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LEYDIG CELL TUMOR OF THE TESTIS : A CASE REPORT

Satoru Taguchi1, Kazumi Yamaguchi1, Sayuri Takahashi1, Katsuyuki Iida1,
Takashi Mizutani1, Takashi Tominaga1, Masaya Mori2 and Yukio Homma3
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An 85-year-old male visited our hospital with a complaint of painless swelling of the right testis. Right

high orchiectomy was performed under the diagnosis of the right testicular tumor. Histopathological

diagnosis was Leydig cell tumor. We reviewed 86 cases of this tumor previously reported in Japan. To our

knowledge, our patient is the oldest one treated in Japan.

(Hinyokika Kiyo 57 : 521-524, 2011)
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緒 言

精巣 Leydig 細胞腫は精巣腫瘍の 1∼ 3％を占める

比較的稀な疾患である．今回われわれは，本邦最高齢

と考えられる85歳，男性に生じた精巣 Leydig 細胞腫

の 1例を経験したので，文献的考察も含めて報告す

る．

症 例

患者 : 85歳，男性

主訴 : 右精巣腫瘤

家族歴・既往歴 : 特記すべきことなし

現病歴 : 前立腺肥大症で当科通院中であった．2009

年 6月本人より右精巣にしこりを触れるとの訴えがあ

り超音波検査を施行したところ，右精巣に low echoic
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Fig. 1. Ultrasonogram shows a low echoic lesion (white arrowhead) in the right testis. Doppler ultrasonogram shows
strong blood flow (square).

lesion を認めた．右精巣腫瘍の診断で2010年 1月 6日

当科入院となった．

入院時現症 : 右精巣に 1 cm 大の腫瘤を触知し，圧

痛は認めなかった．体毛の異常や女性化乳房などは認

めなかった．

入院時検査所見 : 血液学的検査，血液生化学検査，

尿一般検査に異常所見はなかった．腫瘍マーカーは，

LDH 202IU/l，β-hCG≦0.1 ng/ml，AFP 1 ng/ml，sIL-

2R 343 U/ml といずれも正常範囲内であった．

画像検査 : 超音波検査では右精巣の上極に 9 mm 大

の low echoic lesion を認め，Doppler 法では内部に血流

を認めた (Fig. 1）．胸腹骨盤 CT で明らかな転移は認

めなかった．

以上の所見より右精巣腫瘍の診断で，2010年 1月 7

日，腰椎麻酔下に手術を行った．
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Fig. 2. Gross appearance of the right testis (circle).

手術所見 : 右鼠径管を開放し，鼠径部で精索の血流

を止めた．右陰嚢内容を観察したところ右精巣の頭側

に 9×9×8 mm 大の腫瘤を認めたため，右精巣腫瘍と

判断し高位精巣摘除術を施行した．腫瘍は黄褐色で被

膜はなく，境界はやや不明瞭であった．割面は均一で

出血・壊死は認めなかった (Fig. 2）．

病理組織学的所見 : 好酸性の胞体を有する類円形―

多角形の腫瘍細胞が充実性に増殖していた．核は丸く

軽度の大小不同があった．胞体に Reinke の結晶を有

するものが多く見られた．また胞体が泡沫状のものが

一部に見られた．以上の所見より Leydig 細胞腫と診

断した．核分裂像はほとんど見られず，脈管侵襲など

も認めなかったため，組織学的には良性と考えられた

(Fig. 3）．なお鑑別として Leydig 細胞過形成が挙げら

れるが，これは Leydig 細胞集簇巣の間に精細管が残

存していることが特徴的であり，本例では否定的で

あった．

術後経過 : 病理所見より良性 Leydig 細胞腫と判断

し，追加治療は行わなかった．術後経過は良好で2011

年 4月現在，再発・転移は認めていない．
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Fig. 3. Histological findings of the right testicular tumor. A : Tumor cells with round to polygonal nuclei and
abundant eosinophilic cytoplasm (HE stain, ×20), B : Crystalloids of Reinke (arrowheads) identified in the
cytoplasm of some cells (HE stain, ×40).

考 察

精巣 Leydig 細胞腫は，性索・間質細胞腫瘍の一種

で，精巣腫瘍全体の 1∼ 3％を占める比較的稀な疾患

である1)．本邦では，1989年の西野ら2)，1998年の原

田ら3)，2003年の阿部ら4)により計55例が集計されて

いるが，これら以降の報告例は，われわれが調べえた

限り31例あり，自験例は86例目であった (Table 1）．

平均年齢は39.5歳（ 3∼85歳）で小児例は14例，成

人例は72例であった．年代別では30台（28％）と 0∼

9歳の小児（13％）にピークがあり，高齢発症は70台

（ 7％），80台（ 2％）と稀であった．また自験例は本

邦最高齢であった．高齢発症が少ない理由として，小

児では性早熟，青壮年では不妊や女性化乳房，といっ

たホルモン異常症状（後述）を契機に発見されえるの

に対し，高齢者では精巣腫大以外の症状が現れにくい

ことが一因であると推察された．本症例では術前にホ

ルモン値の検索は行っていないが，家族構成上挙児が

あり（ 1男 1女），また診察上も明らかな内分泌異常

は認めなかった．

患側は右34例，左40例，両側10例，不明 2例であっ

た．両側発生例10例（12％）は欧米（ 3％）と比較し

て多かった1)．

臨床症状としては，小児では大部分（86％）が性早

熟を示すのに対し，成人では精巣腫大（64％）が最も

多く，不妊（19％），女性化乳房（ 3％）がこれに続

いた．臨床症状の違いは腫瘍が産生するホルモンに起

因し，小児で性早熟が起こるのは Leydig 細胞腫が過

剰にテストステロンを産生するためである．一方，成

人で女性化徴候を示すのは，腫瘍内でアロマターゼ活

性が同時に亢進しておりテストステロンがエストラジ

オール (E2) に変換されるためと考えられている5)．

小児 Leydig 細胞腫は全例良性であるが，成人発症

では10％が悪性であると言われている．今回の集計で
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Table 1. Cases of Leydig cell tumor of the testis reported in Japan (for No 1-55, refer to Nishino2), Harada3), and
Abe4))

No 報告者 報告年 年齢 患側 組織 主訴

56 吉元 1990 49 左 良 精巣腫大

57 須賀 1996 46 右 悪 胸部レントゲン異常

58 小林（堅) 1999 39 左 良 精巣腫大

59 前田 2001 55 左 悪 精巣腫大

60 佐藤 2001 35 右 良 精巣腫大

61 西澤 2001 56 右 良 精巣痛

62 西澤 2001 82 右 良 精巣腫大

63 市野 2001 31 左 悪 不妊

64 堀江 2002 25 左 良 先天性副腎皮質過形成症に続発

65 金藤 2002 50 左 良 精巣腫大

66 大平 2002 46 右 良 精巣腫大

67 三上 2002 43 左 良 精巣痛

68 島崎 2003 56 右 良 精巣腫大

69 澤田 2003 5 左 良 思春期早発

70 保坂 2003 34 左 悪 精巣痛

71 福澤 2003 66 左 良 精巣腫大

72 小林（直) 2003 25 左 良 精巣腫大

73 堀 2004 47 右 良 精巣腫大

74 林 2004 27 右 良 不妊，Kleinfelter

75 駒井 2004 36 右 良 不妊

76 上田 2006 71 左 悪 精巣腫大

77 森川 2007 53 左 良 精巣腫大

78 齊藤 2007 30 両 良 先天性副腎皮質過形成症に続発

79 森田 2008 71 右 悪 精巣腫大

80 小屋 2008 73 右 良 精巣腫大

81 中根 2009 7 左 良 思春期早発

82 白石 2009 38 右 良 不妊

83 後藤 2010 34 左 良 不妊

84 浅井 2010 42 右 悪 右片麻痺

85 大木 2010 37 右 良 精巣腫大，発熱

86 自検例 2010 85 右 良 精巣腫大

は15例（成人の20％）に悪性を認めた．悪性の診断は

一般に組織学的には困難とされ，臨床的な転移の有無

によってなされることが多い．転移部位は後腹膜や鼠

径部などのリンパ節転移（70％）が最も多く，他に肝

転移（45％），肺転移（40％），骨転移（25％）などが

ある．悪性例では BEP 療法などの化学療法や後腹膜

リンパ節郭清が施行されるが，予後はきわめて悪いと

される6)．最近では，副腎皮質癌の治療薬であるミト

タン (o,p’-DDD) が悪性 Leydig 細胞腫に有効であっ

たとする報告もある7)．

再発・転移は精巣摘除後 2年以内に多いため，術後

のフォローアップでは胸腹部 CT を，発症後 1年は 4

カ月ごと， 2年目以降は半年ごとに施行することが推

奨されている．またエストラジオール (E2) の上昇が

再発の早期発見に寄与したという報告もある8)．本例

も厳重な経過観察が必要であると考えられる．

結 語

本邦最高齢と考えられる85歳，男性に生じた精巣

Leydig 細胞腫の 1 例を報告するとともに，本邦報告

例86例につき文献的考察を加えた．

本論文の要旨は，第75回日本泌尿器科学会東部総会（宇都

宮）において発表した．
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