嚢内

左

中央部

無痛性陰嚢腫脹

陰嚢膿蕩自潰

47 

77 

1994 

1995 

久保

堀場

23 

24 

多

単

単

単

単

単

単

単

多

固有鞘膜

陰嚢内

陰嚢内

精索

精索

精巣上体

精巣上体

精索

固有鞘膜

両側

明不

右

右

右

右

左

左

右

無痛性陰嚢内腫癌

無痛性陰嚢内腫癒

陰嚢膿場自潰

無痛性陰嚢内腫癌

無痛性陰嚢内腫癌

無痛性陰嚢内腫癒

有痛性陰嚢内腫癌

無痛性陰嚢内腫癒

無痛性陰嚢内腫癌
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牛田，ほか:線維性偽腫蕩・精巣鞘膜由来

摘除術も含む)が凶例 (42%)で施行されている. し

かし良性疾患であることを考えると，術中凍結標本な

どにて確認し腫癌摘出にとどめるべきと考える.

また最近の報告←10)では術前診断としての画像診断

の有用性が言われている.超音波画像にて低エコー腫

癌として摘出され， MRIでは T2強調画像で暗低信

号， Tl強調造影画像で造影効果がないか中等度の不

均ーの造影効果が認められるとの報告10)があり術前

診断の一助になる可能性が示唆されている.自験例に

おいては超音波画像では等エコー腫癒として描出され

ており，必ずしも低エコーに描出されるとは言えない

ようである. MRIは施行していないが，自験例のよ

うに小題癒である場合質的評価が困難で、あることが予

想され，今後の検討が必要であると思われる.

結 話
回

今回われわれは精巣鞘、膜由来の線維性偽腫蕩の l例

を経験した.術中凍結標本にて悪性所見がないことを

確認し腫癌摘除術を施行した.陰嚢内腫癒を診た場合

本疾患も念頭に置く必要があると思われた.

本論文の要旨は，第175回日本泌尿器科学会関西地方会に

て発表した.
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