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対側の停留精巣を合併した精巣腫瘍の1例

大阪医科大学泌尿器科学教室(主 任:岩 動孝一郎教授)

上 田 陽彦,平 井 景,岩 本 勇 作

和 辻 利和,山 本 員久,高 崎 登
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A CASE OF TESTICULAR TUMOR ASSOCIATED WITH 

  THE CONTRALATERAL UNDESCENDED TESTIS

Haruhiko Ueda, Kei Hirai, Yusaku Iwamoto, Toshikazu Watsuji,

Kazuhisa Yamamoto and Noboru Takasaki

From the Department of Urology, Osaka Medical College

Atsushi Shimizu

From the Shimizu Clinic

   A 36-year-old man visited the hospital complaining of painless swelling of the right scrotal 
contents. His left scrotal contents were absent in the scrotum. Right inguinal orchiectomy was per-
formed on May 17, 1993 under the diagnosis of testicular tumor. The pathological diagnosis of 
the tumor was pure seminoma. Abdominal computed tomography (CT) and magnetic resonance 
imaging (MRI) revealed the enlargement of para-aortic lymph nodes and there was a soft tissue 
signal in the left inguinal region which seemed to be the left testis in MRI. His serum testoste-
rone level was low and gonadotropin level was high. The left orchiopexy was performed on June 
24, 1993, but the left testis was finally removed because of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) infections. Radiation therapy was done against the metastatic lesion in the retro-
peritoneal lymphnodes and complete remission was obtained. The left undescended testis patho-
logically showed atrophy of germ cells but there was no appearance of atypia of Leydig cells or 

germ cells. 
                                                  (Acta Urol. 9pn. 41:1015-1018, 1995) 

Key words: Undescended testis, Testicular tumor

緒 言

停留精巣患者 は,正 常精巣に比較 して悪性腫瘍 の発

生頻度が高い とされ てい る.今 回われわれは,停 留精

巣患者 で対側の陰 嚢内精巣に腫瘍 が発生 した比較的稀

な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=36歳,男 性

主 訴:右 陰嚢内容の無痛性腫脹

既往歴:特 記す べきことな し

現病歴:生 来,左 陰 嚢内容の欠如に気付 いていたが

放置 していた,1993年1月 頃 よ り右 陰嚢内容の無痛性

腫脹 を自覚 していた が放置 していた.そ の後,腫 脹 が

徐々に増大 して きた た め,5月 初 旬に近医を受診 し

た.右 精巣腫瘍 の 診断 を 下 され,1993年5月17日 に

右高位精巣摘除術を受けた.病 理組織診断はセ ミノー

マであ った.腹 部CT検 査 にて 傍大動脈 リソパ節腫

脹が認め られたため放射線療法の 目的で当科を受診 し

た.

現症:身 長172cm,体 重64kg,一 般状態は良好.

体表奇形は認 め られ ない.体 表 リンパ節は 触知 しな

い.肝 ・脾 ・腎は触知せず,前 立腺は正常.右 側精巣

は精巣摘除術後 のため存在せず.左 側精巣 は陰嚢内お

よび鼠径部に触知 しえない,

検査所見(他 院入院時,1993年5月13日):

1)一般血液 生化学的検 査成 績:LDHが2,6941u/1
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と高値を示す以外に異常は認 め られ な かった.CRP

は陰性であった.

2)腫 瘍マーカー;α 一FetoProtein,hCG一 β の術前お

よび術後25日 目の値はそれぞれ,α 一FetoProtein(術

前5mg/μ1以 下,術 後L4mg/μ1),hCG一 β(術 前

0・8mg/μ1,術 後0.lmg/μ1)で あ り,hCG一 βが術前

に軽度上昇 していたが術後 は正常化 した.

3)内 分泌学 的検査 成績(当 科入 院時)=血 中テス トス

テ ロソ16.5ng/dl(正 常値380～990ng/dl),LH23・l

mlU/1,(正 常値L8～5.2mlU/m1),FSH47.2mlU

/ml(正 常値2.9～8.2mIu/m1)HcG試 験=血 中テ

ス トステ ロソ前値189ng/d1,後 値198ng/dl.

4)X線 検査所見 ① 胸部X線 …正常,② 腹部CT… 下

大静脈を圧排 す る傍大動脈 リソパ節の腫大 を 認め る

(Fig.1).③MRI… 横 隔膜以下 のL4レ ベルにおい

て傍大動脈 リンパ節が直径約3cmに 腫大 し,左 鼠径

部にはsofttissuesignalが 存在 し,停 留 した精巣 と

考え られ る,

5)腹部超音波検査=腹 大動脈 に 接 して,26×23mm

の リンパ節腫大を認め る.内 鼠径輪 レベルに容積2.l

mlで 均一な精 巣 と思われ る像が存在す る.

6)全身Gaシ ソチ:腹 部正中線右側 に連 続的なhot

noduleを 認め る.肋 骨や 鎖骨上 窩には異常は認 めら

れない.

以上 よ り右精 巣腫瘍術後状態(stageIIA)お よび

左停留精巣の診断 のもとに,1993年6月24日 左精巣固

定術を施行 した.鼠 径管を開放す ると,内 鼠径輪 レベ

ルに小指頭大で柔 らかな精巣が認 められた.術 中超音

波検査 にて精 巣内に明 らかな腫瘍 を示 唆す る所 見が認

め られ ない ことを確認 し,生 検を行った後,左 精 巣を

陰嚢内に肉様膜固定 した.

術後経過:術 後,創 部にMRSA感 染を生 じ,塩 酸

パ ソコマイ シソ0.19/日 を5日 間投与す るも治癒傾 向

は認め られなかった.血 中テス トステロソ値 は16ng/

d1と 低値で あ り,左 精巣 は 組 織学 的 にgermcell

hypoplasiaの 状態 であるこ とと,炎 症が精巣自体に

も波及 したため,同 年8月23日 に左精巣摘除術を施行

した.右 精巣腫瘍 の後腹膜 リソパ 節転移 巣 に 対 して

は,放 射線療法 として右高位精巣摘 除術後28日 目か ら

総線量40Grayの 逆Y型 照射を 施行 した 放射線治

療後 の腹部CT,MRIで は後腹膜 リソパ節転移巣は

消失 しCRの 状態 とな った.現 在,3週 間毎 のテス

トステ ロン補充療法(エ ナ ソ ト酸 テス トステ ロン250

mgim)を 行 いつつ外来 で注意深 く経過観察 してい る

が,腫 瘍再発 の微候は認 めていない.

病理 組織学的診断:① 右精巣腫瘍1立 方形 ～多 陵形

Fig.1.AbdominalCTscanrevealedswelling

ofpara-aorticlymphnodescompress董ng

theinferiorvenacava.
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F三9・2・ PathologicalexaminationoftheIeft

testisrevealedLeydigcellhyperplasia

andhypoplasticgermcellatrophy(H.E

stain,×100)

で核縁の厚 い楕円形 の核を有す る細胞 がシー ト状に配

列す る.腫 瘍細胞は精巣内に限局 し,周 囲組織への浸

潤は認め られない.腫 瘍の ごく一部 に,淡 明で多陵形

の比較的大 きな胞体を有す る細 胞集団が存在す る。細

胞質は細 穎粒状で,trophoblastへ の分化細胞 と考え

られ る.

②左精 巣(Fig.2)=円 形核 と好酸性 の胞体 を 有す る

成熟 したLeydig細 胞が密 に増殖 しそ の 細胞巣中に

hypoplasticな 精細管 が 散在 して い る.精 細管内の

germce11は 萎縮 して い る.Leydig細 胞,germ

cellと もに異型性 は認め られ な い.精 細管上皮 に も

異型性は認 め られない.

考 察

停 留 精 巣 患 者 で は 当該 精 巣 に 悪 性 腫瘍 が発 生 しやす

い こ とは よ く知 られ てい る.Campbelll》 は正 常 精 巣

の55倍,Martinら2>は35倍 頻 度 が高 い と報告 してい

る.最 近 で はGiwercman3)がcohortstudyの 結

果,正 常精 巣 の4.7倍 頻 度 が 高 い と報 告 し て い る.一
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Tabll.Testiculartumorsassociatedwithcryptorchidism

Audhors

No,ofan
(year)testicular

tumors

・櫨 塾 糠灘欝
cryptorchidism

undes㏄ndedtesds

JohnsonDEeta14)

MorrisonASeta15)

HendersonBEcta16)

BatataMAeta17)

SwerdlowAJetals)

StaderCHeta19)

(1968)

(1976)

(1979)

(198玉)

(1987)

(玉988)

143

596

131

1,152

259

333

8(5.6%)

14(2.3%)

9(6.9%)

126(10.9%)

萱8(6.9%)

27(8.2%)

3(37.3%)

2(14.2%)

1(1Li%)

13(10.3%)

7(38.9%)

5(18.5%)

方,精 巣腫瘍患者の中で片側性停留精 巣を合併 した症

例の割合は,Tablelに 示す ごと く2.3%か ら玉0.9%

の範囲内で報告 されている.ま た,こ れ らの うち停留

側 とは対側 の陰 嚢内に腫瘍 が発生 した症例は,片 側性

停留精巣腫瘍症例の10.3%か ら38.9%を 占めている.

本邦にお け る精巣腫瘍の発生 頻度 は 男子外来患者 の

0.12～0.32%で あ ると報告 されてい るが1。),片側停留

精巣を伴 う場合に対側の陰嚢内精巣に腫瘍が発生す る

頻度は高い といえ る.Hendersonら6)は 停留精巣患

者の対側陰 嚢内精巣に腫瘍 が発生す る頻度は停留精巣

を伴わない場 合の2倍 であると報告 し,Swerd10wら

ett1.S倍～3倍 であ ると報告 して い る8).片 側性停留

精巣の場合に停留側精 巣に悪性腫瘍の発 生頻度が高い

のは,停 留 した精巣の温度が高 くな る結果,分 化度の

低い組織が形成 されやす くなるためである と考察 して

いる報告者 もいるID.し か し停留側 とは対側の陰 嚢内

精巣に発生す る腫瘍に関 しては,他 の説明が必要 であ

る.Johnsonら4)はgerminalcellに おける発生学

上の欠陥(testiculardysgenesis)が 一因 となる可能

性を示 唆 してい る.ま た,Heckerら12)は 片側停留精

巣患者 の一部では対側 の 陰嚢内精 巣 の 先天的なger-

minalepitheliumの 欠陥が存 在す ると報告 し,Men-

gelら13)も237例 の片側性停留精巣患者に精巣生検を

行 った 結果 か ら,対 側 の 陰嚢内精巣 の 大 部分 に も

germinalcpitheliumの 傷害が認め られ.spermato-

goniaの 数 も正常に比 して 明 らか に 低値を示 した と

報告 してい る.も し,こ の ような低形成 が精巣腫瘍発

生の危険因子であ るな らば対側の陰嚢内精 巣にも腫瘍

が発生す る危険性がある.停 留精巣は,出 生前に 母親

のホルモン環 境障害 と関連 して発生 し,精 巣機能低下

の原因 の1つ とされ ている.精 巣機能の低下に よって

下垂体 か らの ゴナ ドトロピソ分泌が元進 し,SertoH

細胞,Leydig細 胞か ら分泌 され るア ン ドロゲンに よ

る生殖細 胞に対す る刺激が高 まることが対側陰 嚢内の

腫瘍発生の1つ の要 因であるとす る報告者 もい る14・15).

またHendersonら6)も,停 留精 巣が存在する場合 に

は,対 側陰嚢内精巣 に腫瘍が発生す る頻度が高いこと

を指摘 してお り,腫 瘍発生には精巣腫瘍 と停 留精巣に

共通 した危険因子が存在す る可能性を示唆 している.

彼等 は,母 親が妊娠中,特 に妊娠7週 目の精 巣分化 の

時期 に強度の悪阻を生 じた り,外 因性エス トロゲ ソの

投与 に よってエス トロゲソ レベルが上昇す ることが精

巣腫瘍発生の危険因子 であ ると指摘 してい る.

Martinら7),Fordら16)は 成人における停 留精巣 の

取扱 いに関 して,精 細管内での胚細胞の悪性化(car-

cinomainsitu)の 存在に注 目し,こ れ らの精巣は摘

除すべ きである と述べている.自 験例では,停 留側精

巣には組織学的に悪性化の所 見は存在 しなかったが,

血液学的にprimaryhypogonadismの 状態 であ るた

め,ゴナ ドトロピソの分泌過剰 とな り,将来的に停留側

精 巣にも腫瘍が生ず る可能性がある.患 者 が20歳 より

高齢である場 合には20歳 以下 の場合に比較 して,停 留

精 巣の悪性化の危険性が増加す るとい う報告 もある3).

自験例の場合,対 側精巣を摘除せ ざ るを え なか った

が将来的な ことを 考 え る と結果 的には良か ったのか

もしれ ない.Johnsonら4)は 停留側精巣 の対側陰嚢内

精 巣に発生 した腫瘍3例 の組織型 に 関 してSem三no・

ma1例,Teratocarcinomal例,EmbryonaI

carcinoma1例 であった と報告 して いる.自 験 例は

組織学的診断 は セ ミノーマ で あ った が 血中hCGが

上昇 して いた.Javadpourら17)は,セ ミノーマで血

中hCG一 βが 上昇 して い る場合 には,絨 毛性合胞体

細胞様 巨細胞(SyncytiotrophQblasticgiantce11

(STGC))あ るいは絨毛上皮癌の成分が混在 しないか

を検討す る必要があ ると してい る.自 験例では,腫 瘍

の ごく一部にtrophoblastの 分 化細胞 と考え られる

細胞集団が認め られた.し か し,血 中hCG一 β が高値

を示す セ ミノーマ の中には 必 ず しもhCG産 生細 胞

が確認 され な い ものも あ り18),最 近 ではhCG・ β 上

昇がセ ミノーマの予後を規定する因子ではない ことが
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いわれ てい る!9).

停 留側の対側陰嚢内に発生 した精 巣腫瘍 の治療を具

体的 に述べた報告 は見当た らない.停 留精 巣腫瘍一般

の治療に関 して,Gauwitzら20)が セ ミノー一⑳こつい

て報告 しているが,腫 瘍側の精巣摘除術を行った後は

一般のセ ミノーマに準 じた治療法を行 うことによ
って

比較的良好な成績が期待され る.し か し,彼 等は停留

精巣腫瘍が発見 された時には,約61.5%の 症例ですで

に転移 が存在 してお り,一 般 のセ ミノーマと比較 して

有意に高率であ ると述 べていは.一 方Batataら7)は

停留精 巣と対側の陰嚢内精巣か ら発 生 した腫瘍の33%

が再発 した と報告 してお り,自 験例 も今後,厳 重 な経

過観察 が必要である と考え られる。

結 語

一側停留精 巣を有す る36歳 の患者で
,対 側 の陰 嚢内

精 巣に腫瘍が発生 した症例を報告 した.精 巣腫瘍に対

しては,精 巣摘除術を施行 し,後 腹膜 リンパ節転移巣

に対 して 放射線療法 を行 い,CRを えた.停 留精巣

は摘除 し,現 在,定 期的なテス トステロン補充療法を

行 ってい る.
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