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〔泌尿紀要27巻5号1981年5月〕

睾丸腫瘍（胎児癌）における原発巣自然退縮と
           考えられる1例

兵庫医科大学泌尿器科学教室（主任：生駒文彦教授）
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  （同  病院病理）

植  松  邦  夫

（社会保険紀南総合病院泌尿器科）

 小  川  隆  敏

A CASE OF THE BURNED OUT TESTICULAR
        GERM CELL TUMOR

Kenji SHiMADA， Sinji OKAMoTo， Hiroki SHiMA and Fumihiko IKoMA

      From彦heエ）ψα臓翻・f Urologク， HPtogO C・llege ef Medicine

            μ）irector’Prof． F．伽徽ノ

           Kunio UEMATsu

From the Department of PathologJ （HosPital）， H］ogo College of Medicine

      Takatoshi OGAwA

Fr・m伽1）ePartment of Urology，ノ（inan Sog・Hospital

  An autopsy case of burned out testicular germ cell tumor in a 27－year－old man was reported．

The patient cornplained ofsevere abdeminal pain on the left side． Clinical examination and laparotomy

established the diagnosis of retroperitoneal germ cell tumor． The testes were normal on palpation

up to his death． At autopsy， however， a small red focus was feund on the tunica albuginea of his

left testis． Carefu1 histological examination showed small fibrous scar containing hyalinized semi－

niferous tubules， hemosiderin deposits and peculiar hematoxylin－staining substances． This finding

strongly suggests the spontaneous regression of the primary germ cell tumor in the testis．

緒 言

 後腹膜は睾丸腫瘍のリンパ節転移が好発する部位で

ある．一方，後腹膜の異所性睾丸組織が発見されて以

来1），睾丸に異常を認めない後腹膜原発の生殖細胞腫

瘍の報告をみるようになった．後腹膜の腫瘍が原発性

か転移性かの診断は最終的には両側睾丸の組織学的精

査を待たねばならない．しかし，生殖細胞腫瘍が若・

中年男子に好発することから，症例によっては単に診

断をつけるための除睾術には反対の意見もみられ，原

発巣についての検索が不充分な報告も多い．

 今回われわれは生前，臨床上睾丸には何ら異常が認

められず，原発性後腹膜生殖細胞腫瘍と考えられてい

た症例の剖検の結果，1側睾丸に腫瘍の自然退縮と見

なされる病理組織学的所見を得たので報告する．
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症 例

泌尿紀要 27巻 5号 1981年

27歳男子．

主訴：左側腹部・腰部痛．

既往歴：3歳時に小児麻痺罹患，その後左下肢短縮．

家族歴：特記すべき事項なし

 現病歴：1978年9月頃より上腹部不快感が出現した

が，消化管レ線検査では異常を指摘されなかった．同

年10月に入り，2～3日間隔で左側腹部・腰部に強度

の終痛を訴えるようになり，12月の静注性腎孟レ線像

で左腎の異常を指摘され当科へ入院した．

 入院時現症＝体格中等度，栄養やや不良，体温38．0

。C，脈拍80回／分整，血圧100／70 mmHg，貧血，黄疽

は認めず．胸部，腹部は理学的検査にて異常所見を認

めず．両側睾丸は触診上異常を認めず．

 入院時検査成績（1978年12月）

 赤沈：1時間値57mm，2時間値94 mm．

 血液所見：RBc 452×104／mm3， Hb．13．89／dl，

WBC 9900／mm3，血小板27．6×104／mm3，出血，凝固

時間異常認めず．

 血液化学：血清電解質異常認めず，総蛋白6．691d1，

GOT I2u， GPT l2 u．， LDH 1430 U，総ビリルビ

ン。，5mg／dl， BuN正omg／dl，クレアチニン。．8 mg／

dl， C．Cr 76 ml／min， AFP 2．5 ng／ml， CEA 1 ng／ml

以下，

 血清学的検査：CRP 6（十）， ASLO 20 u， RA（十）．

 尿検査：RBc 4～5／F， wBc 5～10／F，たん臼trace，

糖（→．

 静注性腎孟レ線図（Fig．1）；国劇孟腎細尿管の左

排，狭小化を認める．

 血管造影：腹部大動脈造影では左腎上灘から申央

部にhypovascular areaを認める．下大静脈造影

（Fig．2）では右総腸骨静脈の内腸骨静脈分岐部より両

腎静脈分岐部まで完全閉塞しており，著明な側副血行

路の発達がみられた．

 腹部CTでは左腎門部より骨盤内にかけ境界不鮮

明な腫瘍陰影を認めた．

 注腸造影では異常を認めなかった．

 以上の諸検査成績より，在腎から骨盤内に広がる後

腹膜腫瘍の診断のもとに，1979年1月22日，全身麻酔

下に開腹手術を施行した．

 手術所見：後腹膜腔は，右腎門部および左腎上巳部

より骨盤内に致る巨大な灰白色弾性硬の腫瘍で占めら

れていた．腹部大動脈は腫瘍中に拍動が触知できた

が，下大静脈は両断腸骨動脈より完全閉塞をきたして

おり，多数の副血行路が形成されていた，腫瘍摘出は

Fig． 1． Excretory urogram shows compression
    and narrowing of the left ureter and

    pelviocalyceal system．

欝

翻

Fig． 2． Venogram shows complete occlusion of

    the inferior vena cava and multiple

    collaterals．
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不可能と判断し，数ヵ所より生検を行なうにとどめ

た．

 生検標本の組織学的検索では性腺外seminomaが

強く疑われたため放射線療法を開始したが，その後も

強い終痛が持続し，胸部レ線像上腫瘍転移を疑わせる

陰影が出現した．3月に入りcis－DDP使用開始した

ところ，全身症状の著明な改善，胸部腫瘤陰影の縮少

をみたため，一時軽快退院した．1979年7月末に左下

肢および前胸部激痛，悪心嘔吐，腹壁静脈怒張などの

症状が出現したため当科再入院した．肝は驚悸遺墨4

横指まで腫大し，シンチグラムにて肝右葉にspace

occupying lesionを認めた．血液検査所見では軽度

の貧血，低蛋臼血症のほか，血中AFP 376 ng／ml，

LDH 3200 uと高値を示していた．入院後ただちに
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cis－DDP再投与し，全身状態の一時改善…をみたが，次

第に貧血が進行し，胸部レ三島での腫瘤陰影増加，腎

機能低下をきたした．患者の希望により紀南総合病院

に移られたが，全身状態漸次悪化し，1980年2月5日

永眠された．

 剖検所見：後腹膜腫瘍の頭側は両腎上極にまで及

び，両大血管，両側尿管も膠様硬の腫瘍に埋没されて

いた．尾側は膀胱周囲，ダグラス窩にも腫瘍が充満し

ていた．転移は両肺に径L5～3．0 cmの黄灰色結節を

多数，肝右葉横隔膜面に径15cmの病巣1ヵ所，お

よび腸間膜リンパ節に小病巣数個を認めた．睾丸は両

側ともに25grで，左睾丸白膜に径5mmの赤色斑

を認めた以外は腫瘤，硬結などの変化は見られなかっ

た．

Fig． 3． The tumor shows epitheloid structures with the large and pleomorphic cells． The

    histological diagnosis is embryonal carcinoma． （H． ＆ E． x 100）．

Fig． 4． A scar of the left testis contains hyalinized seminiferous tubules， numerous siderophages

    and hematoxylin－staining bodies （H． ＆ E． x tro）．
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 組織学的所見：後腹膜腫瘍は中心部がほとんどすべ

て壊死に陥り，周囲の厚い線維化組織中に腫瘍細胞を

わずかに認めるのみであった．腫瘍細胞は細胞質，核

ともに大きく，多形成を示し，一部で上皮様配列のみ

られる胎児癌であった（Fig．3）．肺，肝の転移巣にも

同様の所見がみられた．両側睾丸はそれぞれserial

sectionで標本を作製した．とくに左睾丸の赤色斑点

部では連続切片を作製し検索したところ，同視はrete

testisより連続性のある搬痕組織で置換されており，

硝子化した精細管，豊富なヘモジデリン沈着が認めら

れた．療痕組織のほぼ中央に位置してHE染色にて

ヘマトキシリン好染性な旧約200～300μの一部頼粒

状の小体がみられた（Fig．4）．同小体はKossa鍍銀

法にてカルシウムの沈着がその一部に証明された．ま

た，同小体周辺には鍍銀染色法にて基底膜様構造を認

めた．療痕組織中には腫瘍細胞は認められなかった．

睾丸の他の部位は精細管の萎縮，間質の増殖以外には

著変を認めなかった．

考 察

 生殖細胞起源の腫瘍が性腺以外の部位に発生した

ものを性野外生殖細胞腫瘍extragenital germ celI

tumorと呼ぶ．発生頻度は非常に稀で，生殖細胞腫瘍

の約1％といわれている2）．腫瘍発生部位としては前

縦隔，後腹膜，松果体3）が多く，その他膀胱4），前立

腺5），胃6），胸腺7）などの報告がみられる．このなか

で前縦隔腫瘍としてUtz（1971）が12例8）， Molina

（1965）が35例9）を集計している．後腹膜腫瘍として

はAbell（1965）が16例1。）， Utzが5例8）， Houston

（1971）は自験例を加え文献上36例を集計し報告して

いる11）．

 腫瘍の組織型をみれば，前縦隔ではseminomaが

ほとんどを占め，後腹膜ではseminomaと並び胎生

癌の報告も多い．その他，絨毛癌，奇形癌12）の報告も

みられる．

 性腺外生殖腫瘍の発生に関しては，現在つぎの3つ

の考え方がみられる．

 （1）原発性性腺外生殖細胞腫瘍：生殖細胞が卵黄内

胚葉yolk sac entodermより性腺原基中に移動する

途中で他の部位に乱入し，それが腫瘍化したと考える

もの．腫瘍発生部位が松果体，前縦隔，後腹膜のごと

く正中線上に位置しており，小児における奇形腫群腫

瘍の発生と同様の機序が推測されている．

 （2＞転移性腫瘍で，検索不充分のため睾丸原発巣が

発見されえなかったもの二文献上報告のみられる性腺

外生殖細胞腫瘍のなかには，単に触診所見のみで睾丸

は正常と判断された症例が少なからずみられる．この

なかには睾丸原発巣が非常に小さいために理学的検査

のみでは異常が発見できなかった症例も含まれている

可能性が強く，事実，経過観察中に睾丸腫瘍が顕著と

なった報告もみられる12）．これまでの報告例中，睾丸

の組織学的精査が可能であった症例の多くに生殖細胞

腫瘍の小病巣が認められたことより13・14），原発性性腺

外生殖細胞腫瘍の存在そのものに反対の考えもみられ

る15）．しかし，後腹膜以外の前縦隔，松果体は睾丸腫

瘍の転移部位として不合理と考えられ16），原発性腫瘍

発生説のすべてを否定はできないと思われる．

 （3）転移性腫瘍で，睾丸原発性が自然退縮したも

の：睾丸は触診上正常あるいは萎縮と診断され，病理

組織学的検査の結果，実質の一部に簸痕組織が発見さ

れた症例がみられる．雨痕組織は外傷あるいは睾丸炎

後にもみられる所見のため，これのみでは腫瘍がかつ

て存在した根拠とはならない17）．しかし，線維化組織

中の硝子化した精細管，豊富なヘモグジデリン沈着，

そしてことにヘマトキシリン藍染性の塊状頼粒状の小

体は，後腹膜などに生殖細胞腫瘍の転移巣を有する思

者以外の睾丸からは認められていない．また，このよ

うなヘマトキシリン小体と腫瘍細胞が同一精細病中に

みられた症例も報告されている18）．ヘマトキシリン縞

染性小体は組織化学的検索により燐脂質，蛋白分解

物，粘液様物質およびリン酸カルシウムを含み，腫瘍

細胞が精細管内で壊死に陥った結果形成されたものと

推測されている．睾丸にこのような特徴ある痘痕組

織を認めた場合には，生殖細胞腫瘍が自然退縮した

burned out testicular tumorと解釈きれている19）．

 以上をもとにしてわれわれの症例の再検討を行なっ

た．臨床経過中は理学的検査上睾丸には何ら異常が認

められなかったが，剖検時には主訴である左側腹部痛

と同士の睾丸白膜に小品斑点がみつけられた．同部の

組織学的検索では疲痕組織中に硝子出精細管，ヘモジ

デリン沈着，ヘマトキシリン丸染性小体が認められた

ことは，文献上に記載された“burncd out testicular

tumor”の所見とよく一致しており，本症例は睾丸原

発巣が自然退縮した転移性後腹膜生殖細胞腫瘍とみな

すのが妥当と考える．

結 語

 臨床経過中は原発性後腹膜生殖細胞腫瘍と診断され

ていた27歳男子症例の剖検の結果，生前には異常が認

められなかった1側睾丸に腫瘍の自然退縮と考えられ

る硝子化精細管，ヘモジデリン沈着，ヘマトキシリン

好染性小体を含む小療痕組織を認めたので報告した．
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