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The patient was a 22-year-old woman with a history of tuberous sclerosis who complained of abdominal

distention. Computed tomography showed bilateral renal masses with minimal fat tissue that were unlike

classical angiomyolipoma (AML), as well as enlargement of the paraaortic lymph nodes, pleural effusion, and

ascites, similar to other advanced malignant neoplasms such as renal cell carcinoma and renal sarcoma. We

performed a left nephrectomy to relieve the symptoms. A pathological examination revealed that the tumor

was composed of polygonal epithelioid cells positive for both αSMA and HMB-45, as well as spindle-shaped

cells, while immunoreactivity proved the tumor to be an eAML, a subtype of AML with malignant potential.

Although the patient was scheduled for postoperative adjuvant chemotherapy, her condition worsened and

she died on postoperative day 24 before receiving chemotherapy. We discuss this case with reference to

previous reports.

(Hinyokika Kiyo 58 : 21-24, 2012)
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緒 言

従来，腎血管筋脂肪腫 (angiomyolipoma ; AML) は，

腎における良性腫瘍に位置づけられてきた．しかし，

最近，悪性の経過をたどる AML として類上皮型腎血

管筋脂肪腫 (epithelioid angiomyolipoma ; eAML) の報

告が散見されるようになった．今回，われわれは，遠

隔転移こそ認めないものの，腎周囲病変やリンパ節病

変を伴い，不幸な転帰を辿った悪性と考えられる

eAML の 1例を経験したので，若干の文献的考察を加

え報告する．

症 例

患者 : 22歳，女性

主訴 : 腹部膨満感

現病歴 : 乳幼児期より結節性硬化症 (TSC) で他院

通院中であった．2009年中頃より腹部膨満感が出現，

CT 上，両側腎腫瘍，傍大動脈リンパ節腫大，胸腹水

が認められたため腎悪性腫瘍を疑い，精査・加療目的

で当院入院となった．

検査所見 : 術前腎機能は BUN/Cr 13.4/0.82 と保

たれていた．胸水細胞診は class IIb であった．

その他異常値を示したものは以下の通りである．

LDH 476 IU/l，CRP 4.71 IU/l，IL2R 1,290 IU/ml

（正常600以下）画像所見 (Fig. 1) : 両腎ともに腫瘤を
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Fig. 1. Abdominal CT image. CT scan showing
large solid masses with a small portion of fat
attenuation in both kidneys. In the left
kidney, the mass had notable paraaortic
lymph node involvement and extended to
the perinephric space. Contrast enhanced
CT findings showed mixed attenuation of
the tumors.
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認め，内部に嚢胞や不均一に造影される充実成分を認

めたが，脂肪組織は僅かであった．TSC を合併して

いることから AML を疑うも非定型的で，大動脈周囲

リンパ節の腫大や，胸腹水の存在から，腎細胞癌や肉

腫，悪性リンパ腫など悪性腫瘍との鑑別は困難であっ

た．

入院後経過 : 胸腔ドレナージを施行し，全身状態の

回復を待って，左腎摘除術を施行した．

手術所見 : 皮膚切開は腰部斜切開，手術時間は 3時

間33分，出血量 3,955 ml（血性腹水含む）であった．

腎前面と高度に癒着した腹膜と腫大した傍大動脈リ

ンパ節を左腎とともに en bloc で摘除した．

摘出標本所見 : 腎は 25.0×17.5×8.5 cm と腫大し
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Fig. 2. Gross appearance of cut surface of resected
kidney. Multiple solid grey and tan colored
tumors of various sizes occupied the majority
of the kidney, with necrotic and hemor-
rhagic lesions. Features indicating peri-
nephric fat infiltration were also noted.
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Fig. 3. Light microscopic findings of tumor specimen (H-E staining, ×200). (A) The tumor was composed of spindle
cells with clear to lightly eosinophilic cytoplasm, with normochromatic ovoid nuclei and small nucleoli arranged
in diffuse sheets. (B) Epithelioid cells arranged in nests with granular eosinophilic cytoplasm and relatively
homogeneous nuclei were seen around small vessels. (C) Occasionally, both types of tumors showed nuclear
pleomorphism, prominent nucleoli, mitotic activity, and multinucleated giant cells.

ていた．腎割面では乳白色を呈する結節性の腫瘤が多

発していた (Fig. 2）．

病理組織学的所見 : 光顕上，病変部には，索状に分

布する平滑筋細胞様の紡錘形細胞と，巣状に分布する

好酸性の細胞質と明瞭な核小体を持つ上皮様細胞が認

められ，一部には壊死像や核分裂像を伴った (Fig.

3）．同様の腫瘍細胞の浸潤は腎周囲組織ならびにリン

パ節，腹膜にも認められた．このような腫瘍細胞は，

αSMA もしくは HMB45 陽性で，良性腫瘍では 5％程

度とされる増殖能の指標 MIB-1index は45％と高値で

あった．

また，病変部に脂肪組織は認められなかった．以上

より類上皮型腎血管筋脂肪腫と診断した．

術後経過 : リンパ節転移，腹膜播種ならびに低アル

ブミン血症によると考えられる血性腹水のコントロー

ルが困難となり，徐々に貧血の進行，腎機能の低下を

認め，術後24日目に死亡した．なお，血性腹水の細胞

診は class II であった．

考 察

AML は異常血管，平滑筋細胞，脂肪組織が混在す

る腫瘍性病変で，以前は過誤腫と考えられてきたが，

近年，clonality が明らかにされ，真性腫瘍と位置づけ

られている1)．さらに，類上皮細胞の比率が高く，悪

性の経過を辿る可能性のある亜型が明らかとなり，一

般の AML と区別して，eAML と呼ばれている2)．同

様の類上皮細胞は clear cell ‘sugar’ tumor，lymphangio-

myomatosis などにも共通してみられ，血管を中心に

増生することから，perivascular epithelioid cell (PEC)

と呼ばれ3)，さらに，PEC によって構成される腫瘍は
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PEComa と名付けられ，WHO 分類でも間葉系腫瘍に

加えられた4)．PEC では，同時に平滑筋細胞やメラノ

サイトへの分化が認められることから，αSMA など

の平滑筋マーカーと HMB45 などのメラノ―マ関連蛋

白を発現する特徴があり，これが診断上の重要な鑑別

点となっている4)．

Otoshi ら5は，本邦における過去に報告された16例

を集計している．この16例に自験例を合わせた平均年

齢は41.3（22∼64）歳，男女比は 1 : 2，結節性硬化

症合併は 5例（29％）であった．17例中 8例に再発も

しくは転移を認め，部位は肝臓（ 8例中 5例）が最も

多く，次いで肺（ 8 例中 3 例）に多かった．また転

移，再発例の内 7例が死亡の転帰を辿った．

eAML を巡っては，今日も，いくつかの問題点が残

されている．

第 1点は，eAML の定義であり，現在のところ，腫

瘍全体に対する PEC の占める比率に一定の基準はな

い．Nese らは，PEC のみでほぼ構成される eAML 33

例を対象に，平均観察期間44.5カ月で，49％に転移，

17％に再発，33％に腫瘍死を認めたことを報告し，

eAML が潜在的には悪性と捉えられていることを指摘

している6)．一方，Aydin らは，PEC の比率が10％以

上の AML 33例を対象に，平均観察期間3.4年の検討

で，18％で腎周囲もしくはリンパ節病変を示すもの

の， 1 例も転移や再発がなかったことを報告し，

eAML を良性腫瘍とした7)．両者の見解の相違は，

PEC の比率の違いに帰するところが大きいと考えら

れる．前者はさらに，PEC のみでほぼ構成される

eAML を pure PEComa of kidney と呼び，光顕像で，

類上皮細胞が巣状や腺管状など癌様を呈する ｢A｣ と，

類上皮から紡錘形細胞の瀰漫性増生からなる ｢B｣ に

分類している6)．彼らの分類法にのっとれば，自験例

も，PEC 比率約90％，光顕像 ｢B｣ と，より客観的に

記載することが可能となる．

第 2点は，周囲組織や所属リンパ節病変の取り扱い

である．AML は腎以外にも多中心的に発生すること

が知られ8)，周囲病変や所属リンパ節病変は必ずしも

浸潤や転移によるものではないとする見解がある．確

かに自験例には遠隔転移はなく，そのような解釈が可

能である．しかし，臨床経過は進行癌患者の経過に匹

敵し，MIB-1 index が45％と高値であったことから，

すでに悪性の表現型を獲得していたと考える．

第 3点目は，悪性（局所再発や遠隔転移）を予測す

る診断基準が確立されていないことである．eAML で

は，悪性腫瘍であることを示す病理所見と実際の臨床

経過が必ずしも合致しないことが指摘されてきた9)．

Folpe らは，腫瘍径，浸潤性，核異型，壊死，細胞分

裂などの所見に基づく malignant PEComa の診断基準

を示しているが，前述の AML 発生の多中心性を理由

に，AML を対象から除外している10)．一方，Brimo

らは，核異型のある eAML 40例の検討から，核異型

を有する PEC の比率（＞70％），細胞分裂像の頻度

(＞2/10 hpf），異型多核細胞，壊死の存在からなる診

断基準を示し，内 3項目以上を満たす場合，悪性を強

く示唆すると述べている11)．ちなみに自験例は，

Brimo らの示したすべての項目を満たしていた．

4点目は，進行性に対する治療法が確立していない

ことである．Cantú de Léon らは，治療の現状につい

て challenging という表現を用い，摘除が最も重要で，

化学療法や放射線治療には有効性は期待できないと述

べている9)．自験例では，当初より手術に根治性は期

待できず，その主目的は，圧迫症状の解除で，副次的

には病理診断や cytoreduction にあった．術後，doxo-

rubicin による化学療法を予定していたが急速に全身

状態が悪化したため行うことができなかった．本来，

かかる進行例には，補助療法が不可欠であり，これま

で，転移巣に対しては，doxorubicin 投与の有効性が

報告されているが12)，症例数が少なく，評価には

至っていない．最近，PEComa の分子機序が徐々に

解明されつつある．AML を含む PEComa では，TSC

遺伝子の異常によって，その下流にある mTOR 活性

が亢進し，腫瘍増殖をもたらしている可能性が示され

ている13)．これを背景に，悪性の PEComa に対する

分子標的薬mTOR-inhibitor の投与も試みられており，

今後の発展が期待される14)．

eAML は稀な疾患であるため，今後も標準的な治療

法の確立までには大きな困難が予想される．現時点に

おいては，個々の症例ごとに病理所見，治療法や予後

などの詳細な情報を蓄積し，より多くの症例を対象

に，一定の基準のもとに，解析できる環境の構築が重

要と考える．

結 語

eAML の自験例を供覧するとともに，それを巡る問

題点について，若干の文献的考察を加え報告した．
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